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はじめに
本マニュアルはそれぞれの製に梱されています。製の操やメンテナンスに要な説明が記載されています。

マニュアルを み
にしてから、
のやをってください。
本機にはれた耐があります。最のコストで最良の結果を るためには、次のことにご留!ください。

S 本機は"#注!して操してください。
S 本機は決められた$に%い、&期的に整'してください。
S 本機は、テナント社純正のパーツまたは等を*用し点検整'してください。
のデータ

の
梱0材、本機の1換済の部、
2液を2棄するときは、34の
法5に%い、環6に78な方法
で2棄してください。

.日確認できるように、納/時に
記/してください。

9にリサイクルを検討してくだ
さい。

機種番+ シリアル番+ 設置日 -



!"

T16 は、でこぼこしたやハードフロア (コンクリート、タイル、石、?@物質など) の湿A（ウェット）洗浄用に
設計された業D用E車F機Gです。H般的な用途には、I校、病/ヘルスケア施設、オフィスビル、OPセンタ
ーなどがQまれます。R、芝生、ST芝R、カーペットのWで本機を*用しないでください。本機の*用はXYの
用途にZされています。本機は[道での*用を!\したものではありません。本オペレーターマニュアルで説明
した機種_`は*用しないでください。

テナントカンパニー
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
話番+：(800) 553-8033
www.tennantco.com

Touch-N-Go、1-STEP、Grip-N-Go、Dura-Track、Positive
は米に於けるテナント社の登標および標です。
本書に記載された

Drain Control、SmartRelease、Duramer、FaST-PAK, Insta-Fit

様やパーツは、なく更されるがあります。

Original Instructions, copyright 2011, 2014, 2015, 2020 TENNANT Company, Printed in U.S.A.
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の
重要な78注!a

- これらの指示a

d記の注!a は、本マニュアルを通して、それ
ぞれに示した説明に%って*用しています。
警e：重fや死gなどの結果をhき起こす
i な*い方を警eします。
78のために：装置を78に運転するために%う
要がある行為を示します。
d記のjkは、オペレーターがi にさらされる
おそれがあるYlを示しています。i な状mが
発生するn能を理解してください。本機の78
装置のopをすべて確認してください。本機が損
fしたりqが異9になったo?は、すぐに連絡
してください。
警e：バッテリーは水素ガスを排tします
。爆発や発火のi があります。火花や裸
火を近づけないでください。uvはカバ
ーを開けた状mにしてください。
警e：h火物質は、爆発や火災のwxに
なります。タンクにh火物質を/れない
でください。
警e：h火物質やyz物質は、爆発や火
災のwxになります。{|しないでくださ
い。
警e：}のi

。

- 本機を点検整'する~に、バッテリーケ
ーブルとuGのプラグを`してくださ
い。
- 破損した源コードでバッテリーをu
しないでください。プラグを改造しない
でください。
()*の)+コードが-.したり/-している0
1は、2345のため、メーカーまたは78、
あるいは9:の;<=に>?を@してください
。
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をbcしてください

Aによって、BC)DEFをG したHIJK
がLMされています。HIJKをLMしたAN
Oで するBC)Dが、のPにQをR
えるSTUがある01は、HITのV5WXに
ついて、テナントYのサービス78にご\]く
ださい。
^

のために：
1. _dのo?は、本機を*用しないでくださ
い。
- 操の訓練をけていないo?や、資格
がないo?。
- 操マニュアルを読んでYlを理解して
いないo?。
- アルコールや薬物の dにあるo?。
- 携 話またはそのの機Gを*用
しているo?。
- 本機のりいに%う精神的、身的能
が"#でないo?。
- ブレーキが故 しているo?。
- 正しい運転条でないo?。
- テナントY_`またはテナントYabの
パッドまたはアクセサリーfをghけ
ている01。
iのパッドを すると、^ Uが-な
われるSTUがあります。
- X`のエリア。本機の*用はXYの用途
にZされています。
- n燃の気、液または粉がcす
るo?。
- 運転/ヘッドライトが点灯していないり
、本機の操や運転を行うために78に
視界が確bできないほど暗いo?。
- ヘッドガードをけない状mでの、落d
物のれのあるopでの*用。
2. 本機をqする~に：
- q油の漏れを点検してください。
- すべての78装置がp&の置にあり、
正しく機能していることを確認してくだ
さい。
- ブレーキとステアリングが適正にqす
ることを確認してください。
- シートを調整し、シートベルトを締めて
ください（装'しているo?）。
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の
3. 本機を*用するには：
- 本説明書に記載されていない方法で
*用しないでください。
- 本機を止めるときは、ブレーキを*用し
てください。
- 斜や滑りやすいopではゆっくり進ん
でください。
- 斜が7%_Wの斜での本機の*用、ま
たは斜が14%の斜での輸送（GVWR
）は避けてください。
- 方転換するときは速を落としてくだ
さい。
- 本機を運転v、本の部はすべてオペ
レーターの運転にb管してください。
- 本機の運転vは9にに注!してくだ
さい。
- 本機を.退させるときは注!してくださ
い。
- お様や関者_`を本機に近づけない
でください。
- 本機のいかなる部#にもE者をEせな
いでください。
- 9に、78規と1通規に%ってくだ
さい。
- 本機が損fしたりqが異9になったo
?は、すぐに連絡してください。
- I薬の混?やりい、2棄につい
ては、lGの説明に%ってください。
- .退アラームの現o78策に%ってく
ださい。
- が濡れているo?の現o78策に%
ってください。
4. 本機かられるo?、または点検整'する
o?：
らなopに¡めてください。
- 源を¢り、キーを`してください。
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5. 本機を点検整'するo?：
- 業はず、"#な照明があり、視界が
良£な状況で¤施してください。
- 業oの通気を良くしてください。
- nq部に近づかないでください。
ゆったりした衣服やアクセサリーは着用
せず、が長いo?はまとめてください
。
- 本機をジャッキで持ちWげるときは、ま
ず、タイヤに輪留めをしてください。
- 本機は指&のopでのみジャッキで持ち
Wげてください。本機をジャッキスタン
ドで支えてください。
- 本機の重量を支えられるホイストまたは
ジャッキを*用してください。
- オペレーターが運転にいない状mで本
機を©したり牽hしたりしないでくださ
い。
- 気部の近くで本機にªスプレーや
ホースで水をかけないでください。
- バッテリーの接続とuGのコードを`
してから、本機での業を¤施してくだ
さい。
- 適?しないuGを*用しないでくださ
い。バッテリーパックが損fし火災をh
き起こすおそれがあります。
- uGのコードがfついていないか&期
的に点検してください。
- uGを*用しているときは、&置Fu
GのDCコードを本機のソケットから`
さないでください。アーク放が発生す
ることがあります。uをv断するo?
は、最¬にAC源コードを`してくださ
い。
- バッテリーの酸に触れないでください。
- すべての金製はバッテリーのそばに
置かないでください。
- ®¯のバッテリー°装置を*用し
てください。
- バッテリーを持ちWげる時は、ホイスト
を*用し、適±な補²をけてください
。
- バッテリーの据けは、訓練をけた³
±者が行ってください。
- バッテリー°に関する現o78策に
%ってください。
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の
- ´理はず訓練をけた´理整'µが¤
施してください。
- 本機を改造しないでください。
- テナント社製またはテナント社が¶認し
た1換部を*用してください。
- 要にzじて、また本書で推·されてい
るo?は、¸S用b護¹を*用してくだ
さい。
78のために：耳栓を着用してください。
78のために：b護$袋を着用してくださ
い。
78のために：b護眼鏡を着用してくださ
い。
78のために：マスクを着用してくだ
さい。
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6. トラックまたはトレーラーへの本機の積み
ろし
- 本機を積み込む~にタンクを空にしてく
ださい。
- 本機をロープ»&する~に、洗浄ヘッド
とスクイージーをdげてください。
- 源を¢り、キーを`してください。
- 本機およびオペレーターの重量を支えら
れる斜¼、トラックまたはトレーラー
を*用してください。
- 斜が19%%_Wの斜で積み込み/積み
ろしをしないでください。
- ウィンチを*用してください。積み込み
が¾から380mm
_dでないかぎり、本機を運転しながら
トラックまたはトレーラーに積みろし
しないでください。
- タイヤに輪留めを装着してください。
- 本機をトラックまたはトレーラーに»&
してください。
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本機の{|の}置に、ラベルが貼/されてい
ます。損~したラベルはn換してください。
jkラベル - noUpqや
rspqは、tuまたはo
vのwxになります。yz
しないでください。
jkラベル - バッテリーは}~
ガスをします。tuやuo
の23があります。oやo
をづけないでください。()
はカバーを けたにして
ください

jkラベル - noUpqは、tu
またはovのwxになります。タ
ンクにnoUpqを{れないでく
ださい

#$%./のラベル ć
0123タンクカバーの+
,とサーキットブレーカー
パネルにあります。

#$%&'のラベル ć
()&タンクカバーの+,
にあります。
バッテリーラベル ć
シートパネルにあります。

^ ラベル のにg
をお みください。

ラベル ć
サーキットブレーカーパ
ネルにあります。
6
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67の89
B

C

A
O

D

N

E

M
F

L

G
I

H

J
K

356071

A. 0123タンク
B. 0123タンクカバー
C. :;アラーム/フラッシュライト
（オプション）
D. ()&タンクカバー
E. ()&タンク
F. リヤスクイージー
G. サイドスクイージー
H. ()ヘッド
I. バッテリーD
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J.
K.
L.
M.
N.
O.

プレスイープアセンブリー（オプション）
プレスイープサイドブラシ（オプション）
プレスイープホッパー（オプション）
サイドブラシ（オプション）
GHI
FaST PAK（オプション）
ec-H2Oシステムモジュール（オプション）
FaST()&システム（オプション）
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45
KLMNとOP

A

B

L
K
C
J

I

D

H
G
E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
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F

ステアリングホイール
タッチパネル
サイドブラシスイッチ（オプション）
スプレーノズルスイッチ（オプション）
ブレーキペダル
TUペダル
VWスイッチ
ヘッドランプ/ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒ‰ƒCƒg
スイッチ（オプション）
キースイッチ
プレスイープスイッチ（オプション）
XYZ[スイッチ
スイッチ（オプション）またはメーター
スイッチ（オプション）
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45
タッチパネル

A

B
C

I

D

H

F

G

E

J

M
K

L

N
O

P

Q

Q
R

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

ホーン
\]/^_インジケーターライト
バッテリー`インジケーター
アワーメーター
cdモードボタン
0123タンクインジケーター
LCDディスプレイ
()&タンクインジケーター
コントラストコントロールボタン
ブラシhボタン
ブラシhインジケーターライト
1-STEPボタン
()モード（ec-H2O / FaST / ES /
ij()）ボタン
バキュームファン/スクイージーボタン
()&klボタン（+）
()&mlボタン（-）
()&オン/オフボタン
()&フローインジケーターライト

T16 9008147（1-11）

9

45
コントロールパネルのシンボルマーク
本機では次の記を用し、 装置、表示、機
能を特Hしています。

故

10

インジケーター

汚水56タンク

バキュームファン/スクイージー

ヘッドライト

1−STEP

フラッシュライト

ES（リサイクル洗浄）

洗浄モード

FaST（泡洗浄）

サーキットブレーカー

ec-H2O（オプション）

スプレーノズル

洗浄液フロー

プレスイープ



プレスイープ/バキュームファン

減

オン

メインブラシZ

オフ

サイドブラシ

洗浄液オン/オフ

バッテリーT

78止

ホーン

コントラストコントロール

アワーメーター

ジャッキポイント

洗浄液タンク

洗浄液フロー（最/最

）
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ブラシZ
（最/最

P進/_進
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または

メーター

）



または

メーター
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バッテリーの据け

3. アクセサリボックスとトレーをり`
します。

警e： 火災または爆発のi 。
バッテリーは水素ガスを排tします
。
火花や裸火を近づけないでください
。
uv、バッテリーフードは開けて
おいてください。
78のために:
本機の点検整'時にバッテリーやバッテ
リーケーブルをりうときは、b護$
袋とb護眼鏡を着用してください。
バッテリーの酸に触れないでください。
バッテリーの据けは、訓練をけた³
±者が行ってください。
1. 本機を らなopに¡め、キーをり
`してください。
2. シートサポートを»&するには、ピン
がシートサポートのdÁのノッチに滑
り込むまで、シートをÃ8にWげてく
ださい。

4. 要な補²要Åを確bしたWで、\に
示すように、バッテリーをÆ重にバッ
テリーÇトレイに据えけ、バッテリ
ーポストを配置します。
Fのバッテリーを据えけるo?は、\に
示すようにバッテリーのÁに沿ってフォー
ムスペーサーをÉし込みます。

注：

のバッテリーのは、シートアセンブリを
り し、ホイストを してえけてくださ
い。

Foam Spacer

Foam Spacer

Foam Spacer

Front of machine

5. Ê給されたバッテリーポストブーツを
*用し、
赤をプラス（＋）Á、をマイナス（
－）Áにしてケーブルをバッテリーポ
ストに接続します。
6. アクセサリボックスとトレーをり
けます。

12
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KLMNの45
バッテリー`インジケーター
バッテリーインジケーター は、本機の運転
にバッテリーのTレベルを表示します。

