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はじめに

�マニュアルはそれぞれの�	に
�されています。�	の�や��れに��な��が��されています。

�マニュアルをみ��に��してから、��の��や����を�ってください。

��には�れた���があります。��のコストで��の	�を�るためには、 のことにご
!ください。

� ��は"#�!して�してください。

� ��は$められた��に%いĆ、&'に()してください。

� ��は、*��のパーツまたは
�	を.�し�/()してください。

��の��

���、��の�	
の��
、��を��するときは、�
�の�に�い、��に !
な�で��してください。

0にリサイクルを/�してく

ださい。

 ��のデーター

56��できるように、��7に��してください。
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��6 - 

����
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�'な !,(u� - これらのDEu�をovしてください

�Fの,(u�は、�マニュアルを	して、それ

ぞれにEした�)に�ってB�しています。

�w：�xやGyなどのHIをmき�こす

z�なBい�を�wします。

,(:{�xのHIをmき�こすz�なB

い�を�wします。

 !のために：/0を !に��するために�う

&'がある;JをEします。

�Fの@pは、オペレーターがz�にさらされる

おそれがあるDsをEしています。z�なKLが

M$する|CBをNOしてください。��の !

/0の8Pをすべて8�してください。��がQ

xしたりWVがR}になった8*は、すぐに�S

してください。

�w：ベルトとファンがWいています。�

づかないでください。

�w：��はTUガスをV~します。�x

やGyなどのHIをmき�こすことがあり

ます。	%をGHに;ってください。

�w：AげたホッパーがW�することがあ

ります。ホッパーサポートバーをかみ*わ

せて��してください。

�w：リフトアームにXまる8P。ホッパ

ーリフトアームのVWY�Dに�らないで

ください。

�w：やけどするz�があります。+�が

Zくなっています。[れないでください。

�w：u\がM$する|CBがあります。

��{はバキュームワンドやブロワーワン

ドをB�しないでください。

�*によって、]� !^_を��した	�/0

が`"されています。	�/0を`"した�*�

#でB�する]� !が、��のWVに�$を�

える|CBがある8*は、	��Cの�a�に

ついて、テナントbのサービス�N�にごc%く

ださい。

 !のために：

1. ��の8*は、��をB�しないでくださ

い。

- dVのefを�けていない8*や、&g

がない8*。

- dVマニュアルを'んでDsをNOして

いない8*。

- アルコールやh�の�$�にある8*。

- ]� !またはその
の ��.をB�

している8*。

- ��のfりiいに�うjk�、(��C

tがGHでない8*。

- lしい��m�でない8*。

- フィルターをf�けていない8*。

- |1Bの%�、��またはn�がv�す

る8*。

- ��/ヘッドライトが6oしていない)り

、��のdVや��を;うために !に

pqが8oできないほどrい8*。

- ヘッドガードを�けないKLでの、W�

�のsれのある8PでのB�。

2. ��を�Wする�に：

- VW-のtれを67してください。

- 12uv8Pにwxやywを�づけない

でください。

- すべての !/0がP�の�0にあり、

lしく�Cしていることを8�してくだ

さい。

- ブレーキとステアリングが*lにVWす

ることを8�してください。

- シートを�9し、シートベルトをzめて

ください（/�している8*）。

3. ��を�Wする�に:

- +をブレーキに,せ��ペダルをニュー

トラルにしておいてください。
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4. ��をB�する,には：

- �fi�){にF"されていない�で

B�しないでください。

- タバコ、マッチ、-|の}など、1~{

または�が~ているKLのものを��し

ないでください。

- ��をaめるときは、ブレーキをB�し

てください。

- ��や�りやすい8Pではゆっくり.ん

でください。

- ��が14%�Aの��での��のB�、ま

たは��が17%の��での��（GVWR）は

/けてください。

- ���	するときは0�をWとしてくだ

さい。

- ��を��{、��の��はすべてオペ

レーターの���にo?してください。

- ��の��{は}に��に,(してくだ

さい。

- ��を=1させるときは,(してくださ

い。

- ホッパーがAがっているときは、,(し

て��を�Wしてください。

- ��が��AにあるときにホッパーをA

げないでください。

- &ずGHな�2を8oしてからホッパー

をAげてください。

- お�Aや3 ��Eを��に�づけない

でください。

- ��のいかなる�Hにも¡,�を,せな

いでください。

- }に、 !�¢と�	�¢に�ってくだ

さい。

- ��がQxしたりWVがR}になった8

*は、すぐに�Sしてください。

5. ��から4れる8*、または679�する

8*：

- |1B��、n�、ガス、または��の

�くに��しないでください。

- £らな8Pに�めてください。

- パーキングブレーキを�けてください。

-  �を¤り、キーをEしてください。

6. ��を679�する8*：

- V�は&ず、GHな�)があり、pqが

�¥なK�で¦ してください。

- V�8の	%を�くしてください。

- |W�に�づかないでください。ゆった

りとした�やアクセサリーは��せず、

5が6い8*はまとめてください。

- ��をジャッキで�ちAげるときは、�

ちAげる�にタイヤに7�めをしてくだ

さい。

- ��はD�の8Pでのみジャッキで�ち

Aげてください。��をジャッキスタン

ドで�えてください。

- ��の��を�えられるホイストまたは

ジャッキをB�してください。

- オペレーターが���にいないKLで�

�を>したり<mしたりしないでくださ

い。

-  %��の�くで��に-Xスプレーや

ホースで�をかけないでください。

- バッテリーの��をEしてから、��で

のV�を¦ してください。

- バッテリーの8に[れないでください。

- ZいエンジンYZ�に[れないでくださ

い。

- エンジンがZい2ラジエーターからキャ

ップをfりEさないでください。

- エンジンをYやしてください。

- 1234の§v�#に�やwxを�づけ

ないでください。�#の	%を�くして

ください。

- ¨�をB�し、Xtを�けているVW-

のtれを�つけてください。

- ©Nは&ずefを�けた©N9�ªが¦

 してください。

- ��を��しないでください。

- テナントb�またはテナントbが��し

た�	��をB�してください。

- &'に�じて、また�{で�«されてい

る8*は、¬=�o9をB�してくだ

さい。

 !のために：��を��してください。

 !のために：o9��を��してくださ

い。

 !のために：o9�:を��してくださ

い。

 !のために：;�マスクを��してくだ

さい。



 �!"#$

5S30 9004090 Diesel (07−2014)

7. トラックまたはトレーラーへの���み<

ろし：

- ��を�"する�にごみホッパーを�に

してください。

-  �を¤り、キーをEしてください。

- ��およびオペレーターの��を�えら

れる��¯、トラックまたはトレーラー

をB�してください。

- ��が25%%�Aの��で�み=み/�み<

ろしをしないでください。

- ウィンチをB�してください。�み=み

�が±�から380mm��でないかぎり、�

�を��しながらトラックまたはトレー

ラーに�み<ろさないでください。

- ��の�み=み²³=は、パーキングブ

レーキを�けてください。

- タイヤに7�めを/�してください。

- ��をトラックまたはトレーラーに��

してください。



 �!"#$

S30 9004090 Diesel (07−2014)6

��の��の�0に、 !ラベルが>�されてい

ます。Qxしたラベルは�	してください。

354590

�wラベル - ��はTUガスをV~します。

�xをmき�こすことがあります。	%をGHに

;ってください。

���の´�に>�されています。

�wラベル -

ベルトとファンがWいていま

す。�づかないでください。

エンジンベルトガー

ドに>�されていま

す。

�wラベル - リフトアームにX

まる8P。ホッパーリフトアームのV

WY�Dに�らないでください。

ホッパーリフトアームF�に>�されて

います。
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354590

�wラベル -

やけどのz�があります。[れないでく

ださい。

V%シールドに>�されています。

�wラベル - A させたホッパーはW�

するおそれがあります。ホッパーサポートバ

ーをかみ*わせて��してください。

ホッパーサポートバーに>�されています。

 !ラベル -

��の���にfi�)

{をお'みください。

���の´�に>�さ

れています。

�wラベル -

A させたホッパーはW�するおそれがあ

ります。ホッパーサポートバーをかみ*わ

せて��してください。

ホッパーリフトアームに>�されていま

す。

�wラベル - u\がM$する|CBが

あります。��{はバキュームワンドやブ

ロワーワンドをB�しないでください。

オプションのバキュームまたはブロワーワ

ンドドアに>�されています。
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��

��の%&'(

9

2

3

7

1

4

13

14

12

5

6

8

11

10

1. インストルメントパネル
2. フロントシュラウド
3. ホッパー��ドア

4. ホッパー
5. サイドブラシ

6. ヘッドライト
7. メインブラシ��ドア

8. 56タンク

9. 789
10. リヤエンジンシュラウド
11. テールライト
12. サイドシュラウド
13. ホッパーサポートバー
14. トップカバー
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@ABCとDE

21

7

9

18

11

15

14

8

12

17

19

20

16

5
43

6

10

13

(�モデル)

1. ステアリングホイール
2. ダッシュボードインジケーターライト
3. ワンドスイッチ (オプション)

4. サイドブラシライトスイッチ (オプション)

5. 78/LMNスイッチ
6. イグニッションスイッチ
7. ホーンボタン
8. OPペダル
9. ブレーキペダル
10. パーキングブレーキペダル

11. ステアリングコラムチルトペダル
12. メインブラシR�ノブ (S30のみ)

