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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"#

���、バッテリーなどの�
��みの�	、
��やオイ
ルなどの��な��を�	す
るときは、
�に�い、��
に��な�
で�	してくだ
さい。

"にリサイクルを��してく

ださい。

 ��のデーター

'� !できるように、"�#に
�してください。

モデルNo. - 

シリアルNo. - 

"�� - 

����
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��な������ - これらの�	��を�	してください

&-Oでは、.の��/Pを>います.



：
��や�などの��を�きこす��な
�い�を

します。

��：
���の��を�きこす��な�い�を


します。

��のために：
��を��に��するうえで�らなければならな
い��を	します。

Q0のRSは、オペレーターがT�にさらされる
おそれがある@Uを1しています。
T�な2Vが3%するW4Xを56してください
。
&�の��78の4Yをすべて9:してください
。 &�が;<したり=Z[が%じた4#は、
>ちにSPしてください。



：
�����は、��や��の��になりま
す。
タンクに�����を れないでください
。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。



： ベルトとファンが)いています。
�づかないでください。



：
エンジンを,)すると-.ガスが12され
ます。
�または��を�う3れがあります。
45に62してください。



：
7げたホッパーが�<することがあります

。

ホッパー�=��ピンで�めてください。



： リフトアームにAまるBC。

ホッパー=ち7げアームに�づかないでく

ださい。



： やけどする��があります。
����。  れないでください。



：
DのEや)�にFけてG!しないでくださ
い。 ��を�きこすことがあります。
�"#$を%�してください。
スプレイヤーはKずL�で=ってください
。

��：
LPGエンジンはキーをオフにしたOも、2、
3&'#(しています。
パーキングブレーキをRけてから��を)
れてください。

�*によって、ST+,のネットワークをW�し
た-X./がY0されています。
-X./をY0した�*Z1で��するST+,
が、��の)�に[2を\える�3�があるB]
は、-X�3の^_�4について、テナント5の
サービスd6eにご78ください。

��のために：

1. f<のB]、��を��しないでください
。
- トレーニングをhけておらず、��を9
�されていないB]。

- ��マニュアルを:んで、6;していな
いB]。

- アルコールや<�の[2<にあるB]。
- ST+,またはそのDの+l�mを��

しているB]。
- バキュームファンがオンになっていない

、=oのpい>qのB]。
- フィルターがない、またはフィルターが
�?まりしているB]。

- ��の��にK�な、@rおよびsrが
ないB]。

- ��がtuに�)しないB]。
- テナント5Atまたはテナント5Bvの
パッドまたはアクセサリーfyをz{け
ているB]。
Dのパッドを��すると、���が|な
われる�3�があります。

- ���の2s、Csまたは=oが	}す
るB]。

- ��/ヘッドライトがDEしていないFり
、��のコントロールや��をGうため
に��にHIがJ�できないほど�いB
]。
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- ヘッドガードを{けないK�での、�<
�の3れのあるBCでの��。

2. ��の���：
- �)�のLれをD�してください。
- ��MNBCに�OやP�を�づけない

でください。
- すべての��./がCvの�/にあり、
Q�に�)することをJBしてください
。

- ブレーキとハンドルのtu�)をチェッ
クしてください。

- シートをRSして、シートベルトをTめ
てください。

3. ��を,)する�に：
- Uをブレーキに�せVGペダルをニュー
トラルにしておいてください。

4. ��の���：
- �z�W��にX0されていない�4で
��しないでください。

- ブレーキで、��を^_します。
- タバコ、マッチ、YZの[など、�\�

または]が�ているK�のものを#$し
ないでください

- ��や^りやすいBCではゆっくり_ん
でください。

- ��が10%f7の��での��の��、ま
たは��が14%の��での`a（GVWR）は
dけてください。

- �F(6するときはe�を�としてくだ
さい。

- ��をf(�、�sのg�はすべてオペ
レーターのf(�に�hしてください。

- ��のf(�はuにZ�に��してくだ
さい。

- ��が)いている'は、ビデオ/ヘルプi
�にアクセスしないでください。
（プロパネル）。

- ��をO�りさせるB]は、45に��
してください。

- ホッパーが=ち7げられているB]は、
��して��をj)してください。

- ホッパーを=ち7げる�に、k��がl
いことをJBしてください。

- ��が��7にあるときにホッパーを7
げないでください。

- おl�やm�nfyを��に�づけない
でください。

- ��のいかなるg5にも��nを�せな
いでください。

- uに��o と¡-o に¢ってくださ
い。

- ��がp|したりq)�がrじたB]は
、sちに£
 してください。

- ¤¥<�のt]やzり�い、¦§につい
ては、¨mのW�に¢ってください。

- ©がuれているB]のvB��ªwに¢
ってください。

5. ��から)れるときや��をD�«¬する
�：
- �����、=o、ガス、またはCsの
�くにxyしないでください。

- ��を®なBCに^めてください。
- パーキングブレーキをRけます。
- ��をオフにしてキーを¯きzります。

6. ��をD�«¬するとき：
- �°はKず、45なz�があり、HIが
{±なK²で³´してください。

- �°Bの-2を{くしてください。
- #(パッドなど�)�の|Cには�づき
�ぎないようにしてください。
ゆったりとした}µやアクセサリーは%
�せず、~が�いB]はまとめてくださ
い。