バッテリーがにTされていれば、5つのバ
ーがすべて点灯します。インジケーターにバーが
表示されなくなったら、バッテリーをTしてく
ださい。
:
のをめてれたときのバッテリー
インジケーターは、なをしません。
をしてから、バッテリーのレベル
を み!ってください。

0123タンクインジケーター
,-./タンクインジケーター には、汚水56タ
ンクの液 が示されます。汚水56タンクが
いっぱいになると、すべての洗浄機能が8止しま
す。インジケーターが100%になったら、汚水56
タンクを空にしてください。

()&タンクインジケーター
012タンクインジケーター には、洗浄液タンク
の液 が示されます。インジケーターのバー
が表示されなくなったら、洗浄液タンクに洗浄液
をXれてください。洗浄液タンクが空になると、
本機は洗浄を8止します。

:
バッテリーインジケーターは、バッテリーが
"#にされるまで$%し&けます（インジケ
ータの'()いバー）。
アワーメーター
アワーメーターは本機の操時を記します。
この情tにづいて、本機の点検整Y期を確H
します。

T16 9008147（10-2014）
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XYZ[スイッチ

シートサポートアーム

3456スイッチは、本機のすべての源を8止
します。

シートサポートアームを用すると、バッテリー
やサーキットブレーカーに手がくように、運転
EをHできます。

本機の源を\るには:78止スイッチを押し
てください。
本機の源をRSするには:78止スイッチ
をに5し、スイッチを解します。キースイッ
チをオフにし、次にキーを（時計5り）いっぱ
いまで5して放すと、オン}置になります。

シートサポートアームをHするには、運転Eを
持ちげにき、シートサポートアームを運
転Eプレートの穴にし込みます。

ヘッドライト/フラッシュライトスイッチ（オプ
ション）
ヘッドライトとフラッシュライトをオンにするに
は:ヘッドライト/フラッシュライトスイッチ の
を押してください。
ヘッドライトをオンにするには: ヘッドライト/フ
ラッシュライトスイッチを}置まで押してく
ださい。
すべてのライトをオフにする: ヘッドライト/フラ
ッシュライトスイッチの|を押してください。

14
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GHI
シートの}置はP_調整レバーで調整します。

デラックスサスペンションシート（オプション）

ランバーノブは、シートの背もたれ|を調整し
ます。

シートの}置はP_調整レバーで調整します。

運転Eは、背もたれ角、による運転Eの
さ、ランバー、P_の}置を調整できます。
デラックスシートをけるときは、注意してくだ
さい。デラックスシートは標準のシートより
があります。
背もたれ調整ノブは背もたれの角を調整します
。

シートベルト
のために:
67をoするpに、シートをqrし、シートベ
ルトをsめてください。

調整ノブは運転Eのさを調整します。
調整ノブのにあるゲージを用し、シートの
さを決めてください。

T16 9008147（1-11）
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コントラストコントロールボタン
コントラストコントロールボタン を押し続けると
、LCDディスプレイの明るさを調節できます。

ブレーキペダル
ブレーキペダルを踏むと、本機は8止します。

VWスイッチ
cdモードボタン
FGモードボタンは設Hおよび診断モードへのア
クセス用です。正な訓練をけたサービスマン
と社理のみが、これらのモードを用でき
ます。

TUペダル
IJペダルを踏むと、本機は走行をRします。

16

P進または_進を択するには、 NOスイッチを
用します。走行ペダルを踏むと、本機は走行を
Rします。

:
NOスイッチがPQにると、アラームがRりま
す。
:
オプションのフラッシュライト/PUアラームが
VWされているXのみ:オプションのPUライ
トとアラームは、がPQしているときのみY
Zします。

T16 9008147（1-11）
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バキュームファン/スクイージーボタン
スクイージーを|げ、バキュームファンをオンに
します。バキュームファン/スクイージーボタン
を押します。スクイージーが|がると、インジケ
ーターライトが点灯します。
スクイージーをげ、バキュームファンをオフに
します。バキュームファン/スクイージーボタン
を押します。スクイージーががると、インジケ
ーターライトが消灯します。
:
バキュームファン/スクイージーシステムを[Y
するときは、1-STEPボタンをYZさせる\]はあ
りません。バキュームファン/スクイージーボタ
ンは、1-STEPボタンのオンオフに^_なく、オン
またはオフにできます。

()&オン/オフボタン
洗浄液の流れを8止するには: 012オン/オフボ
タンを押すと、洗浄液の流れが止まります。すべ
ての洗浄液フローインジケーターライトが消灯し
ます。
洗浄液の流れをRするには: 012オン/オフボ
タンを押すと、洗浄液が流れRめます。洗浄液イ
ンジケーターライトが点灯し、洗浄液の流
は最_に用した設Hに戻ります。

T16 9008147（1-11）
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1-STEPボタンを用すると、すべての洗浄機能が
Sし、すぐに洗浄をRできます。

67のtu

V来の洗浄モードでは、水と洗Wの混液を用
してを洗浄します。
オプションのES（リサイクル洗浄）モードでは、
汚水56タンクの用済み洗浄液をESシステムで
ろ過し、洗浄液タンクに戻して用します。タ
ンクに戻った洗浄液に洗Wが注Xされ、洗浄液の
洗浄性能を生させます。
オプションのFaST（泡洗浄）モードでは、 FaST洗
浄システムでFaSTパック洗Wと の水を混し
た、 のyな洗浄用の泡をります。FaSTシ
ステムは、すべての洗浄用途に用できます。
ディスクブラシつきの T16

オプションのec-H2O（解水）モードでは、通7
の水をこのモジュールに通すと、素が水に送
り込まれ、流がされます。気 解された
水は、性とアルカリ性の混液に¡して、pH
¢が性のクリーナーが生成されます。この解
水は汚れに用し、汚れを£細な粒¤に 解して
から遊させるため、本機での洗浄および清
掃が簡¥になります。この解水は普通の水に戻
り、汚水56タンクにXります。 ec-H2Oシステム
は、ダブル洗浄やな汚れの洗浄など、すべて
の用途に用できます。

シリンダーブラシつきの T16

18
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ブラシとパッドについて
最良の結果を¦るには、洗浄用途にしたブラシ
やパッドを択してください。次にブラシとパッ
ドの説明と、それぞれの最な用途を示します。
:
`aするブラシまたはパッドのタイプをcdする
ef、,れのghとXiがj]な]kになります
。lmnについては、テナントpqrsにおtf
せください。
ナイロンブラシ（ディスク）* 柔らかいナイロン製のブラシは、コーティングを
施したの洗浄にします。表を§らずにク
リーニングします。
ポリエステルブラシ（シリンダー） 柔らかい汎用ポリエステル製のブラシは、を
~/けることなく洗浄します。~/きやすい
にします。ポリエステルは水 を©6しないた
め、水を用するはナイロンよりしていま
す。

パッド（） ®沢でを げます。軟質 げや¸来の
ないのバフ磨き、または木製に¶られ
た軟質ワックスの艶·しに用します。
パッド（） の表 げや|¶り¶料をすときに用し
ます。yな洗浄に用します。 このパッドを`
aするときは、uvwきパッドドライバーではな
く、xaのグリップパッドドライバーを`aして
ください。
パッド（） ¡¹薬ºを用せずにyにの表 げを
すときに用します。
グリップパッドドライバー パッドを持するグリップ状の裏でパッド
が用できます。しかもパッドに穴もけずにし
っかり持します。スプリングlのセンタリング
装置は、すべてのテナント社製パッドに用でき
、素早く簡¥にパッドをn換できます。

ポリプロブラシ（シリンダー） ª«なポリプロピレン製のブラシは、よりyな
洗浄にします。着した汚れ、ごみ、砂などを
簡¥にしながら洗浄できます。
ポリプロピレンブラシ（シリンダーおよびディス
ク）* 汎用ポリプロピレン製のブラシは、®沢コーテ
ィング¯理されたを~/けることなく、薄く
°積した汚れを洗浄します。
タイネックスブラシ（シリンダーおよびディスク
）* 研磨用の細粒が±まれたナイロンファイバーが、
しみや着した汚れを²りきます。すべての
でyな³果があります。´いµになった汚れ
、油脂、およびタイヤマークの洗浄に³果があり
ます。

"きパッドドライバー 標準パッドドライバーには、突起/きの裏でパ
ッドを持します。このドライバーは、生産性
パッド（）{»のすべてのテナント社製パッド
に用できます。

*
このタイプのブラシは、サイドブラシもあります
。
パッド（）を¶り直すために、表 げを素早くかつ簡
¥にすことができます。
パッド（） 汚れ、こぼれ、擦り~を²りきます。の¶
り直しができるようになります。
パッド（） 擦り~を素早く²りき、®沢での艶·し
を行います。
T16 9008147（10-2014）
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67のGHv
き過ぎるゴミは洗浄Pに拾っておいてください
。ブラシにまとわり/いたり絡まる¾能性がある
ワイヤ、ひも、荷造りバンド、きな木片なども
拾っておいてください。
できるかぎり直線に運転してください。本機を柱
にぶつけたり、¿をこすらないよう注意してく
ださい。洗浄Àは数センチなるようにしてくだ
さい。
本機S、ステアリングホイールを急に5さな
いでください。本機はステアリングホイールのS
きに敏感にqÁします。7時{»、突然の方N
転換はけてください。
洗浄するときは、Â要にÁじて本機の速、ブラ
シのZy、洗浄液の流 を調節してください。ブ
ラシのZyと洗浄液の流 を最Ãにすると、最
の性能を発揮します。
清掃能yがÃいは、清掃を8止し、本マニュ
アルの「のz{|}」をÄ照してください。
用_は、毎5「毎日の点検整Y手」をÅ施し
てください（本マニュアルの「本機の点検整Y」
Ä照）。
斜では、本機をゆっくり運転してください。|
りÆではブレーキペダルを用し、本機の速を
 してください。斜は|り方Nではなく、登
り方Nに洗浄してください。
^ のために: を するとき、やり
やすい0ではゆっくりんでください。
温が 43 ℃ をW{るopで本機を運転しな
いでください。温が氷点d 0 ℃ をd{る
opで洗浄機能を*用しないでください。

20
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GHpチェックリスト
本機を操するPに、次の手をÅ施してくださ
い。
- 漏れ箇所を点検してください。

- FaST洗浄:
FaSTパック洗Wの を確認し、Â要にÁじて
FaSTパックをn換してください。本マニュア
ルの「FaSTパック洗Wの²り/け」のをÄ
照してください。
-

FaST洗浄またはec-H2O洗浄の:
V来タイプの洗W/ÉWがすべて排·され
、洗浄液タンクのすすぎがÊしていること
を確認してください。

-

FaST洗浄またはec-H2O洗浄の:
洗浄液タンクの水がきれいなw1のみである
ことを確認してください。

- ヘッドライトを点検してください。
- Ç¿サイドスクイージーの磨耗や損~を点検
してください。
- メインブラシの磨耗や損~を点検してくださ
い。メイン洗浄ブラシに絡まったワイヤ、糸
くずなどを²りいてください。
- シリンダーブラシを装Yした機種:
ごみトレーが空できれいなことを確認してく
ださい。
- サイドブラシオプションを装Yした機種:
洗浄ブラシに絡まったワイヤ、糸くずなどを
点検してください。

- クラクション、ヘッドライト、テールライト
、ライト、_退アラームを確認してくだ
さい（装Yされている）。
- ブレーキとステアリングが正にSするこ
とを確認してください。
- 整Y記を点検し、整Y要Ëを確認してくだ
さい。

- サイドブラシオプションを装Yした機種:
スクイージーの磨耗や損~を点検してくださ
い。
- プレスイープオプションを装Yした機種:
洗浄ブラシに絡まったワイヤ、糸くずなどを
点検してください。
- プレスイープオプションを装Yした機種:
ダストコントロールフィルターのバッグを点
検してください。
- プレスイープオプションを装Yした機種:
ごみx!が空であることを確認してください
。
- リヤスクイージーの磨耗や損~を点検してく
ださい。
- 汚水56タンクと洗浄液タンクのカバーシー
ルの磨耗や損~を点検してください。
- バキュームファンのフィルターがきれいであ
ることを確認してください。
- ¿スクイージーの磨耗や損~を点検してく
ださい。
- ESオプションを装Yした機種:
汚水56タンクÈのESフィルターがきれい
であることを確認してください。

T16 9008147（10-2014）
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67のo
のために:
67をoするpに、シートをqrし、シートベ
ルトをsめてください。
1. 運転EにÌってください。
2. キースイッチをオン}置よりさらにに5し
放してください。キースイッチは自S的にオ
ン}置に戻ります。
2. 洗浄液タンクには、きれいなÍ水（21℃未満
）のみをTUしてください。温水を用した
り、V来タイプの洗Wを追しないでくだ
さい。FaSTまたはec-H2Oシステムが故 する
ÎÏになります。洗浄液タンクのインジケー
タータブの約50mm（2
in）|まで水をTUしてください。

3. 要にzじてライトを点灯してくださ
い。
4. NOスイッチを運転する方NにXれてくださ
い。
5. IJペダルを踏むと、本機は走行をRしま
す。
:
は、オペレーターが~にらないとIJ
をしません。
()&タンクのx
y()（FaSTモード）/
ec-H2O()（ec-H2Oモード）
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

\]:#$%./は、や$のに
なります。タンクに#$%./をれない
でください。
:タイプの010を012タンクにれ
た で、FaSTやec-H2Oシステムを`aしないで
ください。FaSTやec-H2OシステムをZするに
、012タンクの-をき!り01し、きれいな
-をしてください。タイプの010
がで、FaSTやec-H2Oシステムがz{する
があります。
3. 洗浄液タンクカバーをじます。

1. 洗浄液タンクカバーをきます。

22
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ijの()モード
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
1. 洗浄液タンクカバーをきます。

2.