13. サイドブラシレバー
14. サイドブラシR�ノブ
15. メインブラシレバー
16. ホッパードアスイッチ
17. ホッパーTUVスイッチ
18. エンジンW8Xスイッチ
19. バキュームファン/フィルターシェーカース

イッチ
20. インジケーターパネル
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タッチパネル (S30 XPとX4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Y�Zコントロールボタン
2. アワーメーター /56インジケー

ター/[\コードインジケーター
3. コントラストコントロールボタン
4. 1-STEPスイープボタン
5. エンジンW8Xボタン
6. バキュームファンボタン
7. サイドブラシボタン
8. ホッパードアオープンボタン
9. ホッパードアクローズボタン
10. ホッパー]Uボタン
11. ホッパーT^ボタン
12. フィルターシェーカーボタン
13. [\インジケーターライト
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_`abのcd

��では の�Nを.�し、GH��、��、�
)を0&しています。ディスプレイモジュール	

インジケーター (S30)  とダッシュボー
ド	
インジケーターも�1してください。

スイープ (S30) ジャッキポイント

バキュームファン (S30) y.インジケーター (S30 XPとX4)

フィルターシェーカー (S30)
コントラストコントロール

(S30 XPとX4)

エンジンアイドルスピード (S30) 1-STEPスイープ (S30 XPとX4)

エンジンハイスピード (S30) エンジンb$c (S30 XPとX4)

ホッパーを-にする (S30) バキュームファン (S30 XPとX4)

ホッパードア2q� (S30) サイドブラシ (S30 XPとX4)

ホッパードア�qオープン (S30) フィルターシェーカー (S30 XPとX4)

ホッパー�げ (S30) ホッパー�� (S30 XPとX4)

ホッパー�げ (S30) ホッパー�げ (S30 XPとX4)

ワンド ホッパー�げ (S30 XPとX4)

%$ライト ホッパードア34 (S30 XP、X4)

&0' ホッパードア3 (S30 XPとX4)

ホーン ホッパードア4 (S30 XPとX4)
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@ABCの��

OPペダル

tに5qするときは ��ペダル
の��を6み、5ろに5qするときはペダルの�
�を6んでください。ペダルから7を�すとニュ
ートラル��に�ります。

ブレーキペダル

ブレーキペダル 6むと、��は��します。

パーキングブレーキペダル

ブレーキペダル を6み8み、つま�を.いパー
キングブレーキペダルを�&の��にロックして
ください。ブレーキペダル 6むと、パー
キングブレーキは9:されます。パー
キングブレーキペダル はロックされ
ていない��に�ります。

ステアリングコラムチルトペダル

1.  ステアリングコラムチルトペダル
を6み、ステアリングコラムを�みの��に
;(してください。

2. ステアリングコラムチルトペダルを�すと、
�&の��にロックされます。
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56D

��インジケーターはタンク�の [�<を��
します。 [タンクが-に=づくと、 [レベル
y.インジケーターが�'します。ディスプレイ
モジュール	
インジケーター�1。

S30

S30 XPとX4

アワーメーター

アワーメーター は��が%$していた
7>を�?します。この��を.�し、
��の()�/>@を�&します。

S30

S30 XPとX4

Y�Zコントロールボタン  (30 XPとX4)

 !"コントロールボタン はEFおよ
び/�モードへのアクセス�です。A�なBCを
�けたサービスマンと*��"�のみ、これらの
モードを��できるます。
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エンジンW8X@ABC

アイドルスピード:このD�は��の
sq�です。

$:S30 XP%とX4%は&'(にアイド
ルスピードで*'します。

S30 S30 XPとX4

�> (1D) D�:このD�は�Eな�です。

S30 S30 XPとX4

( (2D) D�:このD�はFいごみをしたり、
@�>の(D5qに.�します。

S30 S30 XPとX4

バキュームファン@ABC (S30)

バキュームファンスイッチ を2q/オン��にし
てメインブラシを�げると、バキュームファンは
2qにオンになります。

$:-./に0っている12や34りをするとき
は、バキュームファンをオフにしてください。
これにより、56している7にダストフィルター
が0ることを8ぐことができます。

バキュームファンスイッチ を�>��ま
で�せば、バキュームファンは�まります。

バキュームファン@ABC (S30 XPとX4)

1-STEPスイープボタン をqさせると、
バキュームファンは2qにオンになります。
バキュームファンボタン のGのライト
が�'します。
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$:-./に0っている12や34りを56す
るときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、56している7にダストフ
ィルターが0ることを8ぐことができます。

バキュームファンボタンを�すと、バキュー
ムファンは�まります。ボタンのGのライトがH
えます。

コントラストコントロールボタン (S30 XPとX4)

 コントラストコントロールボタンを�しI
けると、LCDディスプレイの��;Jが
できます。

フィルターシェーカー@ABC (S30)

フィルターシェーカースイッチを�してください。
フィルターシェーカーは30K>qします。

フィルターシェーカー@ABC (S30 XPとX4)

1-STEPスイープボタン をオフにすると、フィル
ターシェーカーは2qにL30K>q ます。

�qで30Kのシェーカーサイクルをsq
させたり、シェーカーサイクルを��させ
るには、フィルターシェーカースイッチを�
してください。
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78/efNスイッチ

%$ライトと&0'をオンにする:9:/;<=ス
イッチの��を�してください。

%$ライトをオンにする:9:/;<=スイッチ
を�>��まで�してください。

すべてのライトをオフにする:9:/;<=
スイッチの��を�してください。

サイドブラシライトスイッチ (オプション)

サイドブラシライトをオンにする:
サイドブラシライトスイッチ の��を�すと、
サイドブラシライトがオンになります。

サイドブラシライトをオフにする:
サイドブラシライトスイッチ の��を�すと、
サイドブラシライトがオフになります。

ホッパー67ドア

ホッパー67ドアをB�して、��{に��で�

�できないµきなゴミを��してください。

ホッパー67ドアのハンドルを�してロックを¡

め、ハンドルを�ちAげてロックをO?します。

¢にホッパー67ドアオープンを�ちAげます。

（シリアル.T 000000 - 006500）

ホッパー67ドアを��にmき、ホッパー67ド

アを@きます。 (シリアル.T 006501 -      )
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789

シートの��はt5;(レバーで;(します。

ghiサスペンションシート

%$oは、 の3MNの;(ができます。Oもた
れP�、%$#の�Q、t5。

Oもたれ;(ノブはOもたれのP�を;(します。

�Q;(ノブは%$oの¡さを;(します。
�Q;(ノブのGにあるゲージを.�し、
シートの¡さを$めてください。

シートの��はt5;(レバーで;(します。

シートベルト

 �について:��をkVさせるlに、

シートをR�し、シートベルトをmめてください

(B�しているno)。
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ブラシについて

��の	�を�るには、A�なブラシをR£して
ください。

$:>?するブラシのタイプを@Aする1B、
CれのDEとFGがHIなIJになります。
KL(なMNについては、OPQ!RにおSBせ
ください。

ポリプロピレン/ワイヤ8�メインブラシ -

/��な��、£かい·と¸し�まったごみの�

�に*しています。

ポリプロピレンサンドウェッジメインブラシ -

¤のように��のある£¥¹��の��に*して

います。

ポリプロピレンウィンドウメインブラシ -

なめらかなºなど、�いゴミの��に¦に*して

います。

ポリプロピレン8�メインブラシ -

�い§れの��に*しています。

ナイロン8�メインブラシ -

¦に、+�が¨い、でこぼこした�の/��な�

�に*しています。ナイロンは©ª«に»れてい

ます。

ナイロン���メインブラシ -

¤のような£¥¹��の��に*しています。ナ

イロンは©ª«に»れています。

ナイロン����メインブラシ -

かさばるごみの-0��に*しています。

ワイヤ8�メインブラシ -

/��な��と¸し�まったごみの��に*して

います。

�!"#と���メインブラシ -

¤のような£¥¹��の��に*しています。

ポリプロピレンサイドブラシ -

�いゴミから{ぐらいのごみまでの/��な��

に*しています。

ナイロンサイドブラシ -

+�の¨い、でこぼこした�での/��な��に

*しています。ナイロンは©ª«に»れています

。

フラットワイヤサイドブラシ -

CEで§れがひどく�まり%¼な¬�´�の��

に*しています。

��のV�pq

シリアル.T000000 - 006500の�*

シリアル.T 006501�<の�*

ステアリングホイールは��がSTするOPをG
Hします。OPペダルはD�とtU/5UのOP
をGHします。ブレーキペダルは��をVD、�
�させます。

サイドブラシはごみをメインブラシのUWにuき
Xめます。メインブラシは¤のごみをホッパーに
uきXめます。バキューム��はごみを-¥と�
Yにホッパーとダストコントロール��に¦い8
みます。

,uがZ§したら、ダストフィルターをふるい、
ホッパーを-にしてください。
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kVlチェックリスト