- ��をジャッキで=ち7げる�に、タイ
ヤ_めを·ててください。

- �vされた�/にのみジャッキを·てて
ください。
ジャッキで��を¸えてください。

- ��の��にQしたジャッキを�ってく
ださい。

- オペレーターがf(�にいないK�で�
�を¹したり��したりしないでくださ
い。

- +2g�の�くで��にYº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yしてから、��で
の�°を³´してください。

- バッテリーCには れないでください。
- �くなっているエンジン¼½¾に れな

いでください。
- エンジンが�い'ラジエーターからキャ
ップをzりyさないでください。

- エンジンを¼やしてください。
- ����の¿NZ1に�や�Oを�づけ

ないでください。
45に62してください。

- À�を��し、ºrをhけている�)�
のLれを�つけてください。

- Á6はKず��をhけたÁ6«¬Âが³
´してください。

- ��のÃ�はGわないでください。
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- テナント5�またはテナント5がÄBし
た¡6g�を��してください。

- K�に"じて、また��でÅÆされてい
るB]は、ÇE��"Èを��してくだ
さい。

��のために：
�Éを%�してください。

��のために：
�"��を%�してください。

��のために：
�"#$を%�してください。

��のために：
�oマスクを%�してください。

7. トラックまたはトレーラーへの��の�み
�ろし：
- ��を�み�む�にタンクを�にしてく

ださい。
- ��を�み�む�にごみホッパーを�に

してください。
- ��をロープÊvする�に、��ヘッド

とスクイージーを<げてください。
- ��をオフにしてキーを¯きzります。
- ��およびオペレーターの��を¸えら

れる��Ë、トラックまたはトレーラー
を��してください。

- ��が18%を�える��で�み�み/�み
�ろしをしないでください。

- ウインチを�ってください。
�み�み�がÍ�から380mm（15インチ）
f<でないFり、��をf(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ÎÏOは、パーキングブ
レーキをRけてください。

- タイヤ_めでÊvしてください。
- ��を�でÊvしてください。

- バッテリーの�に れないでください。
- �いエンジン¼½に れないでくださ

い。
- エンジンが�い'ラジエーターからキャ
ップをzりyさないでください。

- エンジンを¼やしてください。
- ����の¿NZ1に�や�Oを�づけ

ないでください。Z1の-2を{くして
ください。

- À�を��し、ºrをhけている�)�
のLれを�つけてください。
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��の8�した�vにEFラベルがあります。ラ
ベルがw�、xy、zz�nの@Aはzりdえて
ください。



ラベル - ��は-.ガスを1�します。
��や�などの��を�きこすことがあります。62を
45にGってください。



ラベル - �����や!"��は、
��の��になります。
#$しないでください。

インストルメントパネルのイグニッションイッチの
�に�{されています。(LPG�のみ)

ホッパーリフトアームL�に�{されています。

��ラベル - ��のf(�にz�W
��をお:みください

f(�のÒ�に�{されて

います。

f(�のÒ�に�{されて

います。

f(�のÒ�に�{されて

います。

��ラベル - LPG エン
ジンはキーをオフにした
O、2、3&'#(してい
ます。パーキングブレー
キをRけてから��を)

れてください。



ラベル - リフト
アームにAまるBC。
ホッパーリフトアーム
の�)��Óに らな

いでください。
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ラベル - ベルトとファンが)い
ています。�づかないでください。

エンジンルームのパネル
に�{されています。

ホッパーリフトアームL�に�{されていま
す。



ラベル - 7Ôさせたホッパーは�<するお
それがあります。ホッパーサポートピンをかみ

]わせてÊvしてください。

バンパーのÖ、12シールドの7、および�
)�リザーバーの7に�られています。



ラベル - やけどの��があります。

��が�くなっています。 れないでください。



ラベル - �����は、
��または��の��になりま
す。タンクに�����を れ
ないでください。

��Cタンクカバー
の�と�Ùタンクに

�{されています。



ラベル- DのEや

)�にFけてG!しない

でください。けがをする

おそれがあります。�"

#$を%�してください

。スプレイヤーはKずL

�で=ってください。

��のフレームに�
{さ れています。
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��

��の+,�-

C

G

D
F

I
J

K

R

M

Q

B

S

A

E

H

L

N O

P

T
U

W

V

X

A. オーバヘッドガード ( オプション)

B. 45パネル
C. フロントカバー
D. ヘッドライト
E. サイドブラシ ( オプション)

F. サイドスクイージー
G. スクラブヘッド アクセスドア

H. シートカバー
H. FaSTのy� (カートン)、ESの�Ùタンク、

ec-H2OシステムモジュールÛ
(オプション)