タンクにをれます（は
60℃をえないこと）。 タンクのインジケーター
タブの50mm（2インチ）までを してください
。 タンクカバーをじます。
\]:#$%./は、や$のに
なります。タンクに#$%./をれない
でください。

:ijの()をUう{|、する(のみ
をしてください。な(のが
で67が^_した{|、メーカーのはけら
れません。
:
がにするefは、lmを,-.
/タンクにれてください。0のlmは
、テナントpのサービスqrsにおtいfわせて
ください。
3. 洗浄液タンクカバーをじます。

T16 9008147（7-2020）
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ES（リサイクル()）モード
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

4. 汚水56タンクに水をXれます（水温は60℃
{|のこと）。ESフィルターの最に す
るまで汚水56タンクに水をTUしてくださ
い。

1. 洗浄液タンクカバーをきます。

2. 洗浄液タンクに水をXれます（水温は60℃{
|のこと）。洗浄液タンクのインジケーター
タブの約50mm（2
in）|まで水をTUしてください。

3. タンクのカバーをきます。

24
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タンクにをれる
（されている）
1.

タンクのカバーをきます。

2.

タンクのカバーをきます。
!：" #
ます。タンクに"

T16 9008147（7-2020）
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#

や の'(になり
をれないでください 。
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()モードのcd
01モードボタンを用すると、1-STEPボタンが
Sのは、洗浄機能をRSできます。ボタ
ンの横のライトと洗浄システムのロゴが点灯しま
す。源のオン/オフ時に、P5用時の設Hが
用されます。

()&のlcd
1-STEPボタンをオンにし、012ボタン（+
）または012 ボタン（-）のいずれかを押
すと、洗浄液の流 を設Hできます。走行速と
の条Ëは、洗浄性能にÑ!します。本機の源
のオン/オフ時に、P5用時の設Hが用され
ます。洗浄液フローインジケーターライトには、
現Óの洗浄液の流 設Hが表示されます。
:
FaSTまたはec-H2Oシステム（オプション）を`a
しているef、012ボタンと012 ボ
タンは`aできません。FaSTおよびec-H2Oシステ
ムの¡は、あらかじめ¢Gされています。ec-H
2OまたはFaSTモードを`aしているef、3つの
012フローインジケーターライトすべてが$£
します。

:ESシステムをオンにしてからESポンプがYZ
をするまで、がかかります。
ブラシhのcd
通7の洗浄条Ëでは、ブラシZを最 （Ð番|の
ライト）に設Hしてください。汚れがひどい洗浄
では、いブラシZ（2つのライト）に設Hし
てください。走行速との条Ëは、洗浄性能に
Ñ!をÒえます。
ブラシZを設Hするには、1-STEPボタンをオンに
した状態でブラシボタンを押します。ブラシZ
は、ブラシボタンを用し、|のライトを
択します。ブラシが磨耗しているは、ブラシ
ZをくするÂ要があります。源のオン/オフ
時に、P5用時の設Hが用されます。

V来タイプの洗浄液の流
通7の洗浄のは、洗浄液の流 を最 （Ç¿
のライト）に設Hしてください。汚れがひどい洗
浄のは、洗浄液をよりい流 （または
¿のライト）に設Hしてください。
ES（リサイクル洗浄）の洗浄液流
ESを %した
では、のが（
.のライトが1つ）のになっていると、
のフローがオフになります。（Ç¿との
ライトが2つ）と最（3つすべてのライト）の設
Hでは、洗浄液と洗Wがo給されます。最 （Ç
¿のライト1つ）の設Hでは、洗Wを追せずに
洗浄液がo給されます。³率的に洗浄するために
、洗浄液の流 にわせて洗Wを続けて追する
Â要はありません。通7の洗浄のは、洗浄液
の流 をから最 ので\り替えてください
。
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スイッチ（オプション）
スイッチは、れがひどいで
ます。

メーター（オプション）
を

し

スイッチの+を すと、
を,!した 
が30"#$されます。スイッチのを すと、
を
,!した が5%#$されます。スイッチのライトは、
&'な()を*+します。
：このスイッチを して、 なる
をで
きます。デフォルトの
をしたいは、テナ
ント サービスにごください。

メーターのスイッチは、れのひどいで
1を<=,に>?させます。

の0

スイッチの+を すと、
の01が>?します。スイ
ッチのを すと、
の01がさらに>?します。ス
イッチのライトは、&'な()を*+します。
：このスイッチは3の
になるようにでき
ます。デフォルトの
をしたいは、テナント
サービスにごください

スイッチがオンになると、ec-H2O モードは
:,にオフになります。スイッチがタイムアウト
/オフになると、ec-H2Oモードは-.,にオンになります。
スイッチがオンの/は、 の01とブラ
シ2に34 /
35の()が6!されますが、い()に78できます
。「ブラシ1の」の9と「の
」の9を
:;してください。
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()
のために:
オペレーターマニュアルをみ、ができ
るまでは、67をしないでください。
1. 本機をRSしてください。
2. 1-STEPボタンを押してください。ボタンの
のライトが点灯します。プリセットされた清
掃機能がすべてオンになります。

:
の01N¤では、FaSTやec-H2OシステムをY
Zさせないでください。の010がで
、FaSTやec-H2Oのシステムがz{するがあ
ります。FaSTやec-H2OシステムをZするに、
012タンクの-をき!り01し、きれいな
-をしてください。
\]:
#$%./や./は、や$の
になります。23しないでください。
のために:
67をするとき、や
ゆっくり¡んでください。

りやすい{では

:
をPQさせると、¥Z¦にスクイージーが§
がります。これにより、スクイージーの¨©がª
6されます。
ec-H2Oモデル:
アラームが"り、警/故 インジケーターのイ
ンジケーターライトが点滅したは、 ec-H2Oモ
ジュールを洗浄してからec-H2OのSをしな
ければなりません（「ec-H2Oモジュールの洗浄手
」をÄ照）。
3. 01モードボタンを押し、洗浄モードを択
してください（ec-H2O、FaST、またはES）。
インジケーターライトとモードのロゴが点灯
します。

:
アラームがRったら、01モードボタンを«して
ec-H2Oシステムを56し、ec-H2Oシステムの01
またはすすぎをJってください。
ec-H2Oシステムイン
ジケーターライトの
コード
#のインジケーター
ライトが点灯

¢£
正7なS状態

赤の警/故 インジ ec-H2Oモジュールを洗
ケーターライトが点 浄してください。
滅
赤の警/故 インジ サービスセンターに連
ケーターライトが点 絡してください。
灯
4. Â要にÁじて、ブラシZと洗浄液流 を調整
してください。

7. IJペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
8止してください。

5. 本機をSかす方NにNOスイッチをXれてく
ださい（P進または_進）。

8. 1-STEPボタンを押し、洗浄を8止してくださ
い。ボタンののライトが消灯し、しばらく
すると洗浄機能が8止します。

6. IJペダルを踏み、洗浄をRします。

28
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ダブル()
汚れがひどい所では、ダブル洗浄を行ないます
。
ダブル洗浄は、FaST洗浄システム（オプション）
、ec-H2O洗浄システム（オプション）、またはV
来の洗浄方法を用してÅ施できます。
プレスイープブラシとサイドブラシ（オプション
）を装Yした機種:ダブル洗浄は、プレスイー
プブラシとサイドブラシ（オプション）ががっ
た}置になります。
ダブル洗浄でサイドスクイージーをげるには、
格納}置からUÕピンを²り»してください。手
SでÖ¿のスクイージーアセンブリーをげ、次
にピンをサイドスクイージーブラケットの穴に
し込みます。

25目のの洗浄Pに、サイドスクイージーを|
げ、バキュームファン/スクイージーボタン を押
してリヤスクイージーを|げ、バキュームファン
をSさせてください。ボタンののライトが点
灯します。25目のの洗浄では、洗浄液を56
します。
\]:
#$%./や./は、や$の
になります。23しないでください。
:
2.¬の01で012の®をオフにするには、
012オン/オフボタンを«します。012オン/
オフボタンを¯h«すと、012の®が¯さ
れます。

:
ダブル01は、012が°の±に¡れたり、²n
を¨©するようなe³ではlmしません。
1-STEPボタンを押し、次にバキュームファン/ス
クイージーボタンを«します。01バキュームフ
ァン/スクイージーボタンが消灯しスクイージー
ががります。次に、バキュームファンのSが
8止します。汚れのひどい所を洗浄します。
を洗浄液で湿らせ、5～15 ×ってください。

のために:
67をするとき、や
ゆっくり¡んでください。
T16 9008147（1-11）
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123モード（()なし）
本機は、洗浄を行わずに水やr火性の液を5
6することができます。
水またはr火性の液を56するときは、 1-ST
EPボタンがオフであることを確認してください。
ボタンののライトが消灯しているÂ要がありま
す。

()のZ[
1. 機械の運転に、1-Stepボタンを押すと洗浄
操が8止します。スクイージーが短時
に|がったまま、洗浄ヘッドの水が©rされ
ます。

2. IJペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
8止してください。
\]:
#$%./や./は、や$の
になります。23しないでください。
バキュームファン/スクイージーボタンを«しま
す。ボタンののライトが点灯しスクイージーが
|がります。次に、バキュームファンがSを
Rします。こぼれた水またはr火性の液を5
6します。
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0123タンクの¤1と¥¦

4. Â要にÁじてドレンノズルを5し、流
整してください。

を調

汚水56タンクの排水と清掃は、毎日または、汚
水56タンク満水故 コードがLCDディスプレイ
に表示されたときに行ってください。
タンク»¿の清掃には、ビニールクリーナーを
用してください。
1. 本機をの排水路の近くまで移Sします。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
2. 汚水56タンクからドレンホースを²り»し
ます。

5. 汚水56タンクのカバーを持ちげ、きれい
な水で汚水56タンクを洗浄してください。
タンク最の近くのセンサーも洗浄してく
ださい。

3. の排水路の近くでホースを持ち、ドレンノ
ズルを5してけ、ホースをの排水路の近
くに置きます。
:
ドレンホースノズルをけるに、ノズルの·¸
が¹にº-»にOけられていることを¼して
ください。

T16 9008147（10-2014）
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6. ESを装Yした機種:タンクÈのESフィルタ
ーとタンク最の近くのセンサーを洗浄し
てください。

9. バキュームファンのフィルターは毎日点検し
てください。フィルターは、湿ったØで汚れ
を落としてください。汚れがひどいはホ
ースで水をかけてください。フィルターが
にÙいてから本機に²り/けてください。

(S/N 024745−

)

:
タンクの01に½¾をBしないでください。¿
Àにより、タンクとÁnが¨©することがありま
す。
7. 漏れを止するために、ノズルのプラグº
とドレンホースカフの¿を清掃します。

(S/N 000000−024744)

10. 汚水56タンクのカバーをじます。
11. シリンダー洗浄ヘッド:
ごみx!を²り»して清掃してください。清
掃が終わったら、ごみx!を洗浄ヘッドに戻
してください。
8. ドレンカフを5してじ、ドレンホースを汚
水56タンクのフックに戻します。

:ごみÂÃを!りÄすときは、01ヘッドをÅ2
5mm±げる\]があります。
:
ごみÂÃは、のÆÇÈÄから!りÄすことが
できません。
32
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()&タンクの¤1と¥¦（ES§¨のみ）

4. Â要にÁじてドレンノズルを5し、流
整してください。

を調

ESを装Yした機種:
汚水56タンクの排水および清掃をしたときは、
Ú時に洗浄液タンクの排水と清掃がÂ要です。
タンク»¿の清掃には、ビニールクリーナーを
用してください。
1. 本機をの排水路の近くまで移Sします。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
2. 洗浄液タンクからドレンホースを²り»しま
す。

5. 洗浄液タンクのカバーを持ちげ、きれいな
水で洗浄液タンクを洗浄してください。洗浄
液タンクの¿にあるフィルターとセンサー
も洗浄してください。

3. の排水路の近くでホースを持ち、ドレンノ
ズルを5してけ、ホースをの排水路の近
くに置きます。
:
ドレンホースノズルをけるに、ノズルの·¸
が¹にº-»にOけられていることを¼して
ください。

:
タンクの01に½¾をBしないでください。¿
Àにより、タンクとÁnが¨©することがありま
す。
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6. 漏れを止するために、ノズルのプラグº
とドレンホースカフの¿を清掃します。

の)+をる
1. IJペダルから足をします。
2. 洗浄を8止するには、1-Stepボタンを押しま
す。
3. ブレーキペダルを踏み本機を8止します。
4. キースイッチをオフ}置に5します。