�  [レベルを��してください。

� tれPを67してください。

� tれPを67してください。

� メインブラシの[¨を��してください。
ひも、©&バンド、ビニール、そのªブラシ
のまわりに«いているごみNを¬り:いてく
ださい。

� サイドブラシ:メインブラシのKLを8�し

てください。ひも、®�りひも、バンド、ビ

ニールなど、ブラシのまわりにSんでいるひ

も、バンド、ビニールなど、ブラシのまわり

にSんでいるゴミひも、バンド、ビニールな

ど、ブラシのまわりにSんでいるゴミをfり

?いてください。

� メインブラシ®のスカートとシールに¯°
や\]がないか�/してください。

� ®のサイドブラシ:メインブラシの[¨を��
してください。ひも、©&バンド、ビニール、
そのªブラシのまわりに«いているごみNを¬
り:いてください。

� ごみ�デフレクションスカートの[¨を��
してください。

� q^レベルを��してください。

� メインブラシ±のスカートとシールに¯°
や\]がないか�/してください。

� エンジン²³´レベルを��してください。

� エンジンオイルレベルを��してください。

� ラジエーターと^µク〕och[ラ〕och[のフィ
ンの¶れを�/してください。

� ヘッドライト、テールライト、BC'を��
してください。

� クラクション、ヘッドライト、テールライト

、 !ライト、=1アラームを8�してくだ

さい（/�されている8*）。

� ブレーキとステアリングがA�にqするか
��してください。

� ()�?を��し、�/()�¸を¹�して
ください。
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��のkV

1. %$oにºり、ブレーキペダルを6むかパー
キングブレーキを»けてください。

 �について:��をkVするときは、ブレー
キにrをsせOPペダルをニュートラルにしてお

いてください。

2. S30:  エンジンT:Uスイッチ をアイ
ドル��に�れてください。

S30 XPとX4: エンジンは2qにアイ
ドルスピードでsqします。

3. グロープラグライトが�'するまでキーを®
にbしてください。ただし、bしすぎてエン
ジンがかからないよう�!してください。
_�により`なりますが、キーを15〜30K>
その��でa¼してください。¥_が½いほ
どbくa¼する��があります。

4. キーをさらに®にbし、エンジンをsqさせ
てください。

$:スタータモーターは1Eに10VをWえて、また
はエンジンが*'したX、Y'させないでくださ
い。スターターはZの*'を[みるまで15〜20V
\ましてください。そうしないとスタータモータ
ーに]^が_じることがあります。

5. エンジンと^µcdは3〜5#>¾�してくだ
さい。

Lt:��はuvガスをwxします。yz
な{|E}~や��を�き�こすことがあ

ります。��を��に�ってください。w
�ガス��については、����にお�o
せください。エンジンはfに��にR�し

ておいてください。

6. ライトをつけてください。

��の��オフ

1. ��を��し、すべての,u�)をオフにし
てください。

2. イグニッションスイッチキーを±にbすと、
��はオフになります。エンジンがオフにな
るまで%$oからeれないでください。

��のために：	
から�れる�、または��

��を�う�は、�����、��、ガス、ま

たは��の�くに��しないでください。	
を

� な�!に"め、パーキングブレーキを&けて
'(を)り、キーを*いてください。
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��の78�

,uするtに、¿きすぎるごみはÀっておいてく
ださい。ブラシにまとわり«いたりfまるÁ)�
があるワイヤ、ひも、ghりi、¿きなÃjなど
もÀっておいてください。

できるかぎりklに%$してください。��をÄ
Åにぶつけたり、��のÆmをこすらないよう�
!してください。,uÇはcセンチ (�インチ)
Qねてください。

��q�、ステアリングホイールをÈnにbさ
ないでください。��はステアリングホイールの
qきにÉÊにËÌします。&07ÍxのopのO
P$Îはqけてください。

��のD�とブラシのµÏを;(してください。
ブラシのµÏを�½にすると�(の�)をrÐ
します。

¤を¯°しないように��のqきをa¼してく
ださい。

st)Ïが½い@Aはstを��し、�マニュア
ルの`%の	
ab を�1してください。

.�するたびに「Ñ6の�/()��」
をÒÓしてください (�マニュアルの「��の
�/()」�1)。

Ômでは、��をゆっくり%$してください。�
りÕではブレーキペダルを.�し、��のD�を
GHしてください。(DでSTしている@Aは、
ブレーキを6んでから��が��するまで7>が
かかります。Ômは�るよりもuるOPで,uし
てください。

��のために: 	
を��するとき、+,や-り

やすい�!ではゆっくり.んでください。

��|�が43℃�Aの8Pで��を��しないで

ください。

��|�が¯6�0 ��の8Pで���CをB

�しないでください。

*¤なVW-をB�し��を°���すると、よ

り½い|�でも��の��が|Cになります。 

 !のために：

��が14%�Aの��での��のB�、または�

�が17%の��での��（GVWR）は/けてくださ

い。



��

22 S30 9004090 Diesel  (6-2013)

�� (S30)

 �について:オペレーターマニュアルをんで

��を��するまでは、��を��しないでく

ださい。

1. ��をsqしてください。

2. ホッパーをÖCに�げてください。

3.  バキュームファンスイッチ を�ず2q/オ
ン��にしてください。

4.  ホッパードアスイッチ を�ず�の2qの
��にしてください。

5. エンジンb$cをR£してください。
�Eの,uには�>D�を、Fいごみの,u
には(Dを.�してください。

6. ブラシを�げてください。

$:ブラシがT:し、ホッパードアがdき、
バキュームファンがオンになります。

7. パーキングブレーキを9:し、 ��ペダル
を6むと、,uがsまります。

��のために: 	
を��するとき、+,や-り

やすい�!ではゆっくり.んでください。

$:-./に0っている12や34りを56する
ときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、56している7にダストフ
ィルターが0ることを8ぐことができます。
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8. ,uを��するときは、 ブレーキペダル
6めば��は��します。

9. ブラシを�げてください。

10.フィルターシェーカースイッチを�し、
ホッパーフィルターシェーカーをvqさせて
ください。L30K>qします。

11.,u×Z§7または��にÌじて、
ホッパーを-にしてください。�マニュアル
のホッパーをeにするの��1。

�� (S30 XPとX4)

 �について:オペレーターマニュアルをんで

��を��するまでは、��を��しないでくだ

さい。

1. ��をsqしてください。

$:56をするfにスイープモード/ghがghし
てあるかijしてください。

2. 1-STEPスイープボタンを�してください。
プリセット,u�)がすべてオンになります。
ボタンの�のライトが�'します。

$:エンジンアイドルスピードがklし、ブラシ
がT:し、ホッパードアがdき、バキュームファ
ンがオンになります。mIにnじて、エンジンア
イドルスピードをopしてください。

3. パーキングブレーキを9:し、��ペダル
を6むと、,uがsまります。

��のために: 	
を��するとき、+,や-り

やすい�!ではゆっくり.んでください。

$:-./に0っている12や34りを56する
ときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、56している7にホ
ッパーダストフィルターが0ることを8ぐこと
ができます。

4. ,uを��するときは、 ブレーキペダ
ル6めば��は��します。

5. 1-STEPスイープボタンを�してください。
ボタンの�のライトがHえます。プリセット
,u�)がすべてオフになり、2qフィルタ
ーシェーカーがL30K>qします。

6. シフトZ§ごとか��にÌじて、ホッパーを
-にしてください。�マニュアルのホッパー
をeにするの��1。
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ホッパーを�にする

1. ��をごみ�き@またはごみØIまでゆっく
り%$してください。

2. ,u�)をすべて��してください。

3. ホッパーklスイッチか ボタン
を�しIけ、ホッパーを�げてください。

S30 S30 XPとX4

��のために：	
を��するとき、/ず01な

23を45してからホッパーを6げてください。

	
が+,6にあるときにホッパーを6げないで

ください。

$:ホッパーをkげるためにmIなqrstuは2
500mm (98in) です。$vしてください。

4. ごみØIまで��をゆっくり%$してく
ださい。

��のために: 	
を78させるときは��に9

:してください。ホッパーが6がっているときは

、9:して	
を;<してください。

5. ホッパーをごみØIの�まで�げ、
Ùがwたないようにしてください。

$:`%がごみwxにぶつかり]^しない
よう$vしてください。

6. ホッパードアを3き、ホッパーを-にしてく
ださい。

S30 S30 XPとX4

7. S30:
ホッパードアスイッチを2q��に�れ、
ホッパードアを4めてください。

S30 XPとX4:ホッパードアクローズボタン
を�し、ホッパードアを4めてください。

S30 S30 XPとX4

8. ホッパーを�げ、ごみØIの�から"#にe
してください。

9. ��をごみ�き@またはごみØIからゆっく
り5xさせてください。
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10.ホッパーyzスイッチか ボタン
を�しIけ、ホッパーをÖCに�げて
ください。

S30 S30 XPとX4

ホッパーサポートバーをかみoわせる

ホッパーサポートバーは�Úしたホッパーがy�
するのをzぎます。ホッパーを�Ú��にa¼す
るときは、�ずホッパーサポートバーを.�して
ください。

1. パーキングブレーキを»けてください。

2. ��をsqしてください。

3. ホッパーをÖCに�げてください。

S30 S30 XPとX4

Lt:リフトアームが�むn�ホッパーリ
フトアームの���に�らないでください

。

��のために: 	
を��するとき、/ず01な
23を45してからホッパーを6げてください。

	
が+,6にあるときにホッパーを6げないで

ください。

4. サポートバーを{ろし、ホッパーサポートク
リップに�れてください。

Lt:Tげたホッパーは�Uすることが

あります。ホッパーサポートバーがかみo
うようにしてください。

5. ホッパーを�げ、ホッパーサポートバーをブ
ラケットの�に�げてください。

6. ��の*+スイッチをÛってください。
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ホッパーサポートバーを�す