J. =>?タンクカバー
K. ��@
L. スプレーワンド - シートBCのノズル
    ( オプション)

M. テールライト
N. バックアップアラーム ( オプション)

O. HIJKタンクLIホース
P. HIJKタンクカバー
Q. =>?タンクLIホース
R. ホッパー
S. リアスクイージー
T. スクイージープロテクター ( オプション)

U. バキュームワンド ( オプション)

V. ホッパー'�ピン
W. エンジンカバー コントロールハンドル
X.  PQタンク
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ÜÝ�mと�m�

A

B

C

D

F

I

G

H

E

J

A. パーキングブレーキペダル
B. ブレーキペダル
C. VGペダル
D. スプレーノズルスイッチ / 
Yºウォッシャースイッチ（オプション）

E. ��ライト/�uEスイッチ
F. ハンドル�チルトノブ
G. イグニッションスイッチ
H. フィルターシェーカースイッチ
I. ホッパードア ¡スイッチ
J.ホッパー7<)スイッチ
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á¢タッチパネル

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

QS

T

U

V V

W Y
ZX

A. ホーン
B. âk/アラートインジケーターライト
C. コントラストコントロールボタン
D. ��レベルインジケーター
E. アワーメーター
F. ��Cタンクインジケーター
G. å#$タンク£æインジケーター
H. エンジン#(çボタン
I. LCD ディスプレイ
J. ブラシºボタン
K. ブラシºインジケーターライト
L. 1-STEPボタン
M. ec-H2O/ES（リサイクル��/ 

FaST ボタン（オプション）

N. ��ボタン（¤¥で�	）
O. ��メインブラシボタン
P. ��バキュームファン / スクイージーボタン
Q. ��サイドブラシボタン（オプション）
R. スイープボタン（¦¥で�	）
S. §èメインブラシボタン
T. §èバキュームボタン
U. §èサイドブラシボタン
V. ��Cオン/オフボタン
W. ��C¨�ボタン（-）
X. ��Cフローインジケーターライト
Y. ��Cé�ボタン（+）
Z. USBポート（��ê�）
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プロパネルコントロール

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Q

X

A. ホーン
B. âk/アラートインジケーターライト
C. ec-H2O/ES（リサイクル��/ 

FaST ボタン（オプション）
D. ��ステータスボタン
E. ヘルプボタン
F. エンジン#(çボタン
G. メイン��ブラシºアクセスボタン
H. §èボタン（¦¥で�	）
I. §èメインブラシボタン
J. §èバキュームファンボタン
K. §èサイドブラシボタン（オプション）
L. リアビューカメラボタン
M. ��Cコントロールアクセスボタン

N. ��ボタン（¤¥で�	）
O. ��メインブラシボタン
P. ��バキュームファン / スクイージーボタン
Q. ��サイドブラシ（オプション）
R. 1-STEPボタン
S. ビデオにmするヘルプ
T. ゾーンコントロール1ボタン
U. ゾーンコントロール2ボタン
V. ゾーンコントロール3ボタン
W. ゾーンコントロール4ボタン
X. ��Cオン/オフボタン
Y. USBポート（��ê�）
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シンボルマーク

&�では.の0\を>�し、]^78、?1、�
4を@_しています。

ホーン ���Aa（-）

B�/アラートインジケーター ���de（+）

CDfgタンク ���!E

���タンク ���オン/オフ

メインブラシFjk オン

1-STEP オフ

ES（リサイクル��）（オプション） ec-H2O（オプション）

FaST （オプション） GHガソリンのみを>�してください。

フィルターシェーカー ��モード

I[ライト/�sJ ��サイド ブラシ

ヘッドライト ��バキュームファン

スプレーノズル（オプション） ��メインブラシ

��サイドブラシ ��バキュームファン/スクイージー

��メインブラシ ジャッキポイント
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KLパネル0\

コントラストコントロール アワーメーター

エンジンfMN]^78 ホッパーQげ

ホッパー=げ ホッパードアクローズ

ホッパードアオープン

プロパネルの0\

ヘルプ ゾーン�_1

ゾーン�_2 ゾーン�_3

ゾーン�_4 アワーメーター

アラート/B� チェックリスト�OP9:

アワーメーター チェックリスト�O9:�

ログイン ログアウト

Q� R5S�_

&�の?1をfM R5Sメニュー

カメラの�_ スタートアップビデオ
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プロパネルの0\

コントロールに	するヘルプ ビデオに	するヘルプ

TURS ビデオボタン

Backspace ビデオリストボタン

リアビューカメラ ホーム（メインI[V
）

=�きW� Q�きW�

ログインをG�にする ��きW�

プロファイルのXe/Y� ログインを��にする

オペレーター タッチのキャリブレーション

R5S チェックリストの�_

プロファイルのY� すべてをエクスポートする

プロファイルのXe Z[をエクスポートする

プロファイルの�� チェックリストのエクスポート

プロファイルのコピー ��
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コントロールの�� - á¢パネル