7. ドレンカフを5してじ、ドレンホースを洗
浄液タンクのフックに戻します。

34
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^_インジケーター

LCDは故 コードを表示します。故 が2種%{
あると、それぞれの故 コードをnÛに表示しま
す。

本機は赤色のインジケーターライトとLCD（液晶
ディスプレイ）の2種%の視覚インジケーターを
Yえています。

また、すべての故 コードでアラームが"り、オ
ペレーターに故 の発生を知らせます。

赤色のインジケーターライトは故
点滅し続けます。

故 インジケーターをリセットするには、本機を
8止してから故 のÎÏを解消してください。故
インジケーターは、本機をRSするとリセッ
トされます。

が発生すると

|記の表をÄ照し、故
してください。

^_コード
（LCDに©ª）
F1:Rec Tank Full
F2:Sol Tank Empty
F3:Vac # Flt #

F4:Batt Very Low
F5:Propel Error
F6:Left Br Flt #
F6:Frnt Br Flt#
F7:Rght Br Flt#
F7:Rear Br Flt#
F8:Hi B3 Current
F11:Act Timeout
F12:Check Brushes
F13:Brsh Mtr Flt
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汚水56タンクが満杯
洗浄液タンクが空
バキュームファンモーターが
Sしていない
バッテリーTがÃい
走行コントローラーのエラー
ÇブラシがSしていない
フロントブラシがSしてい
ない
ブラシがSしていない
リヤブラシがSしていない
サイドブラシが
していな
い
メインヘッドアクチュエータ
ーのタイムアウトによる故
ブラシがSしていない
ブラシモーターがSしてい
ない

のÎÏとÜÝ措置を特H

«N
汚水56タンクを空にしてください。
洗浄液タンクに注水してください。
本機を8止し、RSしてください。
故 コードが消えないは、本機の用を8
止し、テナント社のサービス理に連絡して
ください。
バッテリーをTしてください。
本機を8止し、RSしてください。
故 コードが消えないは、本機の用を8
止し、テナント社のサービス理に連絡して
ください。
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\]コード
通7、警コードはオペレーターが用できない
モードをSさせようとしたときに発生します。
警コードはLCDに表示されます。
警コードのÎÏは、次の表をÄ照してください
。

\]コード
（LCDに©ª）
W1:Batt.Low
W2:Sqge Stall

バッテリーTがÃい
スクイージーが|がらない

W3:Side Stall

サイドブラシが|がらない

W4:Unavailable

オプションの洗浄液モードを
用できない
サイドブラシを用できない
−
ボタンがオフになっている
バキュームファンがSしてい
ない
/リヤブラシがSしていな
い
Ç/フロントブラシがSして
いない
サイドブラシがSしていない
洗浄ヘッドに洗浄液がo給され
ない

W5:No Side Brush
W6:Not Used
W7:Not Active
W8:No Vac.Amps
W9:Open R/R Brush
W10:Open L/F Brush
W11:Open SD Brush
W12:Solution Off

36



«N
バッテリーをTしてください。
スクイージー/スクイージーアクチュエータ
ーの Þや損~を点検してください。
サイドブラシアクチュエーターの Þを点検
してください。
洗浄液モードは用できません。
サイドブラシは用できません。
−
ボタンをオンにして用できません。
ハーネスの接続を点検してください。ハーネ
スが»れているは、接続してください。
警コードが消えないは、本機の用を
8止し、テナント社のサービス理に連絡
してください。

洗浄液オン/オフボタンを押して、洗浄液の
o給をRしてください。
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オプション
サイドブラシ
サイドブラシはごみをメインブラシの進路に掃き
&めます。
\]:#$%./や./は、や$
のになります。23しないでくださ
い。
1. 源スイッチをXれます。
2. 1-Stepボタンを押します。
3. サイドブラシスイッチの最を押し、サイ
ドブラシを|げてRSします。

プレスイープアセンブリー
本機のPに装Yされたプレスイープ装置は、ご
み6&の追機能です。メインブラシと2つのサ
イドブラシが、ごみをホッパーに掃き&めます。
ホッパーとバキュームダストバッグは、H期的に
空にしてください。
本機では、プレスイープアセンブリーを用した
操も、用しない操もどちらも¾能です。点
検整Yについては、「点検整Y」の、「プレス
イープ」をÄ照してください。
\]:
#$%./や./は、や$の
になります。23しないでください。
1. 源スイッチをXれます。
2. 1-Stepボタンを押します。

注：
清掃のみを行うo?は、1-STEPボタンを
©さないでください。
プレスイープは、洗浄機能なしでも*用
できます。
3. プレスイープスイッチを押して真んの}置
にすると、ダストコントロールを `aせずに
プレスイープがRされます。

4. IJペダルを踏み、洗浄をRします。
5. サイドブラシスイッチの最|を押し、サイ
ドブラシを8止してげます。

プレスイープスイッチを押しての}置にす
ると、ダストコントロールを `aしてプレス
イープがRされます。
:
がQすると、プレスイープアセンブリーが
ÊËをし、ダストコントロールシステムがY
Zします。

4. プレスイープスイッチの|を押すと、プレ
スイープシステムとダストコントロールシス
テムが8止します。
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プレスイープホッパーを空にする
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

4. バキュームダストバッグを点検してください
。バキュームダストバッグが満杯のや損
~しているはn換してください。

1. プレスイープ装置のカバーを持ちげ、い
たカバーをHします。

5. プレスイープカバーのロックを解して|げ
てください。

2. プレスイープ装置からホッパーを²り·し、
ホッパーを空にしてください。

3. プレスイープ装置にホッパーをÉどおり²り
/けてください。
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バキュームワンド
バキュームワンドを用すると、本機がかない
所を清掃できます。

4. バキュームノズルをバキューム}置に5し、
Â要な'さにハンドルをáばします。

\]:
#$%./や./は、や$の
になります。23しないでください。
1. 洗浄液タンクにあるバキュームワンドの締め
àを»します。

5. バキュームファン/スクイージーボタン を押
して、バキュームファンをオンにします。ス
クイージーがに|がります。

2. リヤスクイージーからバキュームワンド/ス
クイージーバキュームホースを²り»します
。

6. をバキュームで清掃します。

3. バキュームワンドキャップをバキュームワン
ドのバキュームポートに²り/けます。

7. バキュームの用が終わったら、 バキューム
ファン/スクイージーボタン を押して、バキ
ュームファンを8止します。スクイージーが
がります。
8. 本機の源を\ってください。
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9. バキュームポートからバキュームワンドキャ
ップを²り»し、バキュームノズルを格納}
置に戻し、ハンドルを格納用の'さに戻しま
す。

アラームの（オプション）
^ のために：アラームの0^
ってマシンを してください。

¡に¢

.退アラームの量は、85～102
dB（A）の範で調整できます。.退アラームの
カバーをり`して量調整ノブを操すると、
.退アラームの量を調整できます。
量Ë：ノブをÌに{します。
量減：ノブをÍに{します。

10. リヤスクイージーにバキュームワンド/スク
イージーバキュームホースを6納します。
11. バキュームホースを汚水56タンクのバキュ
ームホース用の窪みに6納します。

12. 洗浄液タンクのバキュームワンドの締めàを
留めて、バキュームワンド/スクイージーバ
キュームホースを本機にHします。
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ロールアウトバッテリー
ロールアウトバッテリーを用すると、オペレー
ターは素早く簡¥に本機からバッテリーを²り·
してn換できます。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
1. 運転Eを持ちげ、シートサポートアームを
Hしてください。

5. ロールアウトバッテリーリテーナハンドルを
バッテリーâのP¿に押し、ロールアウトバ
ッテリーリテーナプレートを|げ、リテーナ
プレートキャッチをバッテリーカートのスロ
ットにし込んでください。
:
リテーナプレートキャッチをバッテリーカートの
スロットに"#にÍしÎむことで、バッテリーリ
テーナハンドルが§がった で¢Gされ、バッ
テリーをÐ#にバッテリーÑから!りÒすことが
できます。

2. バッテリーâのドアをいてください。

3. バッテリーから本機のコネクターを²り»し
ます。

6. フロアロックのÇ¿を踏み、バッテリーカー
トのフロアロックをセットしてください。

4. バッテリーカートを本機のオペレーター¿に
押し、バッテリーカートとバッテリーâをÐ
ãにäべてください。

T16 9008147（10-2014）
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7. Â要にÁじて、バッテリーカートローラーの
さを調整してください。バッテリーカート
ローラーは、本機のバッテリーローラーとÚ
じさにするÂ要があります。バッテリーカ
ートのÖ¿でさを調整してください。

バッテリーカートローラーをげる:
レンチを用して、ジャムナットを緩め、ボ
ルトを（時計5り）に5します。ジャムナ
ットを締めます。
バッテリーカートローラーを|げる:
レンチを用して、ジャムナットを緩め、ボ
ルトをÇ（q時計5り）に5します。ジャム
ナットを締めます。
8. バッテリーケースをバッテリーカートのに
rき·します。

9. ハンドルを持ちげて、カートのバッテリー
ストップバーを|げます。これにより、バッ
テリーがカートからSかすことができます。
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10. ロールアウトバッテリーリテーナプレートを
げ、バッテリーカートを本機から»します
。
11. バッテリーカートのフロアロックを解しま
す。
12. バッテリーカートを本機からします。
13. バッテリーを本機に²り/けるときは、記
の手を逆のåで行ってください。
リヤスクイージーガード
リヤスクイージープロテクターは、リヤスクイー
ジーの損~をするためにæ立ちます。

リヤスクイージープロテクターを²り/けるには
、ピンをrき抜き、プロテクターバーを|げてか
らピンをし込みます。
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スプレーノズル
スプレーノズルは、本機とそのçの洗浄に用
します。スプレーノズルには、洗浄液タンクから
水/洗浄液がo給されます。
:
の01にスプレーノズルを`うef、の
¾.»に-をかけないよう Óしてください。
のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。

4. 清掃終Ê_は、èéにホースをrき、スプレ
ーノズルを本機の窪みに6納してください。
:
スプレーノズルをに/Ôするときは、スプレ
ーノズルをしっかりとÕちホースを[Yしてくだ
さい。スプレーノズルのホースからÖを×して
にØÙに/Ôすると、やスプレーノズルア
センブリが¨©することがあります。
5. スプレーノズルをフックにかけます。

1. 源スイッチをXれます。
2. スプレーノズルスイッチの¿を押して、ス
プレーノズルをオンにします。スプレーノズ
ルがオンになると、スイッチのライトが点灯
します。

6. スプレーノズルスイッチの|¿を押して、水
のo給を8止します。スプレーノズルがオフ
になると、スイッチのライトが消灯します。

3. スプレーノズルを本機の_から²り·し、
Â要な箇所を清掃してください。

のために:
hしたエアーや1をする{|、®¯°や
±²を³してください。
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トラブルシューティング
ê(
水が残る、またはまったく水を
©rしない

ÎÏ
スクイージーブレードの磨耗
スクイージーの調整にずれがあ
る
バキュームホースに詰まりがあ
る
バキュームファンフィルターが
汚れている
ごみがスクイージーにからまる

バキュームファンがオンになら
ない

スクイージーまたは汚水56タ
ンクへのバキュームホースが接
続されていないか損~している
タンクカバーがにまって
いない
汚水56タンクのシールが破れ
ている
汚水56タンクが満杯
汚水56タンクが泡で満杯

に排·された洗浄液がい、
またはまったく排·しない

洗浄性能がÃい

洗浄液タンクが空
洗浄液フローがオフになってい
る
洗浄液o給ラインに詰まりがあ
る
洗浄液ソレノイドに詰まりがあ
る
洗浄ブラシにごみが絡まってい
る
í\な洗Wまたはブラシが
用されている
洗浄ブラシが磨耗している
ブラシZがすぎる
ブラシZがíï等である
シリンダー洗浄ヘッドのブラシ
ドライブベルトが破損している
バッテリーTがÃい
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¯置
スクイージーブレードをローテ
ーションするかn換してくださ
い。
スクイージーを調整してくださ
い。
バキュームホースを洗浄してく
ださい。
フィルターを洗浄してください
。
スクイージーからごみを²り
いてください。
バキュームホースを接続する
かn換してください。
物が挟まっていないか確認して
ください。
シールをn換してください。
汚水56タンクを空にしてくだ
さい。
汚水56タンクを空にしてくだ
さい。
洗Wの を減らすか、ëの洗W
を用してください。
消泡Wを用してください。
洗浄液タンクに注水してくださ
い。
洗浄液フローをオンにしてくだ
さい。
洗浄液o給ラインを洗浄してく
ださい。
洗浄またはn換してください。
ブラシからごみを²りいてく
ださい。
\なブラシについてはテナン
ト社のサービス理にêい
わせてください。
洗浄ブラシをn換してください
。
洗浄ブラシ接îZを|げてくだ
さい。
洗浄ブラシを水pにしてくださ
い。
ベルトをn換してください。
T!が自S的にオフになるま
でバッテリーをTしてくださ
い。
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ê(
清掃能yがÃい（プレスイープ
オプションが装Yされた機種の
み）