1. ��をsqしてください。

2. ホッパーをÖCに�げてください。

S30 S30 XPとX4

3. パーキングブレーキを»けてください。

4. ホッパーサポートバーを�げ、Ü!クリップ
に�れてください。

5. ホッパーをÖCに�げてください。

Lt:リフトアームが�むn�ホッパーリ
フトアームの���に�らないでく

ださい。
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ディスプレイモジュール[\インジケーター
(S30) 

y.がr|すると、	
インジケーターライト
が�'します。これらのインジケーターが�'し
たらすぐに��を��し、Ý}を9Hして
ください。

��の�を�1し、y.のÞßとàáâ�を0&
してください。

2

3

1

4 5

78

6

[\インジケーター  ¡ ¢C

1: ´_ (~) エンジン²³´が�すぎて��を
BCに%$できません。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

2: ã*�� (���) オルタネーターがバッテリーをã
*しません。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

3: �/() (���) ä.� ä.�

4:  [レベル (~)  [レベルが½�しています  [タンクを��/åÎしてく
ださい。

5: エンジンオイルµ (~) ^µが�0qµより½くなって
います。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

6: パーキングブレーキ
(���)

ä.� ä.�

7: ダストフィルターの�まり
(���)

ダストフィルターが�まっ
ています。

フィルターシェーカーをvqして
ください。

8: ホッパーフィルター (~) ホッパー�でr�しています。 ��を��してください。
�をHしてください。
��にÌじて、&07æ*#をç
んでください。
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[\インジケーター (S30XPとX4)

��は~�のインジケーターライトとLCD
(�èディスプレイ)
の2MNの��インジケーターを)えています。

~�のインジケーターライトはy.がr|すると
��しIけます。

LCDはy.コードを��します。y.が2MNÍ�
あると、それぞれのy.をåéに��します。

また、すべてのy.がÁ�アラームを�らし、
にy.のr|を�らせます。

��の�を�1し、y.のÞßとàáâ�を0&
してください。

[\コード
(LCDに_`)

 ¡ £¤ ¢C

F3:CLOGGED
HYD FILTER

q^フィルターが�
まっています。

- ��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F4:SHAKER
FILTER

ホッパーダストフィル
ターが�まっています
。

- フィルターシェーカーをvqし、
ホッパーダストフィルターの�ま
りを:いてください。

F5:HOPPER
FIRE

ホッパー�でr�して
います。

,u�)をZ§し、ホッ
パードアを4めてく
ださい。

��を��してください。
�をHしてください。
��にÌじて、&07æ*#をç
んでください。

F6:ALTERNATO
R

オルタネーターがã*
しません

- *�のサービス�"�に�fして
ください。

F7:LOW OIL
PRESS

エンジンオイルµが½
�しています。

エンジンを��してくだ
さい。

*�のサービス�"�に�fして
ください。

F8:HIGH ENG
TEMP

エンジン_�が(くな
っています。

エンジンを��してくだ
さい。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F9:HIGH HYD
TEMP

q^_�が(くなっ
ています。

1-Stepスイープ�)をキ
ャンセルしてください。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F10:LOW FUEL  [がêなくなってき
ました。

-  [タンク (ガソリン)
を��してください。
 [タンク (LPG)
をåÎしてください。

F18:HOPPER
UP

ホッパーが�がってい
ます。

,u�)をZ§してくだ
さい。

ホッパーをÖCに�げてく
ださい。

F20:UP KEY
ERR

ホッパー�Úボタンの
y.

すべてのパネル�がで
きなくなります。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F21:DN KEY
ERR

ホッパー{�ボタンの
y.

すべてのパネル�がで
きなくなります。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F22:OPN KEY
ERR

ホッパードアオープン
ボタンのy.

すべてのパネル�がで
きなくなります。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F23:CL KEY
ERR

ホッパードアクローズ
ボタンのy.

すべてのパネル�がで
きなくなります。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

F24:SEAT
SWITCH
(オプション)

エンジンが�qしパー
キングブレーキが»か
っていない[¨でが�
ºしていない。

エンジンが��します。 パーキングブレーキを»けてから
��をeれてください。
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ダッシュボードの[\インジケーター

y.がr|すると、ダッシュボード	
インジケ
ーター が�'します。 これらのインジケー
ターが�'したらすぐに��を��し、
Ý}を9Hしてください。

��の�を�1し、y.のÞßとàáâ�を0&
してください。

1

2

3

4

5

6

LMN  ¡ ¢C

1: ブラシのíD ブラシのどれかがíDして
います。

��を��し、ブラシのqをî
げているものを¬り:いて
ください。

2: q^フィルター q^フィルターが�まって
います。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

3: q^_� ^µcdが�すぎて��をBCに
%$できません。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。

4: ������ ä.� ä.�

5: グロープラグ-ï� イグニッションスイッチをï��
�にAわせると�'します。

エンジンがsqすると
7にH
えます。

6: エンジン�/ ��%$�に、エンジンコントロ
ール��がy.を/ðしました。

��を��してください。
*�のサービス�"�に�fして
ください。
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オプション

ワンド (オプション)

バキュームワンドを.�すると、��のブラシで
はñかないごみもXめることができます。Ćブロ
ワワンドを.�すると、��のブラシではñかな
い@�のごみも:òできます。Ć

Lt:#[が¥¦することもあります。

78§はバキュームワンドやブロワワンド
を��しないでください。

1. ブラシを�げてください。

2. ��を��し、エンジンをオフにして
ください。

��のために：	
から�れる�または���

�を�う�は、	
を� な�!に"め、パー

キングブレーキを&けて'(を)り、キーを*い

てください。

3. ホースアセンブリーにワンドをfり�けます

。

,：

バキュームワンドとブロワーワンドは、¡じホー

スアセンブリーをB�します。

4. バキュームワンドホースをホッパーの�にあ

るバキュームワンドドアの�にfり�けてく

ださい。

バキュームワンドを��する�に、ホッパー

ドアがAまっていることを8�してください

。

5. ブロワーワンドホースを��の¾´にあるブ

ロワーワンドドアの�にfり�けてください

。

ブロワーワンドを��する�に、ホッパード

アが@いていることを8�してください。

6. ��をsqしてください。

Lt:��はuvガスをwxします。yz
な{|E}~や��を�き�こすことがあ

ります。��を��に�ってください。

w�ガス��については、����にお�
oせください。エンジンはfに��にR�
しておいてください。

7. S30: ワンドスイッチを�してバキュー
ムファンをsqしてください。エンジン
を(Dに�&してください。

S30 XPとX4:
バキュームファンボタンを�してバキューム
ファンをsqしてください。エンジンは2q
に(Dに�&されます。

S30 S30 XPとX4

8. ��にÌじて、óôを,uしてください。
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9. S30: ワンドスイッチを�してバキュー
ムファンを��してください。エンジンをア
イドルスピードに�&してください。

S30 XPとX4:バキュームファンボタン
を{すと、バキュームファンは|まります。
エンジンをアイドルスピードにghして
ください。

10.��の*+スイッチをÛってください。

11.ワンドを��からxし、Ü!@�に�して
ください。

ヒーター/ (オプション)

ヒーター/をオンにするには、ヒーター/スイッチ
を.�してください。

�の��:

�>の��:オフ

�の��:ヒーター

キャブの¾õ_�をGHするには、~Eノブ
を.�してください。の_�をGHするには、
ファンノブ を.�してください。

ファンD�をGHするには、ファンノブ
を.�してください。このノブはヒーターとの
öOに�)します。

ガラスワイパー(オプション)

ガラスのワイパーD�をオンにしたり;(す
るには、ガラスワイパースイッチを.�して
ください。

�の��:(

�>の��:½

�の��:オフ

キャブライトスイッチ (オプション)

キャブライトを�するには、キャブライトスイ
ッチを�してください。
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タワーバンパー (オプション)

タワーバンパーは��が5xして.÷�に*たっ
たとき、リヤエンジンカバーに¯°をøえないよ
うにÜ�します。タワーバンパーを3けてから、
リヤエンジンシュラウドを3けてください。

バンパーの3けO:

1. ブラケットとバンパーからピンをúきûいて
ください。

2. バンパーを3いてください。

3. ��を%$するtに、タワーバンパーを4め
て©&してください。

OPª`スイッチ (オプション)

übOPを�すには、����スイッチ
を.�してください。üb5、スイッチを�qで
オフ��に�してください。スイッチをúきðす
とフラッシャーがvqします。

06745
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��の[\«¬

Ý} Þß ý�

·が±ちBぎる ブラシスカートおよびダストシー
ルのª«、Qx、�9¿�

ブラシスカートまたはダストシー
ルを�	するか�9してください
。

ダストフィルターのCまり ダストフィルターをふるうか�	
してください。

サイクロンの§れ/²Cまり Cまったサイクロンを�?してく
ださい。

バキュームホースのQx バキュームホースを�	してくだ
さい。

バキュームファンシールのQx バキュームファンシールを�	し
てください。

バキュームファンの\D サーモセントリーのワイヤが��
されていることを8�してくださ
い。

Àbのサービス�N�に�Sして
ください。

サーモセントリーのVW サーモセントリーをYやしてくだ

さい。

,u)Ïの½� ブラシのþの\] ブラシをåÎしてください。

ブラシのµÏ�&がFすぎる ブラシのµÏを�げてください。

メインブラシの;(�� ブラシを;(してください。

メインブラシの�q�Eにごみが
�まっている

メインブラシの�q�Eからごみ
を¬り:いてください。

メインブラシやサイドブラシのド
ライブのy.