��インジケーター

ガソリン�

ガソリン�で��インジケーターは、タンクにあ
る\]の^Eを?1します。
タンクが_に`�くと、B�インジケータがab
して�\]レベルメッセージが?1されます。

	
： �����を�しないでください。
�����は、システムの��センサーと��コ
ンバーターに����な� を!えます。

LPG�

LPG�では、��インジケーターはLPGタンクにあ
る\]の^Eを?1しません。
タンクのOに\]があるり、すべてのインジケ
ーターバーが?1されます。
LPGタンクが_に`�くと、B�インジケータが
abして�\]レベルメッセージが?1されます
。

タンク=のLPG
��"が、LPGタンクの\]^Eを?1します。

アワーメーター

アワーメーターは&�のI[c�を0dします。
このRSに�づいて、&�のaef��gを9_
します。

å#$タンク£æインジケーター

fgタンクがhiになると、CD�%タンク'(
インジケーターは、FULLを?1します。
CDfgタンクがいっぱいになると、すべての�
��4が�jします。
インジケーターボックスがFULLを?1した4#は
、CDfgタンクを_にしてください。
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��Cタンクインジケーター

)*+タンクインジケーターには、���タンク
@の��Eが1されます。
インジケーターボックスが_を?1した4#は、
���タンクをいっぱいにしてください。
���タンクが_になると、&�は��を�jし
ます。

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kしlけると
、LCD ディスプレイの+るさをmnできます。

エンジン#(çボタン

1-STEPボタンをkした4#は、エンジンo�がp
Z�に]^されます。
��または��をしていないときは、エンジン�
12ボタンをkすとエンジンのfMo�が=がり
qro�がoくなります。
エンジン�12ボタンを��kすと、エンジンの
fMo�がsくなります。

エンジンfMNアイコンの=Qにあるバーは、エ
ンジンfMNの�_を1します。
アイコンの=Qに2&のUいバーが#れ、アイコ
ンのtuだけが#れていたら、エンジンのfMN
は�い�_になっています。

エンジンfMNアイコンの=Qに2&のUいバー
が#われ、Uいバーとアイコン��がaJしてい
たら、エンジンのfMNは�い�_になっていま
す。
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1-STEPボタン

1-STEPボタンをkして、Q�したすべてのスイー
プと��の�4を��にします。
1-STEPボタンをkす�に、Q�したすべてのスイ
ープ/���4のライトがオンになりますが、Q
�した�4は1-STEPボタンをkすまで��モード
となります。
��がv�したら1-STEPボタンをもう)�kして
、すべての��または���4を�jします。

	
：

1-STEPボタンが34になった5、6りの7を�%
するため、スクイージーは8がったままで、バキ
ュームファンが2<�オンのままとなります。

1-STEPボタンが��になると、ボタンの=にある
インジケーターライトがaJします。

§èサイドブラシボタン（オプション）

スイープサイドブラシをオンにする：
スイープサイドブラシボタンをkします。
インジケーターライトがaJします。

��サイドブラシをオフにする：
スイープサイドブラシボタンをkします。
インジケーターライトがwJします。

	
：
@Aサイドブラシは、メインの@AブラシからB
CしたDではEFできません。
@AサイドブラシボタンをGすと、メインの@A
ブラシもオンになります。

§èバキュームファンボタン

スイープバキュームファンをオンにする：
スイープバキュームファンボタンをkします。
インジケーターライトがaJします。

��バキュームファンをオフにする：
スイープバキュームファンボタンをkします。
インジケーターライトがwJします。
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スイープメインブラシボタン

スイープメインブラシをオンにする：
スイープメインブラシボタンをkします。
インジケーターライトがaJします。

��メインブラシをオフにする：
スイープメインブラシボタンをkします。
インジケーターライトがwJします。

	
：

@Aモードと)*モードをIJにK�させること
はできません。
LKが@Aモードになっている�に)*ボタンを
Gすと、@AモードのMFがNわってから)*モ
ードのMFがOまります。

��サイドブラシボタン（オプション）

��サイドブラシをオンにする：
)*サイドブラシボタンをGします。
インジケーターライトがaJします。

��サイドブラシをオフにする：
)*サイドブラシボタンをkします。
インジケーターライトがwJします。

	
：

)*サイドブラシは、メインの)*ブラシからB
CしたDではEFできません。
)*サイドブラシボタンをGすと、メインの)*
ブラシもオンになります。

��バキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーをQげ、バキュームファンをオンに
する： )*バキューム ファン /
スクイージーボタンをkします。
インジケーターライトがaJします。