ESシステムがSしない

FaSTシステムがSしない

ÎÏ
ブラシの毛の摩耗

¯置
ブラシをn換してください。

ブラシの)S機構にゴミが溜ま
っている

)S機構からゴミを²りいて
ください。

ホッパー満杯

ホッパーを空にしてください。

バキュームダストバッグが満杯

バキュームダストバッグをn換
してください。

リサーキュレーションスカート
に損~がある

リサーキュレーションスカート
をn換してください。

ブラシがí\

\なブラシについてはテナン
ト社のサービス理にêい
わせてください。

メインブラシドライブの故

テナント社のサービス理に
連絡してください。

ESボタンがオフになっている

ESボタンをオンにしてください
。

タンクのESセンサーに汚れが
あり、正しい}置にない

センサーを清掃し、正しい}置
にセットしてください。

ESポンプフィルターに詰まりが
ある

ESフィルターを清掃してくださ
い。

汚水56タンクの水}がÃすぎ
る

汚水56タンクの約ð まで水
をXれてください。

洗浄液タンクの水}がÃすぎる

洗浄液タンクに注水してくださ
い。

FaSTボタンがオフになっている

FaSTボタンをオンにしてくださ
い。
ÎÏを特Hし、15Aのサーキット
ブレーカーボタンをリセットし
てください。
コネクターとホースを温水に浸
し清掃してください。
FaSTパックをn換するか、o給
ホースを接続してください。
調整するには、FaST洗浄液シス
テムを5～10 Sさせてくださ
い。
オリフィス/スクリーンを²り»
し清掃してください。
テナント社理におêせく
ださい。
洗浄液タンクを排水し、フィル
タースクリーンを清掃してくだ
さい。
テナント社理におêせく
ださい。
モジュールを洗浄してください
（「ec-H2Oモジュールの洗浄手
」をÄ照）。
サービスセンターに連絡してく
ださい。
洗浄液ポンプをn換してくださ
い。

FaSTサーキットブレーカーが落
ちた
FaSTパックo給ホースまたはコ
ネクターに詰まりがある
FaSTパックが空または接続され
ていない
FaSTシステムが未調整

フローコントロールのオリフィ
ス/スクリーンに詰まりがある
ポンプの故
フィルタースクリーンに詰まり
がある
洗Wタイマーモジュールの故
ec-H2Oモデル:
警および故 インジケーター
ライトが赤で点滅している
ec-H2Oモデル:
警および故 インジケーター
ライトが赤で点灯している

T16 9008147（1-11）

モジュールに*物性の物質が
°積している
モジュールに詰まりがある
洗浄液ポンプが故

している
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_dの表には、3業のが記載されています。
O = オペレーター
T = ¥¦を§けた=
N¨

毎日

毎週
50操
時間
毎

©ª=

«¬
®

O

1

O

2

O
O

3
3

O

4

O

5

O

6

O

7

O

10

O

8

O

20

O

20

T
T

12
11

T

1

O

13

O

2

O

9

¯

サイドスクイージー
とリヤスクイージー
メインブラシ

°±

損f、磨耗の点検

損f、摩耗、ごみの点
検
汚水{|タンク
タンクの清掃
汚水{|タンク（ES ESフィルターの清掃
のみ）
洗浄液タンク（ESの 洗浄液Ê給フィルター
み）
の清掃
バキュームファンフ 清掃
ィルター
シリンダーブラシの 清掃
み： ごみトレー
プレスイープサイド 損f、摩耗、ごみの点
ブラシ
検
プレスイープメイン 損f、摩耗、ごみの点
ブラシ
検
プレスイープホッパ 清掃
ー
サイドブラシ
損f、摩耗、ごみの点
検
サイドブラシスクイ 損f、磨耗の点検
ージー
バッテリーセル
解液レベルの点検
スクイージーキャス 注油
ターのホイールピボ
ット
サイドスクイージー yりと水 の点検
とリヤスクイージー
プレスイープスカー 損f、磨耗の点検
トとシール
メインブラシ（シリンダ ブラシの~.方の/
ーF）
替え
FaST/洗浄液フィルター
清掃

²³/
´(µ


¯

-

3

-

2

-

1
1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

DW
SPL

3
4

-

6

-

4

-

2

-

1

スクリーン
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_dの表には、3業のが記載されています。
O = オペレーター
T = ¥¦を§けた=
N¨

©ª=

200操
時間
毎

T
T
T
T

500操
時間
毎
1000
操時
間毎

T
O
T

T

T

T

«¬
®

¯

°±

²³/
´(µ


¯

12 バッテリーの端と
ケーブル
14 シリンダーブラシの
ドライブベルト
15 プレスイープブラシ
のドライブベルト
17 ステアリングチェー
ン
18 バキュームファンモ
ーター
21 タイヤ
14 メインブラシモータ
ー

点検および清掃

-

12

損f、磨耗の点検

-

2

損f、磨耗の点検

-

2

注油およびÏ、損f
、摩耗の点検
モーターブラシの点検

GL

1

-

1 (2)

損f、磨耗の点検
モーターブラシの点検

-

3
2 (4)

20 サイドブラシモータ
ー

モーターブラシの点検

-

1

13 プレスイープメイン
ブラシモーター

モーターブラシの点検

-

1

-

1

9

（
¶から1000
·¸のに100·
¸¹）
（
¶から1000
·¸のに100·
¸¹）
（
¶から1000
·¸のに100·
¸¹）

FaSTインジェクター 1換
フィルター

潤滑油/補T液
DW .. 蒸留水
SPL .... 特殊潤滑W、Lubriplate EMBグリース（Tennantパーツ番01433-1）
GL .. SAE 90ウェイトギヤ潤滑W
: Úのひどい³では、$ÛÜWのÝを)Þする\]があります。
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ステアリングギヤチェーン
色のタッチポイント
本機にはシンプルな´理アイテムを示す色のタ
ッチポイントがあります。
これらのメンテナンスではÑ¹が要ありません
。

ステアリングギヤチェーンは、フロントタイヤの
真にあります。ステアリングギヤチェーンは20
0操時毎に注油してください。

リヤスクイージーキャスター
ñスクイージーキャスターのリヤスクイージーキ
ャスターピボットは、50操時毎に注油してく
ださい。
´
ステアリングチェーン
ステアリングチェーンは、コントロールパネルの
真|のステアリングコラムに²り/けられていま
す。ステアリングチェーンは200操時毎に注
油してください。
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バッテリー
^ のために：をする01は、を}
ºな»にVめてスイッチをりキーをgりして
ください。パーキングブレーキがJされている
01はパーキングブレーキをかけてください。
バッテリーÒÓは適¢に点検整'されているかど
うかにより異なります。バッテリーを長く*用す
るためには、次の点に注!してください。

u~にず解液レベルがバッテリープレート
のわずかにWであることを確認してください。液
量がÖないo?は、蒸留水を補給してください。
/れすぎないでください。u時に解液が膨Ï
し、溢れるo?があります。u.、確認用チュ
ーブの約3mmdまで蒸留水を補給できます。

Before Charging

After Charging

− バッテリーのuはH日H{までとし、15#
_W*用した.に行ってください。
− バッテリーを部#的に放した状mで長期間
放置しないでください。
− ガスがたまらないように、通気のよいopで
バッテリーをuしてください。温が
27℃_dのopでバッテリーをuしてくだ
さい。
− バッテリーのuがÃÔしてから本機を*用
してください。
− 液A(湿A)鉛酸バッテリーの解液レベルを
毎週点検し、適¢に維持してください。
解液レベルの点検
湿A/鉛酸バッテリーは、次に示すように、&期
的な補水を要とします。液A(湿A)鉛酸バッテ
リーは、毎週、解液レベルを確認してください
。
湿A/鉛酸バッテリーが装'されているマシンの
バッテリー解液レベルは毎週点検してください
。

：はバッテリーキャップがしく り
けられていることをしてください。バッテ
リーに !の"いがすることがあります。
これは#$ありません。
メンテナンスフリーバッテリー
メンテナンスフリー（×閉FAGM）バッテリー
は補水がØ要です。清掃や日9の整'点検などは
要です。
ÄÅの/ÆÇ
約200時間*用した.、バッテリーの接続に緩み
がないか点検し、バッテリーが腐しないように
、端、ケーブルおよびケーブルクランプをQむ
、バッテリーの表を清掃してください。洗浄ブ
ラシにはベーキングソーダと水の濃のい混?
液を*用してください。バッテリー清掃vは、バ
ッテリーキャップをり`さないでください。

08247

^ のために：をする01は、½¾
¿Àをバッテリーにづけないでください。バッ
テリーのÁにÂれないでください
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バッテリーの()（bKÈ()*）
ÉÊ：()に、()*のËbがバッテリーのA
にÌ`にËbされているかÍaしてください
1. 本機を換気の良いÙ燥した水
qさせます。

5. uGコネクターをリモートバッテリーu
コネクターにÉし込んでください。

なopまで移

2. 本機を¡止し、源を¢ってください。
^ のために: からÎれる01または
をう01は、を}ºな0に5め、)+
をり、キーをÏいてください。

3. 運転を持ちWげ、シートサポートバ
ーで»&してからアクセサリボックス
とトレーをり`してください。

jk：バッテリ ー は}~ガスをしま
す。tuやuoの23があります。oや
oをづけないでください。()はカ
バーを けたにしてください。
：バッテリーを1に23した4に、
1の「56コード」ライトが-8する、56
コードの9:について、1メーカーのマニュ
アルを/0してください。
6. テナント社製のuGは自q的にqしま
す。バッテリーのuがÃÔすると、テナン
ト社製のuGは自q的にオフになります。

：%にバッテリーの&'レベルが+,
であることをしてください。
「&'レベルの-.」を/0してください。

7. uGの源を¢った.、リモートバッテリ
ーuコネクターからuGコネクターを`
してください。

4. uGの AC 源コードを適¢に設置された
コンセントにÉし込んでください。

ÐÑ：()*を しているときは、()*の
DC コードをのソケットからさないでくだ
さい。アークÓ)がÔじることがあります。()
をÕする01は、まず、AC )+コードをし
てください。
8. 運転をろしてください。
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バッテリーの()（LMÈ()*）
ÉÊ： ()に、 ()*のËbがバッテリ ー
のAにÌ`にËbされているかÍaしてくださ
い。 「の
」を«¬してくださ
い。
1. 本機を換気の良いÙ燥した水
qさせます。

5. 搭載FuGはバッテリーのuを開しま
す。uサイクルが開すると、インジケー
ターライトは赤、、緑とÜします。緑の
インジケータライトが点灯すると、uサイ
クルがÃÔします。

なopまで移

2. 本機を¡止し、源を¢ってください。
^ のために: からÎれる01または
をう01は、を}ºな0に5め、)+
をり、キーをÏいてください。

3. 運転を持ちWげ、シートサポートバ
ーで»&してからアクセサリボックス
とトレーをり`してください。
uGはÝを検tするとエラーコードを表示し
ます（「CD1のエラーコード 」Þ照）。
6. 搭載FuGをÛのコンセントからßき、
コードをàいて、バッテリーÇに|納しま
す。
7. 運転をろしてください。

：67にバッテリーのレベルが=であるこ
とをしてください。する、「レベルの
」をB してください。
4. 搭載FuGのコードを適¢に設置されたÛ
のコンセントにÉし込みます。

!：バッテリーは3ガスを5します。
や の7があります。 や :をづ
けないでください。=>は、バッテリー?の
カバーをけたままにしてください。
：>には、?@はABしません。
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LMÈ()*のエラーコード
Ö×コード
bat

ØÙ
バッテリーケーブルの緩みまたは損f。

E01

バッテリーが最áªレベルを超えていま
す。
許l最áªレベルを超えています。u
サイクルがâãされます。
78サーモスタットが最áY部温を超え
ています。uサイクルがâãされます。

E02

E03

SCt
Srt

ÚÛµ
バッテリーケーブルの接続を点検して
ください。
措置はØ要です。
措置はØ要です。

uGの通気Tがäがっていないこと
を確認します。 ã物をりいてく
ださい。
u相の最á時間を超えています。硫酸
uサイクルを繰り返してください。
によってバッテリーが"#uされてい
エラーコード E03 がåび現れるo?
ないか、バッテリーが故 しています。u
は、バッテリーをチェックするか1換
サイクルがâãされます。
します。
78タイマーが最áu時間を超えている。 バッテリーを1換してください。
uサイクルがâãされます。
起こり るY部短絡。
テナント社のサービスæ理Pに連絡し
てください。
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LMÈ()*のËb
本機に搭載FuGが搭載されているo?、u
GはÑoで正しく設&されています。本機にçの
バッテリーがりけられているo?、u~に
新しいバッテリーに?わせて設&をÜ更する要
があります。 uGが適¢に設&されていない
と、バッテリーを損fすることがあります。

設&をÜ更するには、uGのプラグをßき、ス
イッチにアクセスできるようにディスプレイラベ
ルの角をはがします。リセットするときは、u
Gのコードを`してください。

バッテリーの種については、バッテリーラベル
をÞ照してください。バッテリーラベルが貼られ
ていないo?は、バッテリー製造業者におÝい?
わせください。
uGの設&を確認するには、uGコードを
源コンセントに接続します。コードが接続される
と、 uGは_dの H 連のコ ー ド（3桁＋コ
ード）を表示します：
A = u
U =バッテリーª
h = u時間
C = uアンペア時（Ah）
E = *用エネルギー（Kwh）
“GEL" または “Acd" = uGに現設&され
ているバッテリータイプu~に、バッテリ
ータイプと表示YlがH致していることを確
認してください：GEL=×閉A、 Acd=湿A
（鉛蓄）。

バッテリーの正しい設&にスイッチを調整しま
す。
鉛酸 240 Ah:

コードを確認するには、矢éボタンを©します。
uGのバッテリータイプ設&を決&するには、
バッテリータイプコードをÞ照します。
鉛酸 360 Ah:

×閉A:
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LMÈ()*ヒューズのÞß
^ のために: からÎれる01または
をう01は、を}ºな0に5め、)+
をり、キーをÏいてください。

5. 搭載FuGを本機に»&しているハードウ
ェアをり`してください。

15 アンペアのヒューズが搭載FuGをb護し
ます。んだヒューズを1換するには、_dの指
示に%ってください。指&されたíよりいアン
ペアíのヒューズに1換しないでください。

1. 運転を持ちWげ、シートサポートバ
ーで»&してからアクセサリボックス
とトレーをり`してください。

6. ヒューズにアクセスするため、搭載FuG
をÆ重にりtします。
7. ヒューズキャップをり`し、ヒューズを1
換します。

2. ÛコンセントからuG AC 源コードをß
いてください。
jk: à)の23。をする
に、()*をÏいてください。
3. バッテリーからバッテリーケーブルをり`
してください。
^ のために：をするときは、á
にバッテリーÄÅをgりしてください。

8. 搭載FuGとサイドパネルを、å本機に
りけます。

4. サイドパネルを本機に»&しているハードウ
ェアをり`し、本機からサイドパネルを
り`してください。
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FLOW-RITE t
バッテリーâã}システム（オプション）
オプションの Flow-RiteバッテリーA散水シス
テムは、バッテリーの適¢な解液レベルをb持
するための78かつ簡ïな方法を提Êします。

3. 給水ホースをフィルレギュレーターに接続し
ます。
：バッテリーのEFをGHするためには、IJ
がKLです。Mに、バッテリーNOPのLQを
RたしたIを してください。

：バッテリーSTIシステムへのVIは、Mに
7.57L /W （2 ガロン/W）[\でなければなりま
せん。VII]をするには、パージャーを
してください。^_については、Flow-Rite の
オペレーターマニュアルを/0してください。
100 時間の*用毎に、バッテリーA散水システム
のホ ー スと接続の損fや磨耗を点検してくださ
い。
^ のために: からÎれる01または
をう01は、を}ºな0に5め、)+
をり、キーをÏいてください。
1. 運転を持ちWげ、シートサポートで»&し
てください。
2. バッテリーA散水システムを*用する~に、
バッテリーをÃ8にuしてください。 u
~にバッテリーに水をðえないでdさい。 u
時に解液レベルが膨Ïし、 溢れることが
あります。 「バッテリーのu（&置Fu
G）」 または 「バッテリーのu（搭載F
uG）」を/0してください。
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4. バッテリーフィルチューブからダストカバー
をり`し、フィルレギュレーターに接続し
ます。
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5. 給水を開します。フローインジケーターY
部の赤いボールが{転します。バッテリーが
満杯になると、赤いボールの{転は止まりま
す。

6. フィルレギュレーターからバッテリーフィル
チューブをり`します。
7. 給水を終Ôします。
8. 給水.、バッテリーフィルホースのダストキ
ャップを1換し、.で*用するためにフィル
レギュレ ー タ ー をb管opにñしてくださ
い。

1
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HYDROLINK[
バッテリーâã}システム（オプション）

_dの説明は、オプションのHydroLINK
バッテリーA散水システムを装'したモ
デルに適用します。

オプションのHydroLINKバッテリーA散水システ
ムにより、バッテリーの適¢な解液レベルを7
8かつ簡ïにb持できます。 本製は、Trojan [
湿A/鉛酸バッテリーò用に設計されています。

100時間の*用毎に、バッテリーA散水
システムのホースと接続の損fや磨耗を
点検してください。

3. uÃÔ.は、バッテリーカバーのWにある
解液レベルインジケーターでuの状mを
確認してください。
レベルインジケーターが白のo?は、_dに
示す方法で水を追ðしてください。
インジケーターがのo?は、解液レベル
は正9です。水を追ðする要はありません
。

4.. バッテリーÇYにバッテリーフィルホ
ースカプラが装'されています。
ダストキャップをはずし、$qポンプ
のホースを接続します。

78のために:
本機かられるo?または本機の点検整
'を行うo?は、本機を らなopに止
めて源を¢り、キーをり`してくだ
さい。
1. 運転を持ちWげ、シートサポートで
»&してください。
2. バッテリーA散水システムを*用する
~に、バッテリーをÃ8にuしてく
ださい。
u~にバッテリーに水をðえないで
dさい。u時に解液レベルが膨Ï
し、溢れることがあります。
「バッテリーの」（9a1） ま
たは「バッテリーの（CD1）

5. $qポンプのホースのもうH端を蒸留
水タンクに挿/します。

」を/0してください。

Distilled
Water
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6. $qポンプの球部#を握って放すq
を繰り返し、液を注/します。
満タンになるとインジケーターがに
Üわります。

7. 給水.、バッテリーフィルホースのダ
ストキャップを1換し、_も*用で
きるように$qポンプホースをバッテ
リーÇにñしてください。

T16 9008147（10-2014）

61

}~
サーキットブレーカー
サーキットブレーカーは、5路が過負荷になった
に流を+断するように設計されたÐ時的な
護装置です。サーキットブレーカーがSした
は、ブレーカーを7温に戻してから、手Sで
リセットボタンを押してリセットしてください。
サーキットブレーカー1から10は、バッテリーâ
のPにあります。

サーキットブレーカー11から19は、気パネルに
あります。

サーキットブレーカーは、SÎÏの過負荷が解
消されるまで流を+断し続けます。
サーキットブレーカーと護ò象の気ºを|
記の表に示します。
サーキッ
ト
ブレーカ
ー

d¶

CB1

2,5 A

R

CB2

2,5 A

キースイッチきーすいっち

CB3

2,5 A

スイープコントロール（オプ
ション）

CB4

2,5 A

メインの水、FaST、ES、ホー
ン

CB5

2,5 A

洗Wメーター（オプション）

CB6

2,5 A

サイドブラシ（オプション）

CB7

15 A

FaST ./
ESポンプ（オプション）

CB8

20 A

ブラシ（オプション）

CB9

2,5 A

ec-H2O（オプション）

CB10

2,5 A

ec-H2Oポンプ（オプション）

CB11

15 A

ライト（オプション）

CB12

2,5 A

ヘッドライト/テールライト（
オプション）

CB13

2.5 A

ヘッドガードフラッシュライ
ト（オプション）

CB14

15 A

®されている2·

スプレーノズル （オプショ

ン）

サーキットブレーカー20は、汚水56タンクの
に²り/けられたオプションのライトアセンブリ
ーの¿にあります。

62

CB15

2,5 A

フラッシュライト（オプショ
ン）

CB16

15 A

プレスイープ（オプション）
ぷれすいーぷおぷしょん

CB17

オープ
ン

特殊用途用Y

CB18

オープ
ン

特殊用途用Y

CB19

25A

スイープバキュームファン（
オプション）

CB20

25A

_退アラームライト（オプシ
ョン）
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)Pâモーター

バキュームファンモーターのカーボンブ
ラシは、500操時間毎に点検してくだ
さい。
メインブラシモーターのカーボンブラシ
、プレスイープメインブラシモーター、
サイドブラシモーターは、*用開から1
000操時間.と、最¬の点検.は100操
時間毎に点検してください。カーボン
ブラシの点検期については、次の表を
Þ照してください。
カーボンブラシの

æç
·¸

メインブラシモーター

1000*

プレスイープメインブラシモー
ター

1000*

サイドブラシモーター（オプシ
ョン）

1000*

バキュームモーター

500

*カーボンブラシは、 cdから1000eA>f
がghしたijのkl、100eA>fmに-.
してください。
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()ブラシ
本機には、ディスクまたはシリンダー洗浄ブラシ
が装Yされています。洗浄ブラシは、毎日ブラシ
やブラシのドライブハブに絡まったワイヤや糸く
ずを点検してください。また、ブラシやパッドに
損~、磨耗がないか点検してください。
ディスクブラシとパッド
清掃ó果がなくなったパッドは1換してください。清掃
ó果がなくなったブラシまたは毛が色のéまで摩耗し
たブラシは1換してください。

洗浄パッドはパッドドライバーに²り/けて用
してください。洗浄パッドは、センターディスク
でHされています。パッドのÖ¿を洗浄に用
できます。パッドを裏返してqò¿を用できま
す。

ディスクブラシまたはパッドドライバーのn換
1. 洗浄ヘッドをげます。
2. 本機の源を\ってください。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
3. スクイージーサポートドアのÇ¿をけます
。

4. スプリングハンドルが見えるまでブラシを5
します。

用した洗浄パッドは、すぐに石,水で洗浄して
ください。パッドはZ水で洗浄しないでくださ
い。パッドは、óるすかpらに置いてÙかしてく
ださい。
:
ブラシとパッドは、\ず'àにáâしてください
。'àにáâしないと、ブラシとパッドの01
のバランスがãくなります。
5. スプリングハンドルを握って、ブラシをに落とし
ます。ブラシを洗浄ヘッドのdÁからり`します
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6. ブラシスプリングを開いておくと、新しいブ
ラシをより簡ïにけできます

ディスク洗浄パッドのn換
1. 本機からパッドドライバーを²り»します。
2. スプリングクリップをÖ¿から摘んで押し、
パッドドライバーからセンターディスクを²
り»します。

7. 新しいブラシを洗浄ヘッドのdÁに©し/れ
て、ブラシドライブソケットをブラシドライ
ブハブと置?わせし、ブラシがハブに»&
されるようブラシをブラシドライブハブのW
に持ちWげます。

8. ブラシがしっかりブラシドライブハブに²り
/けられていることを確認してください。

3. パッドドライバーから洗浄パッドを²り»し
ます。

9. スクイージーアセンブリーのÇ¿をじ、
Hします。

4. 洗浄パッドを裏返すか、n換します。洗浄パ
ッドをパッドドライバーのôに置き、セン
ターディスクをÉどおり²り/けて、パッド
をパッドドライバーにHします。

10.もうÐ方のブラシでÚじ手を繰り返します
。

5. 本機にパッドドライバーを²り/けます。
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シリンダーブラシ

4. ブラシを洗浄ヘッドから²り»します。

50操時毎に、P_のブラシをXれ替えてくだ
さい。
清掃³果がなくなったらブラシをn換してくださ
い。
:
äåしたブラシはæでáâしてください。çのè
さがéなると、01がê±します。
シリンダー洗浄ブラシのn換
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
1. サイドスクイージーサポートドアをけます
。
2. アイドラープレートのリテーナハンドルを持
ちげて、リテーナリングをアイドラープレ
ートのフックから²り»します。

5. ブラシを2ãに洗浄ヘッドのõにNけて
-置します。新しいブラシをドライブハブに
²り/けます。
6. ブラシを/れ替えるo?、~.のブラシがô
等に磨耗するように9に~.H緒に/れ替え
てください。ブラシは逆に/れ替えることも
できます。

A

B

Before

3. アイドラープレートを洗浄ヘッドから²り»
します。

B

A

After

注：
ÍÌのアイドラープレートまたはブラシ
を/れ替えないでください。/れ替えた
o?、訓練をけた³±者による調整が
要となります。
7. 洗浄ヘッドのもうÐ方のブラシで、この手
を繰り返します。
:
01ヘッドのÇëには、ìíがîïされていま
す。アイドラードアにはðじìíがîïされてい
ます。ドアをñどおり!りwけるときは、アイド
ラードアのîïのìíがスクラブヘッドのìíと
'òすることを¼してください。
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サイドブラシ（オプション）

3. サイドブラシスクイージーアセンブリーを本
機にHするノブを²り»し、スクイージー
アセンブリーを本機から²り»します。

毎日、サイドブラシの磨耗や損~を点検してくだ
さい。サイドブラシやサイドブラシのドライブハ
ブに絡まった糸くずやワイヤを²りいてくださ
い。
サイドブラシの¸¹
清掃ó果がなくなったパッドは1換してください。清掃
ó果がなくなったブラシまたは毛が色のéまで摩耗し
たブラシは1換してください。

4. スプリングハンドルを押し、サイドブラシを
に落とします。

1. 本機をRSし、サイドブラシスイッチを押し
ます。
2. サイドブラシがサイドガードの|から5り·
し、サイドブラシアセンブリーがに|がる
Pに本機を8止します。
5. サイドブラシをサイドブラシアセンブリーか
ら²り»します。
6. ブラシスプリングを開いておくと、新しいブラシを
より簡ïにけできます。

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
7. 新しいサイドブラシをサイドブラシアセンブ
リーの|に置き、サイドブラシをサイドブラ
シハブのに持ちげて、ブラシをハブに
Hします。

T16 9008147（11-2015）

67

}~
8. サイドブラシスクイージーアセンブリーをサ
イドブラシアセンブリーのにÉどおり²り
/けます。

4. ブラシのôに手をXれ、ハブアセンブリー
からコッターピンを²り»します。

プレスイープブラシ
プレスイープアセンブリーには、 ディスクサイド
ブラシとシリンダーメインブラシが装Yされてい
ます。ブラシは、ブラシやブラシのドライブハブ
に絡まったワイヤや糸くずを、毎日点検してくだ
さい。毎日、ブラシの損~や磨耗を点検してくだ
さい。
プレスイープディスクブラシの¸¹
清掃³果がなくなったらブラシをn換してくださ
い。
1. 源スイッチをXれます。
2. プレスイープスイッチを押して|の}置にし
、プレスイープアセンブリーをげて清掃を
8止します。