*�のサービス�"�に�fして
ください。

ホッパーが�� ホッパーを-にしてください。

ホッパーリップスカートの
\]か¯°

リップスカートをåÎして
ください。

ブラシが�AÛ ブラシについてを�1するか、
*�のサービス�"�に�fして
ください。

エンジンb$cの�&が�� エンジンb$cをA�に�&して
ください。

,u�)がオンにならない ホッパーが�がっている ホッパーをÖCに�げて
ください。

ホッパー�でr� ��の*+スイッチをÛって
ください。�をHしてください。
��にÌじて、&07æ*#に�
fしてください。

S30 XPとX4:q^が�すぎる *�のサービス�"�に�fして
ください。
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メンテナンス

1

2 3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

メンテナンス+

��の+には、�V�の��がF"されていま

す。

O＝オペレーター

T＝>?を@けたA

BC
DE
A

Á�
.T 67P 67Ds

³�Â/
uÃ�

679
�P

´µ O 1 エンジン オイル�の67 EO 1

タンクのYZ�レベルの6
7

WG 1

エアーフィルターインジケ
ーターの67

- 1

O 2 VW-タンク ��の67 HYDO 1

O 3 ダストフィルター ��（ふるいWす） - 1

O 4 メインブラシÄスカー
ト

Qx、ª«の67、
�9

- すべて

O 5 ホッパースカート Qx、ª«の67、
�9

- すべて
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��の+には、�V�の��がF"されていま

す。

O＝オペレーター

T＝>?を@けたA

BC
DE
A

Á�
.T 67P 67Ds

³�Â/u
Ã�

679
�P

´µ O 6 メインブラシ Qx、ª«の67 - 1

O 7 サイドブラシ Qx、ª«の67 - 1

50dV
¶2´

O 6 メインブラシ ¾Åのブラシの�れ·え - 1

T 6 メインブラシ ブラシパターンの8�、&
'に�じた�9

- 1

T 8 リヤホイール ホイールナットを��トル
クでz�け(��FGから50
HIJ37のみ)

- 1

T 9 バッテリー バッテリーターミナル��
、z�け(��FGから50H
IJ37のみ)

- 1

T 1 エンジン ベルトのÆり*の67 - 1

T 1 12タンク Qxやª«の67、R}が
ない8*クランプバンドの
zめ�け

- 1

100dV
¶2´

T 1 エンジン オイルとフィルターの�	 EO 1

T 3 ダストフィルター Qxの67、��または�
	

- 1

T 16 サイクロン /
フィルターハウジング

�� - すべて

T 16 サイクロンシール Qxやª«の67 - すべて

T 10 ラジエーター コアの�� - 1

T 2 オイルクーラー コアの�� HYDO 1

O 8 リヤタイヤ �%Xの67 - 1

O - シール Qxやª«の67 - すべて

200dV
¶2´

T 10 ラジエーターのホース
とクランプ

z�け*やª«の67 - すべて

T 11 ブレーキペダル �9KLの67 - 1

T 12 リヤホイールサポート
ベアリング（S30とS30
XP）

,- SPL 2

,：

Tennant'(プレミアムVW-をB�したことがない�¸は、800¶2´にD�の（ *）VW-、フィルタ

ー、サクションストレーナーに�	してください。(「VW-」の�Á�)。

³�-/uÃ�

EO 10W-30、10W-40、または15W-40エンジンオイル、APIディーゼルHECF�A。..

HYDO Tennant'(プレミアムVW-または¡¹�

WG �またはエチレングリコール¿É�、-34℃..

SPL ¦º³�Â、Lubriplate EMBグリース（Tennantパーツ.T01433-1）....

 

,：·のひどいPでは、679�の2Fを»¼する&'があります。
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��の+には、�V�の��がF"されています。

O＝オペレーター

T＝>?を@けたA

BC
DE
A

Á�
.T 67P 67Ds

³�Â/u
Ã�

679
�P

200dV
¶2´

T 12 ステアリングシリンダ
ーベアリング（S30とS3
0 XP）（シリアル.T
000000-006766）

,- SPL 1

T 12 ステアリングスピンド
ル（S30 X4）

,- SPL 2

T 12 ステアリングロッド（S
30 X4）

,- SPL 1

T 13 ホッパーリフトアーム
ベアリング

,- SPL 2

T 14 サイドブラシガード 90�� - 1

400dV
¶2´

T 1 エンジン 12フィルターの�	 - 1

T 15 フロントホイール ベアリングの�9とifり
�け

SPL 2

800dV
¶2´

T 2 VW-タンク フィラーキャップの�	 - 1

T - -Xホース Qxやª«の67 - すべて

T 10 YZ/0 �� WG 1

T 8 �;モーター シャフトナットのzめ�け - 1

T 8 リヤホイール ホイールナットのz�け - 1

T 9 バッテリー バッテリーターミナルの�
�、z�け

- 1

1200d
V¶2
´

T 2 VW-フィルター *
フィルターエレメントの�
	

- すべて

2400d
V¶2
´

T 2 VW-タンク *
サクションストレーナーの
�	

- 1

*VW-の�	 HYDO 1

,：

Tennant'(プレミアムVW-をB�したことがない�¸は、800¶2´にD�の（ *）VW-、フィルタ

ー、サクションストレーナーに�	してください。(「VW-」の�Á�)。

³�-/uÃ�

EO 10W-30、10W-40、または15W-40エンジンオイル、APIディーゼルHECF�A。..

HYDO Tennant'(プレミアムVW-または¡¹�

WG �またはエチレングリコール¿É�、-34℃..

SPL ¦º³�Â、Lubriplate EMBグリース（Tennantパーツ.T01433-1）....

 

,：·のひどいPでは、679�の2Fを»¼する&'があります。
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,-

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

エンジンオイル

エンジンオイル�は´µ8�してください。100

dV¶2´に、オイルとオイルフィルターを�	

してください。

エンジンオイルはオイルゲージのインジケーター

マークの2になるまでuÃしてください。インジ

ケーターマークの�A�をGえてuÃしないでく

ださい。

エンジンオイルのs�はオイルフィルターを;め

て6リットルです。

リヤホイールサポート（S30とS30 XP）

200dV¶2´に、リヤホイールサポートベアリ

ングに,-してください。

ステアリングシリンダーベアリング

（S30とS30 XP）

（シリアル.T 000000-006766）

200dV¶2´に、ステアリングシリンダーに,

-してください。

ホッパーリフトアームベアリング

200dV¶2´に、ホッパーリフトアームベアリ

ングに,-してください。
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ステアリングロッドエンド（S30 X4）

200dV¶2½W´に、ステアリングロッドエン

ドおよびスピンドルに,-してください。

ステアリングスピンドル（S30 X4）

200dV¶2´に、ステアリングに,-してくだ

さい。

フロントホイールベアリング

400dV¶2´に、フロントホイールベアリング

をfり�け¾して�9してください。
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VW-

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

´µ、B�|�でVW-レベルを8�してくださ

い。VW-レベルを8�するとき、ホッパーは<

ろしておくこと。

フィラーキャップは、VW-タンクのA�にあり

ます。

フィラーキャップには、ブリーザーとオイルゲー

ジが¿み=まれています。

800dV¶2´に、フィラーキャップを�	して

ください。

キャップをタンクにf�ける�に、フィラーキャ

ップガスケットにVW-をÀくÌÍしてください

。

,(！VW-タンクがÁれるほどuÃしたり、タ

ンクのVW-�が½いKLで��を��しないで

ください。��の-X34がQxする8*があり

ます。

2400dV¶2´にVW-タンクを�にし、�しい

Tennant'(プレミアムVW-をv-してくださ

い。

Tennant'(プレミアムVW-をすでにÃÎして

いる8*は、VW-ラベルにIÂの6（¾のÏÃ

Á�）が�きます。

�w：やけどするz�があります。+�が

Zくなっています。[れないでください。

Tennant'(VW- ��のVW-

,：  Tennant'(

プレミアムVW-または¡¹�をB�したことが

ない�¸は、800¶2´にD�のVW-、フィル

ター、サクションストレーナーに�	してくださ

い。

タンクには、VW-のごみをfり?くためのスト

レーナーがfり�けられています。2400dV¶2

´に、ストレーナーを�	してください。

1200dV¶2´、またはタンクのVW-がÄ32

のとき、VW-タンク�がJ/Kゾーンに�って

いる8*は、VW-フィルターを�	してくださ

い。
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VW-

��|�のLいにより、¢の3*EのVW-をB

�できます。

Tennant'(プレミアム
VW-（ÑÒÓ6）

パーツ
KL

MN ISOOPグ
レードの
OPQR
（VI）

BUVPのW
U

1057710 3.8リッ
トル

 

ISO 100

VI
126�A

19℃

�A

1057711 19リット
ル

 

1069019 3.8リッ
トル

ISO 68

VI
155�A

7～43℃

 

1069020 19リット
ル

1057707 3.8リッ
トル

 