スクイージーを=げ、バキュームファンをオフに
する： )*バキューム ファン /
スクイージーボタンをGします。
インジケーターライトがwJします。

��メインブラシボタン

��メインブラシをオンにする：
)*メインブラシボタンをkします。
インジケーターライトがaJします。

��メインブラシをオフにする：
)*メインブラシボタンをkします。
インジケーターライトがwJします。

	
： 	
：
)*モードと@AモードをIJにK�させること
はできません。
LKが)*モードになっている�に@Aボタンを
Gすと、)*モードのMFがNわってから@Aモ
ードのMFがOまります。
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��Cオン/オフボタン

���フローは、��ブラシがオンの4#にはs
にオンのままとなるよう��されています。
xの�yなどで、)*+オン/オフボタンをkし
、10z�オフにできます。)*+P�のQRの�
も�{してください。

���!Eのv�（10z�）：
)*+オン/オフボタンをkします。
すべての���!EインジケーターがwJします
。
（���!Eは、10z�にpZ�に�|Zします
）。

���の!れを}�するには：
)*+オン/オフボタンをkします。
���インジケーターが��aJし、���の!
Eは~�に>�した�_に�ります。
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コントロールの�� - プロパネル

PRO-ID ログインi�

	
： Pro-ID
ログインT�は、LKでIDがQRされているUV
にのみW�されます。
XRされたユーザーアカウントを、[\]モード
でF^する_`があります。

Pro-IDログインV
を>�して、&�にログイン
します。

キーパッドを>�して、ユーザーログイン�\を
キーバッドの=にあるディスプレイに��します
。

Enterボタンをkして&�にログインしま
す。

E(に じBackspaceボタンをkして、�
\を��し�び��します。

プロパネルがR5Sモードの4#、��の0\が
V
の¡Qに?1されます。
オペレーターモードの4#、ビデオの0\が?1
されます。

��ステータスボタン

LKステータスボタンを>�して、4つの�なる
&�のステータスインジケータにアクセスできま
す。
デフォルトの?1では、&�がオンの4#、\]
のステータスが?1されます。
4つのインジケーターのいずれも、&�がオフに
なるまでデフォルト?1として�_できます。

LKステータスボタンをkして、4つのすべての
&�ステータスボタンにアクセスします。
4つのすべての&�ステータスボタンが、デフォ
ルトのボタンがディスプレイに�び?1されるま
で、Nz�ディスプレイに?1されます。

ガソリン�の4#：

��インジケーターはタンク@の\]^E
を?1します。
タンクが_に`�くと、B�インジケータ
がabして�\]レベルメッセージが?1
されます。
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LPG�の4#：

��インジケーターはLPGタンクにある\
]の^Eを?1しません。
LPGタンクが_に`�くと、B�インジケ
ータがabして�\]レベルメッセージが
?1されます。

タンク=のLPG
��"が、LPGタンクの\]^Eを?1します。

アワーメーターは&�のI[c�を0dし
ます。
このRSに�づいて、&�のaef��g
を9_します。

)*+タンクインジケーターには、���
タンク@の��Eが1されます。
インジケーターのバーが?1されなくなっ
たら、���タンクに���を�れてくだ
さい。
���タンクが_になると、&�は��を
�jします。

a7�%タンク'(インジケーターは、f
gタンクがhiになると、FULLを?1しま
す。
CDfgタンクがいっぱいになると、すべ
ての���4が�jします。
インジケーターにFULLが?1された4#は
、CDfgタンクを_にしてください。

デフォルトのボタンのìí

4つのすべての&�ステータスボタンがディスプ
レイに?1されている�に、£�する&�ステー
タスボタンをkし、Z[のデフォルトボタンに¤
�します。
その¥の3つの&�ステータスボタンはディスプ
レイに?1されなくなり、ZたにQ�した&�ス
テータスボタンが、&�がオフになるまでデフォ
ルトとなります。
&�がオンになると、��インジケーターボタン
が�びデフォルトとなります。
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1-STEPボタン

1-STEPボタンをkして、Q�したすべての��ま
たは��の�4を��にします。
��がv�したら1-STEPボタンをもう)�kして
、すべての��または���4を�jします。

	
：

1-STEPボタンが34になった5、6りの7を�%
するため、スクイージーは8がったままで、バキ
ュームファンが2<�オンのままとなります。

1-STEPボタンをkすと、1-STEPボタンとQ�した
すべての��または���4ボタンがaJします
。

Q�したすべての��およびスイープボタンの�
がaJし、1-STEPボタンをkすまで��モードで
あることを1します。
1-STEPボタンをkすと、Q�したボタンが¦�に
aJします。

スイープメインブラシボタン

スイープメインブラシをオンにする：
スイープメインブラシボタンをkします。
ボタンがaJします。

��メインブラシをオフにする：
スイープメインブラシボタンをkします。
ボタンがwJします。

	
：

@Aモードと)*モードをIJにK�させること
はできません。
LKが@Aモードになっている�に)*ボタンを
Gすと、@AモードのMFがNわってから)*モ
ードのMFがOまります。