5. サイドブラシをプレスイープアセンブリーの
|¿から²り»します。
6. 新しいサイドブラシをプレスイープサイドブ
ラシアセンブリーに²り/けます。

3. 本機の源を\ってください。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
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プレスイープシリンダーブラシの¸¹
清掃³果がÃ|したらブラシをn換してください
。

5. プレスイープサイドスカートとサイドスカー
トプレートをプレスイープアセンブリーに
Hする3つのノブを²り»します。

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
1. 本機の源を\ってください。
2. プレスイープアセンブリーカバーをき、
いたカバーをHします。
3. Çブラシアームノブを緩めて²り»します。

6. サイドスカートプレートとサイドスカートを
プレスイープアセンブリーから²り»します
。

4. Çブラシアームを²り»します。

7. シリンダーブラシを²り»し、新しいブラシ
とn換します。

8. 新しいブラシの溝が/いた端をドライブハブ
に²り/けます。
9. サイドスカート、サイドスカートプレート、
ÇブラシアームをÉどおり²り/けます。
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FaSTシステム

5. FaSTo給ホースをFaSTパックホースコネクタ
ーに²り/けます。

FaSTパックの¸¹

6. FaSTシステムで数
泡立てます。

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
1. 運転Eを持ちげ、シートサポートバーで
Hしてください。

洗浄し、洗Wを÷ に

FaSTº»ホースコネクターの¥¦
洗Wの着があるは、コネクターを温水に浸
してください。FaSTパックが²り/けられていな
いのコネクターの詰まりを止するために、
o給ホースコネクターを管プラグに²り/けて
管してください。

2. FaSTo給ホースコネクターのボタンを摘んで
押し、空のFaSTパックをコンパートメントか
ら²り·してö棄します。

FaSTインジェクターフィルターの¸¹
FaSTインジェクターフィルターは、本機を1000時
運転する毎にn換してください。フィルターを
n換するPに、洗浄液タンクを空にしてください
。

3. 新しいFaSTパックのミシン目の を\り²
ります。FaSTパックから洗Wバッグを²り»
さないでください。FaSTパックのÈからホ
ースコネクターをrき·し、コネクターのホ
ースキャップを²り»します。
:
FaSTパックó0は、FaSTシステムによる01x
aの0です。qônを`aしないでください。
õの0を`aすると、FaSTシステムがz{する
になります。
4. FaSTパックをFaSTパックブラケットに²り/
けます。
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ec-H2Oモジュール()¼½

4. ec-H2Oマニホールドに接続されたホースから
、·õホースを²り»します。

この手は、アラームが"り ec-H2Oシステムのイ
ンジケーターライトが点滅した時だけÅ行してく
ださい。
のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。
1. 運転Eを持ちげ、シートサポートバーで
Hしてください。
2. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り»し
ます。
5. Pの手で·õホースから²り»したec-H2O
マニホールドホースにドレンホースを²り/
けます。

3. ec-H2Oâからドレンホースを²り»します。

6. ドレンホースを空のx!にXれてください。
7. ホワイトビネガーまたはライスビネガーを約
7,6リットル（2ガロン）洗浄液タンクに注い
でください。
のために:
ビネガー（¿）をÀうときは、®¼Áと®¯
°を³してください。
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8. キーをオン（I）の}置に5してください。

9. ec-H2Oモジュールフラッシュスイッチをオン
にして、洗浄サイクルをRしてください。

:
01サイクルがö÷すると（Å7P）、¥Z¦
にモジュールのがøれます。システムのイン
ジケーターライトとアラームをùúするには、モ
ジュールを"#に7しなければなりませ
ん。
10. きれいなÍ水を約7,6リットル（2ガロン）洗
浄液タンクに注いでください。
11. フラッシュスイッチをオンにして、モジュー
ルに残ったビネガーを洗い流してください。
1～2 _、フラッシュスイッチを押し、
モジュールを8止してください。
12. ec-H2Oマニホールドホースからドレンホース
を²り»します。
13. ·õホースを洗浄ヘッドに接続し、ec-H2Oマ
ニホールドホースに接続してください。
14. ec-H2OâにÉどおりドレンホースを6納しま
す。
15. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り/け
ます。
16. 運転Eのカバーをめてください。
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スクイージーブレード

3. Ö方のスクイージー²り/けハンドルを緩め
ます。

毎日、スクイージーブレードの損~や磨耗を点検
してください。ブレードが磨耗したら、エッジを
逆にするか|を逆にして、新しい拭き²りエッ
ジの を用してください。すべてのエッジが
磨耗したら、ブレードをn換してください。
様々な種%の表を洗浄する、毎日、スクイ
ージーブレードのqりを点検してください。リヤ
スクイージーは、50操時毎に水pを点検して
ください。
リヤスクイージーブレードの¸¹（またはローテ
ーション）
1. 洗浄ヘッドを|げてください。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
2. バキュームホースをリヤスクイージーアセン
ブリーから²り»してください。

4. 本機からリヤスクイージーアセンブリーを²
り»します。
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5. リテーナラッチを緩め、リテーナをスクイー
ジーアセンブリーから²り»します。

8. »¿のフレームから¿のフレームを²り»
します。

6. スクイージーアセンブリーからスクイージー
を²り»してください。

9. »¿のフレームからスクイージーを²り»し
てください。

7. Ö方のリテーナをスクイージーアセンブリー
から»に滑らせて»します。

10. Xれ替えたスクイージーブレード、または新
しいスクイージーブレードを»¿のフレーム
に²り/けます。スクイージーが、に»
¿のフレームのñタブに6まっていることを
確認してください。
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11. ¿のフレームをスクイージーのに²り/
け、»¿のフレームに²り/けます。¿の
フレームと»¿のフレームがぴったり6まる
ことを確認してください。

12. Ö方のリテーナをスクイージーアセンブリー
に²り/けます。

14. リテーナのヒンジ端を¿のフレームのフ
ックに挿Xします。

15. スクイージーにリテーナを²り/け、ラ
ッチをスクイージーアセンブリーのqò¿に
Hします。

13. Xれ替えたスクイージーブレード、または新
しいスクイージーブレードを¿のフレーム
に}置決めします。スクイージーが、¿の
フレームのñタブに確Åに²り/けられてい
ることを確認してください。
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リヤスクイージーの1q
スクイージーブレードが、洗浄する表をï
等に洗浄するためには、スクイージーの水pが
\です。pøで水pなで調整してください。
1. スクイージーを|げ、本機を数メートルP進
させ、ゆっくり8止します。

5. チルト調整ノブをÇ（q時計5り）に5すと
、スクイージーブレードのÖ端のqりが さ
くなります。
チルト調整ノブを（時計5り）に5すと、
スクイージーブレードのÖ端のqりがきく
なります。

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
2. スクイージーブレードで、スクイージー
のqりを点検してください。
3. ブレードのqりがï等ではない、チ
ルト調整ノブを用して調整してください。
スクイージーの-ûをüÜしているときは、
バキュームホースをスクイージーフレームか
らりさないでください。
4. スクイージーの水pを調整するには、チルト
ロックノブを緩めます。

6. チルトロックノブを締めます。
7. 調整_、スクイージーを|げて本機をP進運
転し、スクイージーブレードのqりを確
認してください。
8. Â要にÁじて、スクイージーブレードのqり
を調整してください。
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リヤスクイージーブレードのりのq
qりとは、本機がP方にSいたときにスクイージ
ーブレードのが曲がるいのことです。最
のqりでを拭き²る状態が、スクイージーの
最なqり状態です。

3. スクイージーブレードのqりを調整する
には、ロックノブを緩めます。

:
ýりをüÜするに、スクイージーが-ûである
ことを¼してください。「リヤスクイージーの
-ûüÜ」を参照してください。
1. スクイージーを|げ、本機を数メートルP進
させ、ゆっくり8止します。
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
2. スクイージーブレードのqりまたは「曲がり
」のいを確認してください。滑らかな
を洗浄するの\なqりは、12mm です。
ùúのあるを洗浄するの\なqりは
、15mmです。

4. 調整ノブをÇ（q時計5り）に5すとqりが
きくなり、（時計5り）に5すとqりが
さくなります。

5. ロックノブを締めます。
6. 調整_、本機をP進運転し、スクイージーブ
レードのqりを点検してください。
7. Â要にÁじて、スクイージーブレードのqり
を調整してください。
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サイドスクイージーブレードの¸¹またはローテ
ーション

5. サイドスクイージーアセンブリーからスクイ
ージーを²り»してください。

1. Â要にÁじて、洗浄ヘッドをげます。
のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。
2. サイドスクイージーサポートドアをけます
。

6. ローテーションしたリヤスクイージーブレー
ド、または新しいリヤスクイージーブレード
をサイドスクイージーアセンブリーに²り/
けます。
7. サイドスクイージーアセンブリーにリテーニ
ングバンドをかけてください。
3. サイドスクイージーアセンブリーからリテー
ニングバンドのラッチを»してください。

8. サイドスクイージーアセンブリーにリテーニ
ングバンドを²り/けてください。
4. サイドスクイージーアセンブリーからリテー
ニングバンドを²り»してください。
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9. 洗浄ヘッドのもうÐ方のサイドスクイージー
で、この手を繰り返します。
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サイドブラシスクイージーブレードの¸¹または
ローテーション（オプション）
サイドブラシスクイージーブレードの損~や摩耗
を、毎日点検してください。û端がブレードのð
{|の´さに磨耗または損~しているは、
ブレードをn換してください。

3. サイドブラシスクイージーアセンブリーを本
機にHするノブを²り»し、スクイージー
アセンブリーを²り»します。

1. 本機をRSし、サイドブラシスイッチを押し
ます。
2. サイドブラシがサイドガードの|から5り·
し、サイドブラシアセンブリーがに|がる
Pに本機を8止します。

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
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い。
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5. スクイージーフレームからスクイージーブレ
ードとリテーナを²り»します。

：スクイージーを り す%に、スクイージー
フレームに りけられたスクイージーのスロッ
トをしてください。
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：スクイージーブレードには、スクイージーブ
レードのnりをopするためのスロットが2qあ
ります。rらかなsのは、スクイージーのn
りが12mmになるように りけてください。t
uのあるsのは、スクイージーのnりが15m
mになるように りけてください。
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6. ローテーションしたスクイージーブレード、
または新しいスクイージーブレードとリテー
ナをサイドブラシアセンブリーに²り/けま
す。

7. サイドブラシリテーニングバンドのラッチを
締めてください。

8. サイドブラシスクイージーアセンブリーをサ
イドブラシアセンブリーのにÉどおり²り
/けます。
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スカートとシール
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

プレスイープリヤスカート（オプション）
プレスイープリヤスカートは、リサーキュレーシ
ョンスカートとメインスイープブラシの_¿にあ
ります。

プレスイープサイドスカート（オプション）
サイドスカートは、プレスイープアセンブリーの
Ö¿にあります。サイドスカートは、すれすれ
に接触するように²り/けてください。

50操時毎に、スカートの摩耗や損~を点検し
てください。

50操時毎に、スカートの摩耗や損~を点検し
てください。
プレスイープリサーキュレーションスカート（オ
プション）
プレスイープリサーキュレーションスカートは、
メインスイープブラシの_¿にあります。

50操時毎に、スカートの摩耗や損~を点検し
てください。
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ベルトとチェーン
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

シリンダーブラシのドライブベルト
ブラシのドライブベルトは、シリンダーブラシ洗
浄ヘッドに/いています。200操時毎に、ベ
ルトの摩耗や損~を点検してください。

プレスイープブラシのドライブベルト（オプショ
ン）
プレスイープブラシのドライブベルトは、シリン
ダーブラシの¿のプレスイープアセンブリー
にあります。200操時毎に、ベルトの摩耗や
損~を点検してください。

タイヤ
のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。
本機には、ゴム製ソリッドタイヤが3本、それぞ
れP¿に1本、_¿に2本装着されています。500
操時毎に、タイヤの摩耗や損~を点検してく
ださい。
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のèn・êし・ëì
のèn・êし
本機が故 したo?、~方・.方のどちらからで
も©したり牽hすることができます。

3. 積み込みが水 でないo?、または¾よ
り380mm _Wのさがあるo?、本機の積
み込みにはウィンチを*用してください。
積み込みが水 で、¾から380mm _d
であるo?は、本機を運転しながらトラック
またはトレーラーに積むことができます。

本機を牽hまたは©す~に、パーキングブレーキ
を解してください。ブレーキを解するには、
Zöブレーキレバーとハブとの間にFドラ
イバーの÷端をÉし込んでください。パーキング
ブレーキを解すると、本機を自由にqかすこと
ができます。

^ のために：をトラックまたはトレーラー
にçみóろしする·は、ウィンチを してくだ
さい。çみöみが}ºでなく、÷から380mm
føある01は、をしながらトラックま
たはトレーラーにçみóろししないでください。

本機を移q（©すまたは牽h）するo?は ごく
短い距に&し、3,2kPa/h（2 mph）のを超
えないようにしてください。本機は、長い距や
速で©したり牽hしたりするようには設計され
ていません。