ISO 32

VI
163�A

16℃

��

1057708 19リット
ル

VW-を�	する8*は、N�したVW-のqA

がテナントbのVW-のqAと8¦に/Åするこ

とを8�してください。�·オイルは-X��の

ÆÇ\DのÔÕになることがあります。

,(！-X��は、D�³�のVW-にÖvして

います。-X34に§れやその
の§È��が�

ると、�C¿�、ÆÇª«、QxなどのÔÕにな

ります。

-Xホース

800dV¶2´に、-Xホースのª«やQxを6

7してください。

 !のために：��の679�を;うときは、¨

�をB�しXtを�けているVW-のtれを�つ

けてください。

O}に×さいÉから-XのVW-がtれていても

Êど²に�えないため、ËÌをすることがありま

す。

00002

tれをM�した8*は、*¤なÍÀ�に�Sして

ください。

,(：TENNANT�の-XホースまたはそれにcÀ

する�gの-XホースのみをB�してください。
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エンジン

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

YZ/0

 !のために：��を679�するときは、Zく

なっているエンジンYZ�に[れないでください

。エンジンがZい2ラジエーターからキャップを

fりEさないでください。エンジンをYやしてく

ださい。

タンクDのYZ�レベルは、´µ67してくださ

い。エンジンがYえている¶のYZ�のレベルは

、インジケーターマークの2でなければなりませ

ん。

 !のために：��を679�するときは、エン

ジンがZい2ラジエーターからキャップをfりE

さないでください。エンジンをYやしてください

。

�/YZ�のÎ*に3するP£は、クーラントの

メーカーにおØい*わせください。

800dV¶2´に、ラジエーターとYZ/0を�

�してください。

エンジンのオーバーヒートを;aするために、Y

Z34にはGHな�のYZ�が!れている&'が

あります。YZ/0にÃÎするときは、ドレンコ

ックを@き/0からエアを5きます。

200dV¶2´に、ラジエーターのホースとクラ

ンプを67してください。¡んだクランプをzめ

�けてください。Qxしたホースやクランプを�

	してください。
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100dV¶2´に、ラジエーターコアとのフィン

の§れを67してください。	}のエアフローと

はQの��から、グリルやラジエーターフィンに

½Xのエアまたは�を�り、すべてのn�を��

してください。��するときにYZフィンをÏげ

ないように,(してください。フィンにn�がこ

びりつかないようにGHに��してください。ラ

ジエーターがÙれないように、ラジエーターとオ

イルクーラーのフィンをYやしてから��してく

ださい。

エアーフィルターインジケーター

インジケーターを´µ67してください。インジ

ケーターのKいÐは、エアーフィルターエレメン

トの§れのKLに�じて�Wします。KいÐが5k

Pa（20in H2O）にRし、SERVICE WHEN

REDウィンドウ!�がKÂになるまでは、エアー

フィルターを�	しないでください。エアーイン

ジケーターのl8なÑ�ÚをÒるには、エンジン

がVWしている&'があります。

 !のために：679�の¶は、|W��に�[

しないようにしてください。

ゆったりした�やアクセサリーは��せず、5が

6い8*はまとめてください。
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エアーフィルター

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

エンジンエアーフィルターハウジングは、¾シュ

ラウドドアのD´のエンジンÄの��にあります

。

エアーフィルターインジケーターがÛ%34の)

qをEした8*、またはフィルターエレメントが

Qxした8*、エアーフィルターエレメントを�

	してください。「エアーフィルターインジケー

ター」をÁ�してください。

エアーフィルターエレメントをfりEします。エ

ンドキャップとハウジングD�をウエスで,(Ó

く��してください。ハウジングシーリング�を

��します。

/¢フィルターの3�²の�	¶に、セーフティ

ーフィルターエレメントも�	してください。エ

アフローがCまっていない)り、セーフティーフ

ィルターエレメントをハウジングからfりEさな

いでください。

エアーフィルターハウジングにフィルターエレメ

ントをfり�け、ドレンが��きになるようにダ

ストキャップをfり�けます。

エアーフィルターエレメントをÜの�0にÔした

=、インジケーターのÕのリセットボタンを>し

て、エアーフィルターインジケーターをリセット

してください。
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12フィルター

800dV¶2に、12フィルターを�	してくだ

さい。

 !のために：��を679�するときは、12

34の§v�#に�やwxを�づけないでくださ

い。�#の	%を�くしてください。

12ライン

50dV¶2´に、12ラインを67してください

。クランプバンドが¡んでいる8*は、バンドの

ネジに,-しバンドをしっかりzめ�けてくださ

い。

ゴムの12パイプは、エンジンのB�S�にかか

わらずÞßします。2à´に12ラインとクラン

プバンドを�	してください。

 !のために：��を679�するときは、12

34の§v�#に�やwxを�づけないでくださ

い。�#の	%を�くしてください。

2à�Dでも12ラインとクランプバンドのª«

やQxが�つかった8*は、áâに�	または©

Nしてください。12ラインの�	=は1234

のエアー5きをしてください。「1234のエア

ー5き」をÁ�してください。12パイプをfり

Eしている2は�ÖなÍまたは�でFÕに×をし

、パイプDにゴミが�らないようにしてください

。パイプDにゴミがあると、12インジェクショ

ンポンプが\Dする8*があります。
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1234のエアー5き

/��なディーゼル1234は、12ラインや1

2��にエアーがØらないように�9する&'が

あります。	}、この�9は12を�=までBい

¤ってしまった8*、12フィルターエレメント

の�	=、1234��の©N=に&'になりま

す。12DにエアーがØっていると、エンジンの

ä�な��がåげられます。

ただし、��の1234はÙW�9æです。

インジェクターA�のリターンラインから�%を

Tすことができます。

エンジンベルト

50dV¶2´に、ベルトのÆtを67してくださ

い。ベルトのÆtは&'に�じて�9してくださ

い。

*lなベルトのÆtは、ベルトの/.6い´の{

2�0に4～5kgのtをçえたときに13mmÚ�たわ

むKLです。

�w：ベルトとファンがWいています。�

づかないでください。

バッテリー

B�@�から50dV¶2ÛB=、その=は800d

V¶2´に、バッテリーターミナル�を��し、

zめ�けてください。バッテリーからプラグをf

りEしたり、バッテリーに�をçえないよう,(

してください。

 !のために：��を679�するときは、バッ

テリー�に[れないでください。
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ヒューズとリレー

リレーパネルのヒューズとリレー

リレーパネルのカバーをfりEすと、ヒューズと

リレーをfりEせます。ヒューズ�	が&'な8

*は、&ず¡じアンペアのものと�	してくださ

い。リレーパネルのmき~しの{に15アンペアの

è�ヒューズがあります。

リレーパネルのヒューズとリレーの�0について

は、�FのJをÁ�してください。

ヒューズとo9されている�Uについては、�の

+をÁ�してください。

S30

ヒューズ YZ 5[されている\]

FU1 15A ホーン

FU2 15A キースイッチ、エンジン、�.

FU3 15A ��DE.、4��フラッシャー

FU4 15A è�ヒューズ�き、スイッチæB+

FU5 15A メインブラシバルブ、サイドブラ
シバルブ

FU6 15A ホッパーバルブ

FU7 15A =1ライトとアラーム

FU8 15A è�ヒューズ�きB+

FU9 15A シェーカー、バキュームファンバ
ルブ

FU10 25A スターターソレノイド

FU11 60A メインハーネスラインDのë �
ヒューズ

FU12 60A キャブ �（オプション）

FU13 40A ディーゼルグロープラグ（エンジ
ンハーネスD）

FU14 60A キャブ �（オプション）

S30 XPとX4

ヒューズ YZ 5[されている\]

FU1 15A ホーン

FU2 15A キースイッチ、エンジン、�.

FU3 15A ��DE.、4��フラッシャー
、シェーカー

FU4 15A コントロールボード

FU5 15 A メインブラシバルブ、サイドブラ
シバルブ

FU6 15A ホッパーバルブ、バキュームファ
ンバルブ

FU7 15 A =1ライトとアラーム

FU8 15A è�ヒューズ�きB+

FU9 15A è�ヒューズ�き、スイッチæB+

FU10 25A スターターソレノイド

FU11 60A メインハーネスラインDのë �
ヒューズ

FU12 60 A キャブ �（オプション）

FU13 40 A ディーゼルグロープラグ（エンジ
ンハーネスD）

FU14 60 A キャブ �（オプション）

,：ヒューズ�	が&'な8*は、&ず¡じアン

ペアのものと�	してください。
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リレーとìÜされている�Uについては、�の+

をÁ�してください。

S30

リレー YZ _`される\]

M1 12VDC、40A ホーン

M2 12VDC、40A uí1

M3 12VDC、40A シェーカー

M4 12VDC、40A メインブラシバルブ、サイ
ドブラシバルブ

M5 12VDC、70 A uí2

S30 XPとX4

リレー YZ _`される\]

M1 12VDC、40A ホーン

M2 12VDC、40A uí1

M3 12VDC、40A シェーカー

M4 12VDC、40A ÝB�

M5 12VDC、40A uí2

エンジンハーネスリレー

エンジンハーネスリレーは、エンジンルームDに

fり�けられています。

リレー YZ _`される\]

M9 12VDC、40A スターターソレノイド

M10 12VDC、40A アンチiスタート

M11 12VDC、40A 12ポンプ

M12 12VDC、40A グロープラグ

,：ヒューズ�	が&'な8*は、&ず¡じアン

ペアのものと�	してください。

キャブのヒューズ（キャブオプション）

キャブのヒューズはキャブD�のヒューズボック

スにあります。ヒューズカバーをfりEすと、ヒ

ューズをfりEせます。

ヒューズとìÜされている�Uについては、�の

+をÁ�してください。

ヒューズ YZ 5[されている\]

FU1 5A ライト

FU2 5A ワイパー

FU3 20A エアコンディショナー

FU4 2A ヒーター

,：ヒューズ�	が&'な8*は、&ず¡じアン

ペアのものと�	してください。
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ダストフィルターのfりEしと67（シリアル.