§èバキュームファンボタン

スイープバキュームファンをオンにする：
スイープバキュームファンボタンをkします。
ボタンがaJします。

��バキュームファンをオフにする：
スイープバキュームファンボタンをkします。
ボタンがwJします。
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§èサイドブラシボタン（オプション）

スイープサイドブラシをオンにする：
スイープサイドブラシボタンをkします。
ボタンがaJします。

��サイドブラシをオフにする：
スイープサイドブラシボタンをkします。
ボタンがwJします。

	
：
@Aサイドブラシは、メインの@AブラシからB
CしたDではEFできません。
@AサイドブラシボタンをGすと、メインの@A
ブラシもオンになります。

��メインブラシボタン

��メインブラシをオンにする：
)*メインブラシボタンをkします。
ボタンがaJします。

��メインブラシをオフにする：
)*メインブラシボタンをkします。
ボタンがwJします。

	
：

)*モードと@AモードをIJにK�させること
はできません。
LKが)*モードになっている�に@Aボタンを
Gすと、)*モードのMFがNわってから@Aモ
ードのMFがOまります。

��バキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーをQげ、バキュームファンをオンに
する： )*バキューム ファン /
スクイージーボタンをkします。
ボタンがaJします。

スクイージーを=げ、バキュームファンをオフに
する：
バキュームファン/スクイージーボタンをGしま
す。 ボタンがwJします。

��サイドブラシボタン（オプション）

��サイドブラシをオンにする：
)*サイドブラシボタンをkします。
ボタンがaJします。

��サイドブラシをオフにする：
)*サイドブラシボタンをkします。
ボタンがwJします。

	
：

)*サイドブラシは、メインの)*ブラシからB
CしたDではEFできません。
)*サイドブラシボタンをGすと、メインの)*
ブラシもオンになります。
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��Cオン/オフボタン

���フローは、��ブラシがオンの4#にはs
にオンのままとなるよう��されています。
xの�yなどで、)*+オン/オフボタンをkし
、10z�オフにできます。)*+P�のQRの�
も�{してください。

���!Eのv�（10z�）：
)*+オン/オフボタンをkします。
すべての���!EインジケーターがwJします
。
（���!Eは、10z�にpZ�に�|Zします
）。

���の!れを}�するには：
)*+オン/オフボタンをkします。
���インジケーターが��aJし、���の!
Eは~�に>�した�_に�ります。

エンジン#(çボタン

1-STEPボタンをkした4#は、エンジンo�がp
Z�に]^されます。
��または��をしていないときは、エンジン�
12ボタンをkすとエンジンのfMo�が=がり
qro�がoくなります。
エンジン�12ボタンを��kすと、エンジンの
fMo�がsくなります。

エンジンのfMo�が�い�_では、エンジン�
12ボタンがaJします

エンジンのfMo�が�い�_では、エンジン�
12ボタンがwJします
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ゾーンコントロールボタン

プロパネルを7�した�,は、�なる§����
で、~¨4つのプリセット��/���_を©�に
プログラムできます。
�_は、R5Sモードを>�して©�にrうE(
があります。
ゾーンコントロールボタンのプログラムの�を�
{してください。

E(なゾーンコントロールボタンをkします。
Q�したプリセットボタンがaJし、ゾーンªが
ボタンの=に?1されます。
)*+P�インジケータバー/mfボタンブラシ
k�インジケータバーとブラシcdインジケータ
バー/mfボタンがディスプレイに�c�?1さ
れ、Q�したゾーンの�_を?1します。

リアビューカメラボタン

リアビューカメラボタンをkして��の«r2�
をチェックします。
リアビューカメラV
は、コントロールパネルの
V
に�c�?1されます。
メインのI[V
は、リアビューカメラがタイム
アウトした�、コントロールパネルに�ります。
コントロールパネルにタッチし、リアビューカメ
ラをオフにしてメインのI[V
に�ります。

��のために：
��を��する©には、KずZりに2をつけてく
ださい。

ghペダルが��に�っており、&�が��して
いる�はsに、カメラがpZ�にオンになります
。

リアビューカメラは、fgタンクのバキュームホ
ースが¬り�けられている4Yの=にあります。
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ヘルプボタン