4. トラックまたはトレーラーにウィンチで載せ
るには、ウィンチのチェーンをスタビライザ
ーの脚部にりけます。

ÐÑ！をíîÎïPしないでください。ð
JKに-.をnきñこすことがあります。
本機の移q.は、Zöブレーキレバーとハブ
との間にÉし込んだドライバーをすぐにり`し
てください。 パーキングブレーキを解したま
ま、本機を操しないでください。
^ のために： ブレーキをòしたまま
をしないでください。
のëì
1. スクイージー、洗浄ヘッド、ブラシをWげま
す。
^ のために: をトラックまたはトレーラー
にçみóろしするôは、çみóろしにタンクを
õにしてください。

5. 本機はトラックまたはトレーラーのフロント
部にできるだけ近づけて配置してください。
本機がトラックまたはトレ ー ラ ー のvù線
からそれてqしたo?は、 いったん¡止さ
せ、ステアリングホイールを{して本機をv
ùにñしてください。

2. 本機をトラックまたはトレーラーの積み込み
Tにつけます。
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6. 洗浄ヘッドを|げ、タイヤに輪留めを²り/
けます。本機をトラックまたはトレーラーに
HàでしっかりとHして輸送してくださ
い。

7. 積み込みが水pでない、またはîよ
り380mm（15
in）{のさがある、本機の積み.ろ
しにはウィンチを用してください。

^ のために: をトラックまたはトレーラー
にçみóろしするôは、をùってúbする
にÚÛヘッドとスクイージーをýげてください。

積み込みが水pで、îから380mm（15
in）{|のは、
本機を運転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。

フロントのH}置は、スタビライザーの脚
です。

のために:
67をトラックまたはトレーラーからÂろすとき
は、ウィンチをしてください。ÃみÄみが
1でなく、Åから380mm（15in）Æ+の{|
は、
67をGHしながらトラックまたはトレーラーか
らÂろさないでください。

_のH}置は、フレームの穴です。
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67のジャッキアップ

ÍÎÏ

のために: 67からzれる{|または}~
をUう{|は、67を1な{に[め、パー
キングブレーキをかけてをり、キーを い
てください。

本機を長期間b管するo?は、_dに注!してく
ださい。

本機をジャッキアップするPに、汚水56タンク
と洗浄タンクを空にしてください。

1. バッテリーのÒÓをúばすため、本機をb管
する~にバッテリーをuしてください。バ
ッテリーは月にHuしてください。
2. b管時はバッテリーをり`してください。
3. 洗浄液タンクと汚水{|タンクをÃ8に空に
し、洗浄してください。
4. スクイ ー ジ ー と洗浄ヘッドは浮かしたまま
で、Ù燥したopに本機をb管してくださ
い。
ÐÑ：にþがかからないよう、屋°に管し
てください。
5. 汚水{|タンクのカバーを開き、空気のû環
をよくしてください。
6. 本機をüý¾でb管するo?は、「þ結
止」に%ってください。
：vwをxぐために、?@をyzB{や|}の
いない~でしてください。

のために:
67を}~するときは、67のタイヤをÇÈ
めで[めてからジャッキでÉちげてください。
67のÊlをËえられるホイストまたはジャッキ
をしてください。67はÌdの{でのみジ
ャッキでÉちげてください。67をジャッキス
タンドでËえてください。
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ÐÑÒ[（オプションのec-H2OシステムをMし
ていない7Ó）
のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。
1.

7. 源スイッチをXれます。
8. 1-STEPボタンを押してください。

FaSTを装Yした機種:
FaSTパックを²り»してください。

2. 洗浄液タンクと汚水56タンクをに空に
してください。
3. フレームÈにあるソレノイドバルブポート
からホースを²り»し、残っている洗浄液を
システムから抜き²ってください。
9. 洗浄液の流 が最の設Hになるまで、 01
2ボタン（+）を繰り返し押してくださ
い。

4. 13,8～27,6kPa（2～4psi）にZしたエアー
または水を用して、²り»したホースから
洗浄液の残りを²りいてください。
5. ホースをソレノイドバルブポートに接続して
ください。
6. 7,6リットル（2ガロン）のプロピレングリコ
ールをý成 とするíu液、またはRV用íu
液を洗浄液タンクにXれてください。

10. RV用íu液がシステムに行き渡るまで本
機を運転してください。
11. 1-STEPボタンを«し、システムの源を\っ
てください。
12. オプションのスプレーノズルのみMした7
Ó:
ポンプの護のために、ワンドを数秒S
させてください。
13. 本機の源を\ってください。
14. 残ったRV用íu液は、洗浄液タンクから抜き
²るÂ要はありません。
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67の45Ô（オプションのec-H2Oシステムを
Mしていない7Ó）
プロピレングリコールをý成 とするíu液また
はレクリエーションヴィークル（RV）用íu液は
、本機の用Pにに抜き²るÂ要があります
。

6. 洗浄液の流 が最の設Hになるまで、 01
2ボタン（+）を繰り返し押してくださ
い。

のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。
1. 洗浄液タンクから、プロピレングリコールを
ý成 とするíu液やレクリエーションヴィ
ークル（RV）用íu液をに排·してくだ
さい。
2. 洗浄液タンクをすすいでください。洗浄液タ
ンクの清掃方法は、「[Y」の、「012
タンクのº-とÊË」をÄ照してください。
3. 11,4リットル（3ガロン）のきれいなÍ水を
洗浄液タンクにXれてください。

7. RV用íu液をシステムからに排·するた
めに、本機を運転してÍ水をシステムに
行き渡らせてください。
8. 1-STEPボタンを«し、システムの源を\っ
てください。
9. オプションのスプレーノズルのみMした7
Ó:
ワンドを数秒Sさせ、RV用íu液をポン
プから排·します。
10. 本機の源を\ってください。
11. 残った水は、洗浄液タンクから抜き²るÂ要
はありません。

4. 源スイッチをXれます。
5. 1-STEPボタンを押してください。
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}~
ÐÑÒ[（オプションのec-H2OシステムをMし
た7Ó）

7. ec-H2Oâからドレンホースを²り»します。

1. 洗浄液タンクと汚水56タンクをに空に
してください。
2. フレームÈにあるソレノイドバルブポート
からホースを²り»し、残っている洗浄液を
システムから抜き²ってください。

8. ec-H2Oマニホールドホースから洗浄ヘッドへ
の·õホースを²り»します。

3. 13,8～27,6kPa（2～4psi）にZしたエアー
または水を用して、²り»したホースから
洗浄液の残りを²りいてください。
4. ホースをソレノイドバルブポートに接続して
ください。
5. 運転Eを持ちげ、シートサポートバーで
Hしてください。
6. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り»し
ます。
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9. Pの手で·õホースから²り»したec-H2O
マニホールドホースにドレンホースを²り/
けます。
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}~
10. 7,6リットル（2ガロン）のプロピレングリコ
ールをý成 とするíu液、またはRV用íu
液を洗浄液タンクにXれてください。

11. ec-H2Oシステムの·õホースを空のx!にX
れてください。
12. ec-H2Oモジュールフラッシュスイッチのオン
/オフにより、ec-H2Oシステムにíu液を循
環させてください。·õホースからx!にí
u液が排·されたら、スイッチを押してモジ
ュールをオフにしてください。

13. ec-H2Oマニホールドホースからドレンホース
を²り»します。
14. 洗浄ヘッドへの·õホースをec-H2Oマニホー
ルドホースに接続してください。
15. ec-H2OâにÉどおりドレンホースを6納しま
す。
16. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り/け
ます。
17. 運転Eのカバーをめてください。
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}~
ec-H2Oシステムのプライミング
洗浄液タンクまたはec-H2Oシステムを空にしたま
ま本機を'期管したは、ec-H2Oシステム
をプライミングしてください。

4. ec-H2Oマニホールドホースから洗浄ヘッドへ
の·õホースを²り»します。

のために:
67からzれる{|、または}~をUう{|
は、1な¬に[め、をってください。
1. 洗浄液タンクにきれいなÍ水をXれてくださ
い。本マニュアルの「012タンクの -」
のをÄ照してください。

5. ドレンホースを空のx!にXれてください。
6. 源スイッチをXれます。
7. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをオ
ンにしてください。システムから水を2 
、x!に抜き²ってください。

2. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り»し
ます。

8. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチを押
し、システムを8止してください。
9. ec-H2Oマニホールドホースからドレンホース
を²り»します。
3. ec-H2Oâからドレンホースを²り»します。

10. 洗浄ヘッドへの·õホースをec-H2Oマニホー
ルドホースに接続してください。
11. ec-H2OâにÉどおりドレンホースを6納しま
す。
12. ec-H2Oのコンパートメントカバーを²り/け
ます。
13. 運転Eのカバーをめてください。
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§¨
§¨
67のÖ×とl
目

w法/x

'

1880mm（74 in）

'（プレスイープ装置±む）

2510mm（99 in）

À（スクイージーをく）

1040mm（41 in）

À（スクイージーを±む）

1070mm（42 in）

À（サイドブラシを±む）

1170mm（46 in）



1475mm（58 in）

（ヘッドガード込み）

2080mm（82 in）

サイドブラシ用ディスクブラシ直径（オプション）

330mm（13 in）

プレスイープ用ディスクブラシ直径（オプション）

460mm（18 in）

ディスクブラシ直径

460mm（18 in）

プレスイープ用シリンダーブラシ直径（オプション）

200mm（8 in）

プレスイープ用シリンダーブラシ'（オプション）

610mm（24 in）

シリンダー洗浄ブラシ直径

205mm（8 in）

シリンダーブラシ'

910mm（36 in）

清掃À

910mm（36 in）

タンク

190リットル（50ガロン）

洗浄液タンクx （オプションのESシステム装Y時）

280リットル（75ガロン）

汚水56タンクx

225リットル（60ガロン）

 （空）

500Kg（1100lbs）

 （標準の235 AHバッテリー込み）

860Kg（1900lbs）

GVWR

1270Kg（2800lbs）

GVWR

1000 Kg (2200 lbs)

護等級

IPX3

67の%Ø
数íは EN 60335-2-72
にしたがって決&されています

測&í シリンダー洗浄ヘッド

測&í ディスク洗浄ヘッド

ªレベル LpA

62 dB(A)

62 dB(A)

のØ確& pA

4 dB(A)

3 dB(A)

 tレベル LWA + Ø確& KWA

89 dB(A)

89 dB(A)

振q - $から腕

<2.5

m/s2

<2.5 m/s2

振q - 8身

<0.5 m/s2

<0.5 m/s2
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§¨
のUT
目

測&í

通路転{幅

2110mm (83 in.)

通路転{幅（プレスイープ*用時）

2620mm（103インチ）

走行速（~進）

9 Km (5.6 mph)

走行速（.進）

4 Km (2.5 mph)

荷積み時のランプの最á斜（空の時）

19%

洗浄時のランプの最á斜

7%

輸送時のランプの最á斜（GVWR）

14%

本機運転時の最á辺温

43° C

本機の洗浄機能*用時の最低温

0° C

Ù
タイプ

数

ボルト

AhH格



バッテリー

6

36

235 @ 20 hrレート

30kg（67lb）

6

36

360 @ 20 hrレート

44kg（98lb）

タイプ

用途

VDC

kW（hp）

Slモーター

プレスイープブラシ（ディスク）

36

0,20（0,25）

プレスイープブラシ（シリンダー）

36

0,45（0,60）

洗浄ブラシ（ディスク）

36

0,75（1,00）

洗浄ブラシ（シリンダー）

36

0,75（1,00）

バキュームファン

36

0,6（0,8）

走行

36

1,1（1,5）

タイプ

VDC

amp

Hz

相

VAC

T!（スマート）

36

21

45−65

1

85−265

タイヤ
}置

タイプ

サイズ

フロント（1）

ソリッド

À102mm×300mm OD（À4 in×12 in OD）

リヤ（2）

ソリッド

À102mm×300mm OD（À4 in×12 in OD）
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§¨
FaSTシステム（オプション）
目

測H¢

洗浄液ポンプ

DC36V、1.75A、流

洗浄液流 （メインブラシ）

1.1L/

洗浄液流 （サイドブラシ ć
本機にオプションのサイドブラシが装Yされている）

0,49L/

洗W流 （メインブラシ）

1,14CC/

（0,038オンス/

）

洗W流 （サイドブラシ ć
本機にオプションのサイドブラシが装Yされている）

0,47CC/

（0,016オンス/

）

4.7L/

（1.25GPM）

（0.30GPM）
（0,13GPM）

ec−H2Oシステム（オプション）
目

測H¢

洗浄液ポンプ

DC36V、5A、流

洗浄液流 （オプションのサイドブラシ装Yの
）

2,35L/

（0,62GPM）

洗浄液流 （オプションのサイドブラシ装Yの
）

2,84L/

（0,75GPM） - （メイン洗浄ヘッドへ）

0,95L/

（0,25GPM) - サイドブラシへ）

6,8L/

（1,8GPM）

サイドブラシの()&l（オプション）
目

測H¢

洗浄液ポンプ

DC36V、0,33A、流

94

58,7L/時（15,5GPH）
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§¨
67のÖ×Ú

リヤスクイ
ージー、1,0
90mm（43
in）

2080mm
(82 in）

1475mm
(58 in）

1880mm
(74 in）

フレーム
（ローラーÛ）
1040mm(41 in）
Ü
（サイドブラシを
Ýむ）
1170mm(46 in）
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