T 000000 - 006500）

��V�のÞ³¶および��からフィルターをf

りEす8*には、&ずフィルターシェーカーをV

Wさせてください。100dV¶2´に、フィルタ

ーを67し��してください。Qxしたダストフ

ィルターは�	してください。

,：·のひどいPでは、よりSßにフィルターを

��してください。

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

1. トップカバーとサイドシュラウドを@いてく

ださい。

2. フィルターシェーカーアセンブリをフィルタ

ーハウジングからfりEしてください。

3. ダストフィルターをフィルターハウジングか

らfりEしてください。

4. ダストフィルターエレメントを��する、ま

たは��します。「ダストフィルターの��

」をÁ�してください。

5. ダストフィルターをフィルターハウジングに

à�し、fりEした��をfり�けてくださ

い。

6. サイドシュラウドとトップカバーをAじてく

ださい。
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ダストフィルターのfりEしと67（シリアル.

T 006501 -           ）

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

��V�のÞ³¶および��からフィルターをf

りEす8*には、&ずフィルターシェーカーをV

Wさせてください。100dV¶2´に、フィルタ

ーを67し��してください。Qxしたダストフ

ィルターは�	してください。

,：·のひどいPでは、よりSßにフィルターを

��してください。

1. ホッパーカバーの�めVをEし@きます。@

いたホッパーカバーをサポートバーで�えま

す。

2. ダストフィルターカバーをfりEします。

3. ダストフィルターをホッパーからfりEしま

す。

4. ダストフィルターエレメントを��する、ま

たは��します。「ダストフィルターの��

」をÁ�してください。

5. ダストフィルタートレーにある�やゴミを�

�します。

6. ダストフィルターをi�fり�けます。

7. ダストフィルターカバーをi�fり�けます

。

8. ホッパーカバーをAじます。
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ダストフィルターの��

¢のいずれかの�でダストフィルターを��し

てください。

シェーカーのVW-

フィルターシェーカースイッチを>してください

。

�くîく -

£らな�でフィルターを�くîいてください。フ

ィルターのbをcdしないよう9:してください

。フィルターの¬をQxすると、フィルターがl

しくïAされません。

X¼�%をB�する8*は、&ずo9�:を��

してください。エアーはフィルターの{áからE

に�けてðきかけてください。3mm�Aのノズル

をB�し、âñに550kPa�Aの�%XはB�しな

いでください。また、フィルターの50mm�Dにノ

ズルを�づけないでください。

サイクロンアセンブリーの��

（シリアル.T 006501 -          ）

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

100dV¶2´に、サイクロンとフィルターハウ

ジングを��してください。

サイクロンカバー67ポートを@き、サイクロン

カバーのn�やゴミをfり?きます。
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メインブラシ

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

´µ、ブラシのª«やQxを67してください。

メインブラシ、メインブラシのドライブハブ、メ

インブラシのアイドラーハブにSまったãくずや

ワイヤをfり?いてください。

50dV¶2´に¾Åのブラシを�れ·えることで

、ブラシのÑÒと��tを�µ)にmき~すこと

ができます。「メインブラシの%&とローテーシ

ョン」をÁ�してください。

��òIが½�した8*は、メインブラシを�	

してください。

メインブラシの�	とローテーション

1. ブラシヘッドをAげます。

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

2. Å´のメインブラシ67ドアを@きます。

3. �けVをEし、ブラシアイドラープレートを

fりEしてください。
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4. メインブラシをメインブラシÄからmき~し

ます。

5. メインブラシを�	する、またはブラシの�

きóえてください。

6. ブラシをブラシÄに�り=ませ、ドライブプ

ラグまで>し=みます。

7. ブラシアイドラープレートをfり�けます。

8. Å´にあるメインブラシドアをAめてくださ

い。

9. ブラシの�	=またはブラシの�きをóえて

fり�けた=に、&'に�じてブラシのパタ

ーンを8�し、�9してください。「メイン

ブラシパターンの+,」をÁ�してください

。
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メインブラシパターンの8�

1. �らかで£らなºにチョーク、またはそれに

Eôするマーキング�を します。

,：チョークなどを��できない8*は、ºのA

で2H2ブラシを��させてください。ºにブラ

シのWがØります。

2. チョークをまいた8Pでメインブラシを�げ

、��をWかさずに15äから20ä2その�0

でブラシを��させます。

3. ブラシをAげ、チョークをまいた8PのEに

��を�Wさせます。ブラシパターンは、ブ

ラシの!ての�H50～75mmgである&'があ

ります。「メインブラシの-の./」をÁ�

してください。

00582

4. ブラシパターンがテーパーになっている8*

は、�マニュアルの「メインブラシのテーパ

ーの./」の�をÁ�してください。

00601

メインブラシのテーパーの�9

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

1. シャフトベアリングブラケットfり�けボル

トを¡めます。

2. ブラケットをスロットDでA�させ、fり�

けボルトをzめ�けます。

3. メインブラシのパターンを8�し、&'に�

じて�9してください。メインブラシ�9ノ

ブのXをブラシアイドラープレートと¡じカ

ラーバンドに��してください。
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メインブラシのgの�9

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

1. メインブラシのåの6さをブラシアイドラー

プレートのカラーバンドとæYします。

2. メインブラシ�9ノブを¡め、Xをスライド

させてブラシアイドラープレートのカラーバ

ンドに*わせます。ノブをi�zめ�けます

。

3. パターンをi�8�します。&'に�じてi

�9してください。

サイドブラシ

´µ、サイドブラシのª«やQxを67してくだ

さい。サイドブラシやサイドブラシのドライブハ

ブにSまったãくずやワイヤをfり?いてくださ

い。

サイドブラシの�	

��òIが½�した8*は、ブラシを�	してく

ださい。

1. サイドブラシをAげてください。

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

2. サイドブラシの�めピンをfりEし、サイド

ブラシをfりEしてください。

,：ブラシをfり�けていない8*は、ドライブ

ハブをfりEして�しいブラシにfり�けてくだ

さい。

3. �しいサイドブラシをサイドブラシのドライ

ブシャフトにスライドさせ、�めピンをfり

�けてください。

4. サイドブラシのパターンを�9してください

。「サイドブラシのパターンの./」Á�。
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サイドブラシのパターンの�9

サイドブラシは、½W¶に10¶から4¶の2の�

0でºに[れている&'があります。

350327

S30:サイドブラシf�ノブを¾に�すとブラシパ

ターンがµきくなり、Åに�すと×さくなります

。

S30 XPとX4:

サイドブラシ./ノブをサイドブラシブラケット

にzめ�けるとブラシパターンが×さくなり、ノ

ブを¡めるとµきくなります。

サイドブラシガードのローテーションと�	

200dV¶2´に、サイドブラシガードを90��

させてください。4�すべてをB�した8*は、

ブラシガードを�	してください。
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スカートとフラップ

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

ホッパースカート

´µ、ホッパースカートのª«やQxを67して

ください。ホッパースカートがºに[れなくなっ

たら�	してください。

ブラシドアスカート

,：&ずリヤタイヤの�%を*lに�れてから、

スカートのZ2を67してください。

ブラシドアスカートはºから

3～6mm4れていることを8�してください。´µ

、スカートのª«やQxを67し、�9してくだ

さい。

,：ブラシドアスカートには、ºとのZ2を�9

できるスロットÉがあります。*¤に�9できる

よう、ドアをAじてください。

リヤスカート

,：&ずリヤタイヤの�%を*lに�れてから、

スカートのZ2を67してください。

リヤブラシスカートはºから

3～6mm4れていることを8�してください。´µ

、スカートのª«やQxを67し、�9してくだ

さい。

i:�フラップ

i:�フラップはÙW�9æです。´µ、フラッ

プのª«やQxを67してください。
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シール

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

ブラシドアシール

100dV¶2´に、ブラシドアシールのª«やQ

xを67してください。

ホッパーシール

100dV¶2´に、ホッパードアシールのª«や

Qxを67してください。

ホッパー67ドアシール

100dV¶2´に、ホッパー67ドアシールのª

«やQxを67してください。

フィルターチャンバシール

100dV¶2´に、フィルターチャンバシールの

ª«やQxを67してください。

（シリアル.T 000000 - 006500）

（シリアル.T 006501 -         ）
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サイクロンプレフィルターシール

100dV¶2´に、サイクロンプレフィルターシ

ールのª«やQxを67してください。

(シリアル.T 000000 - 006500)

(シリアル.T 006501 -         )

ダストリターンシール（シリアル.T 000000 -

006500）

100dV¶2´に、ダストリターンシールのª«

やQxを67してください。

ダストフィルターシール（シリアル.T 000000

- 006500）

100dV¶2´に、ダストフィルターシールのª

«やQxを67してください。

バキュームワンドドアシール（オプション）

100dV¶2´に、バキュームワンドドアシール

のª«やQxを67してください。
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サイクロンダストトレーシール

（シリアル.T 006501 -             ）

100dV¶2´に、サイクロンダストトレーシー

ルのª«、Qx、ゴミの¹�を67してください

。

,：シールの67や��のためにサイクロンアセ

ンブリーをfりEす&'はありません。

サイクロンパーマフィルター

（シリアル.T 006501 -         ）

&'に�じて、サイクロンパーマフィルターから

�いゴミ、çれたゴミ、µ�のゴミを��してく

ださい。100dV¶2´に、サイクロンパーマフ

ィルターのQxを67してください。

サイクロンカバーシール

（シリアル.T 006501 -         ）

100dV¶2´に、サイクロンカバーシールのª

«やQxを67してください。&'に�じて、サ

イクロンの·やゴミを��してください。

サイクロンカバー67ポートシール

（シリアル.T 006501 -         ） 

100dV¶2´に、サイクロンカバー67ポート

シールのª«やQxを67してください。&'に

�じて、シールの·やゴミを��してください。
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ホッパーダストフィルターカバーシール

（シリアル.T 006501 -             ） 

100dV¶2´に、ホッパーダストフィルターカ

バーシールのª«やQxを67してください。&

'に�じて、シールの·やゴミを��してくださ

い。

ブレーキとタイヤ

ブレーキ

200dV¶2´に、ブレーキの�9を8�してく

ださい。

ブレーキの�èを8�する8*、��ブレーキペ

ダルから、ペダルのWきにéêがある6までの[

4をÑ�します。

[4は、19～25mmである&'があります。&'に

�じてブレーキを�èします。

タイヤ

ëì/�のフロントタイヤはソリットタイヤです

。ëì/�のリヤタイヤは�%æです。

100dV¶2´に、リヤタイヤXを8�してくだ

さい。*lな�%Xは

790 + 35kPaです。

リヤホイール

B�@�=50¶2ÛB=、その=は800dV¶2

´に、JにEした\õでリヤホイールナットを12

2～149Nmで2�zめ�けてください。

2

3

4

1

5

�;モーター

800dV¶2´に、シャフトナットを508Nm（,-

¶）または644Nm（öí¶）でzめ�けてくださ

い。
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��の<m・=>し・��

��の<m・=>し

��が\Dした8*、��からも=�からも>す

ことができますが、<mは=�からしかできませ

んので,(してください。

��を�Wする8*、-X34をQxしないよう

に、バイパスバルブをB�してください。このバ

ルブをB�すると、23に5い78の9:は¶0

1.6kp�Dの0�で\D�を�Wできます。6[

4をまたは-0で��を�Wしないでください。

,(！��を6[4�Wしないでください。�;

/0にQxをmき�こすことがあります。

�;ポンプの÷�に]0したバイパスバルブを	

}の�0から90（ø(の��に）�してから、�

�を�Wしてください。��の�WがÞ³したら

、バイパスバルブを	}の�0にÔしてください

。

	}��¶は、バイパスバルブをB�しないこと

。

��の��

1. ブラシをAげてください。&'に�じて、ホ

ッパーを¸しAげタラップとのZ2をùげて

ください。

 !のために：

��をトラックまたはトレーラーに�"する8*

は、�"する�にごみホッパーを�にしてくださ

い。

2. ��のフロント�をトラックまたはトレーラ

ーの�み=み¬に]0してください。

 !のために：��をトラックまたはトレーラー

に�み<ろしする8*は、ウィンチをB�してく

ださい。�み=み�が�£でなく、±�から380m

m�Aの-さがある8*は、��を��しながら

トラックまたはトレーラーに�み<ろししないで

ください。

3. �み=み�が�£で、±�から380mm��で

ある8*は、��を��してトラックまたは

トレーラーに�"することができます。

4. ウィンチで��をトラックまたはトレーラー

に�"する8*は、��フロント�の¾Åの

�^にあるÉにウィンチ�のチェーンをfり

�けてください。
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5. ��はトラックまたはトレーラーのフロント

�にできるだけ�づけて]0してください。

6. パーキングブレーキを�け、�ホイールの=

ろにaめîを0き、��がWかないようにし

てください。

7. ブラシとホッパーを�げてください（ホッパ

ーをあげている8*）。

8. ��フロント�の¾Åの�^にあるÉとリヤ

タイヤの=ろにあるリヤジャッキングブラケ

ットのÉに、���ロープをfり�けてくだ

さい。

9. ��のúñ´に���のïひもをðし、トレ

ーラーまたはトラックのºのブラケットに�

めてください。���ロープをzめ�けてく

ださい。

,：

トレーラーまたはトラックのºに���ブラケッ

トをfり�ける&'がある8*もあります。

 !のために：��をトラックまたはトレーラー

から<ろすときは、ウィンチをB�してください

。�み=み�が�£でなく、±�から380mm�A

の-さがある8*は、

��を��しながらトラックまたはトレーラーか

ら<ろさないでください。

10.�み=み�が�£で、±�から380mm��であ

る8*は、��を��しながらトラックまた

はトレーラーから<ろすことができます。
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��のジャッキアップ

ホッパーを�にし、��をジャッキで�ちAげて

ください。D�された8Pで��をジャッキで�

ちAげてください。��の��を�えられるホイ

ストまたはジャッキをB�してください。ジャッ

キスタンドをB�して��を�えてください。

 !のために：��から4れる8*または679

�を;う8*は、��を�£な8Pにaめ、パー

キングブレーキを�けて �を¤り、キーを5い

てください。

 !のために：��を679�するときは、��

のタイヤを7�めでaめてからジャッキで�ちA

げてください。��の��を�えられるホイスト

またはジャッキをB�してください。��はD�

の8Pでのみジャッキで�ちAげてください。�

�をジャッキスタンドで�えてください。

リヤのジャッキ8Pは��F´のリヤタイヤのす

ぐ=ろにあります。

フロントのジャッキ�0は、フロントタイヤのす

ぐ�のフレームにあります。

o?@p

��を6Ç2o?する8*は、��に,(してく

ださい。

1. ��はñしいöíした8Pに0いてください

。��に_や`がかからないよう,(してく

ださい。CDでo?してください。

2. バッテリーはfりEしておく、または3ヶò

´にÃ してください。
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qA

��のrとs�

�² r/s�

!6 2360mm

!- 1475mm

!-（ヘッドガード�き） 2095mm

!g/フレーム 1590mm

ホイールベース 1226mm

トレッド 1426mm

��g（サイドブラシTり） 1590mm

��g（FサイドブラシTり） 2030mm

メインブラシ¾ü 356mm

サイドブラシ¾ü 660mm

ごみホッパーs�s�（プラスチックとスチール） 395リットル

ごみホッパー��s�（プラスチック） 490kg

ごみホッパー��s�（スチール） 545kg

ダンプ-（|ó） 1525mm

�×ýþダンプ- 2500mm

��-（�） 1595Kg

GVWR 2585Kg

��±A- 100mm

o9¹ó IPX3

IEC 60335-2-72にìôしてõ�されたöÚ Ñ�Ú

aXレベルLpA 83 dB (A)

aXの¿8�B KpA 3 dB (A)

a$~tレベルLWA＋¿8�BKWA 100 dB (A)

÷W - �からø <2.5 m/s2

÷W - !( <0.5 m/s2

��のBC

�² Ñ�Ú

	U���×g（S30とS30 XP） 2870mm

	U���×g（S30 X4） 5000mm

�.�;0�（�-）（S30とS30 XP） 13.0Km/h

�.�;0�（�-）（S30 X4） 24.0Km/h

=.�;0�（�-）（S30とS30 XP）（S30 X4） 5.0Km/h

®�み¶のù��µ��（ホッパー：�）（S30とS30 XP） 25%

®�み¶のù��µ��（ホッパー：�）（S30 X4） 16%

��¶のù��µ��（S30とS30 XP）（S30 X4） 14%

��¶のù��µ��（GVWR）（S30とS30 XP） 17%

��¶のù��µ��（GVWR）（S30 X4） 10.5%
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Wt

エンジン  タイプ イグニッショ
ン

サイク
ル

Û% シリンダ
ー

ボア ストロー
ク

クボタV1505-B ピスト
ン

ディーゼル  4 Ùú 4 78mm（3.
07 in）

78.4mm（3
.09 in）

V%� テナント��~t SAE J1995
によるû2ü~t

1500cc（91.4cu in） 18.5kw（24.8hp） @ 2300rpm 18.5kw（24.8hp） @
2300rpm

12 YZ/0  %34

ディーゼル
12タンク：

42リットル（11.2
gal）½ýJ12の;T
�は500ppmÝþ

*
�µ5%のバイオディーゼ
ル

�/エチレングリコール
¿É�

I�12V

*�: 7.5リットル（2 gal） 75Aのオルタネーター

ラジエーター:

3.8リットル（1 gal）

アイドル0�、�c® （-0）��0�、c®あり エンジンオイル（フィ
ルターなし）

1350 +50rpm 2000 +50rpm
2400 +50rpm

6リットル（6.35
qt）APIディーゼルH
ECF�A

-Xシステム

システム s� ISO��グレードの��Dö ��|�のY�

VW-タンク 38リットル（10 gal） ISO 100 VI 126�A 19℃�A

VW-û� 45リットル（12 gal） ISO 68 VI 155�A 7～43℃

ISO 32 VI 163�A 16℃��

ステアリング

タイプ Wt

リヤホイール、-Xシリンダー -Xアクセサリーポンプ

ブレーキシステム

タイプ dV

サービスブレーキ �¸æドラムブレーキ（2）、フロントホイールÀ
たり1つ、ケーブルVWæ

パーキングブレーキ }�ブレーキを��、ケーブルVWæ

タイヤ

8P タイプ サイズ

フロント（2） ソリッド 127 mm x 535 mm

リヤ（1）（S30とS30 XP） �%æ 115mm x 470mm

リヤ（2）（S30 X4） フォームフィールド 115mm x 410mm
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��のr

2360mm
 

1590mm
 

2360mm
 

1590mm
 

2095mm
 

1475mm
 

2095mm
 

ホイールベース

1226mm

トレッド

1426mm

ホイールベース

1226mm

トレッド

1426mm

354726
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