��のために：
��を��する©には、)いている'にビデオ/
ヘルプi�にアクセスしないでください。
（プロパネル）

ヘルプボタンをkして、ヘルプV
にアクセスし
ます。

E(なヘルプトピックについて、�するボタン
をkします。

lmnoボタンをkして、��V
に�Z
します。

ログイン/ログアウトボタンをkして、&
�のオペレーティングシステムにログイン
/ログアウトします。

コントロールヘルプボタンをkして、コン
トロールヘルプV
にアクセスします。

スタートアップビデオボタンをkして、ス
タートアップビデオを��します。

rstuボタンをkして、&�のオペレー
ティングシステムRSにアクセスします。

EFvチェックリストボタンをkして、I
[�チェックリストにアクセスします。

��Q�ボタンをkします。
)�から�®な��をQ�し、&�のオペレーテ
ィングシステムの��を¤�します。
Q�した��を1す�が、V
=�に?1されま
す。

8xきyzボタンをkして、��)�をQ
に�Zします。

{xきyzボタンをkして、��)�を=
に�Zします。

|xきyzボタンをkして、�のV
に�
ります。

EFvチェックリストボタンをkして、I
[�チェックリストにアクセスします。

コントロールヘルプボタンをkして、プロパネル
コントロールについてのRSにアクセスします。

|xきyzボタンをkして、メインヘルプ
V
に�ります。

ホームボタンをkして、メインI[V
に
�ります。
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rstuボタンをkして、オペレーティングシス
テムソフトウェアについてのRSにアクセスしま
す。

8xきyzボタンをkして、)�をQに�
Zします。

{xきyzボタンをkして、)�を=に�
Zします。

EFvチェックリストボタンをkして、I
[�チェックリストにアクセスします。

|xきyzボタンをkして、�のV
に�
ります。

~xきyzボタンをkして、)�から&�
のRSにアクセスします。
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ビデオヘルプボタン

��のために：
��を��する©には、)いている'にビデオ/
ヘルプi�にアクセスしないでください。
（プロパネル）

	
：

ビデオヘルプT�/ビデオにアクセスするvに、
LKを��してください。
LKがMいている�は、ビデオヘルプT�/ビデ
オにアクセスしないでください。

ビデオボタンをkして、ビデオヘルプV
にアク
セスします。

�®なビデオボタンをkして、&�の@_
のコンポーネントについてのヘルプビデオ
を?1します。

&�をfMボタンをkして、&�の�また
は�ろ、その¥の°
にあるビデオヘルプ
ボタンにアクセスします。

ホームボタンをkして、メインI[V
に
�ります。

|xきyzボタンをkして、�のV
に�
ります。

ビデオ��ボタンをkして、すべてのヘル
プビデオのテキスト)�にアクセスします
。

ビデオ��ボタンをkしてビデオ)�にアクセス
した4#、�®なビデオを)�からQ�して?1
します。

8xきyzボタンをkして、)�をQに�
Zします。

{xきyzボタンをkして、)�を=に�
Zします。

EFvチェックリストボタンをkして、I
[�チェックリストにアクセスします。

|xきyzボタンをkして、�のV
に�
ります。
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Pro-Checkの���チェックリストを³G

&�にプロパネルコントロールがある4#、Pro-
CheckI[�チェックリストを>�して©�にプ
ログラムをrえます。オペレーターは、&�のI
[�にプログラムを¦�するE(があります。

8xきyzボタンをkして、チェックリス
トをQに�Zします。

{xきyzボタンをkして、チェックリス
トを=に�Zします。

��（チェックマーク）ボタンをkして、
チェックリスト�Oをチェックしたことを
9:します。
チェックリスト�Oのチェックの�に±�

が�つかった4#、�	��（X）ボタン
をkします。

ビデオヘルプボタンをkして、@_のチェ
ックリスト�Oに	�するビデオを?1し
ます。

チェックリストの¦��に&�の>�を}
�する4#、Enterボタンをkします。

ヘルプボタンをkして、Pro-CheckI[�
チェックリストヘルプV
にアクセスしま
す。

|xきyzボタンをkして、I[�チェッ
クリストに�ります。

オペレーターは、Pro-CheckI[�チェックリス
トが¦�するまで、メインのI[V
にアクセス
/&�を>�することはできません。
|xきyzボタンをkして、チェックリストV

に�ります。
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コントロールの�� - すべての�*

��ライト

EF/フラッシュライトスイッチの=�をkし、
ヘッドライトとテールライトをaJさせます。
ライトスイッチをO²³8に�し、ライトをwJ
します。

フラッシュライト（オプション）

EF/フラッシュライトスイッチのQ�をkし、
ヘッドライトとテールライトをaJさせます。
ライトスイッチをO²³8に�し、ライトをwJ
します。

フィルターシェーカースイッチ

フィルターシェーカースイッチをkしてください
。 フィルターシェーカーは30z�[Zします。

フィルターシェーカーが[ZO、フィルターシェ
ーカースイッチライトがaJします。
フィルターシェーカーを�jするE(がある4#
、フィルターシェーカースイッチの=�をもう)
�kします。
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f(�

オペレーターシートは、2,�のmf
（オペレーターの��とシートの��³8）がで
きます。

��mfノブはオペレーターシートの´さをmf
します。

´くする：
��mfノブをc�fりにfします。

�らかくする：
��mfノブをµc�fりにfします。

シートの��³8は��mfレバーでmfします
。

mf：
シートに�かってレバーをkし、シートをお¶き
な³8にスライド�Zします。
レバーを�し、シートをロックします。

シートベルト

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

ハンドルチルトN�レバー

1. ハンドルチルト��レバーを�いて、ハンド
ルを	
な�さに��してください。

2. ハンドルチルト��レバーを�してく
ださい。
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ブレーキペダル

ブレーキペダルを�んで��を��させます。

パーキングブレーキペダル

ブレーキペダルを�*6まで�み�み、|�でパ
ーキングブレーキペダルをロックします。
ブレーキペダルを�むと、パーキングブレー
キが} されます。パーキングブレーキ
ペダルは、ロック} の�vに~ります。

STペダル

Oqペダルの��を�むとg!し、'�を�むと
'!します。��が'!しているときは、バック
ライトが��します。 ペダルを�すと、ニュー
トラルの�vに~ります。

��: ��にオプションのバックアップアラー
ム��が��されている��は、���アラー
ムが�りバックライトが$%します。

スクイージープロテクター ( オプション)

リアーとサイドスクイージープロテクターは、リ
アースクイージーのxyを�ぎます。

リアースクイージープロテクターをs�にす
るには、ピンを�いてプロテクターバーを6して
からピンを���します。
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��のî�

&�はCれた§を���に��することができま
す。
1-STEPボタンを>�することで、��または��
をすぐに�めることができます。

1-STEPボタンにより、���4または���4の
Z[をrいます。
（&�が��O、��することもW4です）

��の��モードでは、Dと�·の�#�を>�
して§を��します。

オプションのFaST（���）モードでは、FaST�
�システムでFaSTパック�·とaEのDを�#し
た、¨Eの¸�な���の�を[ります。
FaSTシステムは、ダブル��や�ºなCれの��
など、すべての��に>�できます。

オプションのES（リサイクル��）モードでは、
CDfgタンクの>��み���をESシステムで
ろ�し、���タンクに�して�»�します。
タンクに�った���に�·が��され、���
の��X4を�%させます。

オプションのec-H2O（�6D）モードでは、"s
のDがモジュールを"�し、��がDOに�り�
まれ、�!が¼�されます。
�'D6されたDは、�XとアルカリXの�#�
に¤½して、pH¾がOXのクリーナーが%$され
ます。
この�6DはCれに[�し、Cれを¿Uな�Àに
D6して§
から �させるため、&�での��
および��が¡Áになります。
この�6Dは、CDfgタンクに�ると¢"のD
に�ります。
ec-H2Oシステムを、ダブル��の�に>�できま
す。
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ブラシUV

�のEF/ IJ��を�るために、
お�1のEF/IJ�"にあったタイプのブラシ
やパッドをご!�ください。 ブラシと�ブラ
シに#なアプリケーションは6
の�りです。

��: *れの�とタイプにより、
./するブラシのタイプを�2します。
�2の	には、テナントカンパニーの
89;にお=い�わせください。

ポリプロ ブラシ - このポリプロピレン
���ブラシは、��なIJ�nをsし、
こびりついたほこり、x�、�などを�.に  
しながら、れたEF
,をLいます。

ポリプロピレンXブラシ - この��ポリプロ
ピレン�EFブラシは、ハイグロスコーティング
された¡�にこすり�を�けることなく、
$�にこびりついたAれを  します。

ポリエステル ブラシ -
この�らかい��ポリエステルブラシは、EFし
ながら$くIJして、$い¢を  します。
£つきやすい¡�にq��です。
ポリエステルはB�を¤Yしないので、EF
,
にはナイロンよりも¥まれます。

タイネックス（スーパー アブレーシブ）
=>ブラシ-���を¦ませたナイロン�で、
しみやこびりついた¢を  します。
どのような¡�も��にEFします。
こびりついたAれ、a、タイヤ�などをzり
 きます。

����Yの)*

EFやIJgに、§きなx�をXYしてく
ださい。 ワイヤ、�、�い�、§きな��な
どブラシに¨きついたり�みついたりする©れの
あるx�をXYしてください。

ª�るだけ��ぐにfLしてください。
�に��したり、��の'でこすったりしないで
ください。 EF/IJ�をHセンチ（Hインチ）
�ねてください。

��が!L3の@Aは、ハンドルを§きく«らな
いでください。 ��はハンドルのuきにu に
¬します。 �®#を いて、®なX�を%
けてください。

��するときは、E(に じて&�のo�、ブラ
シのk�、���の!Eをmnしてください。ブ
ラシのk�と���の!Eを~�にすると、~�
のX4を3£します。FaSTまたはec-H2Oシステム
を7�した�,では、FaSTまたはec-H2Oシステム
を>�すると~¤の��¥¦がÂられます。

�を��させないよう、��を�ヶ�で�めず
�に��させてください。

����が�い� は、��!"を#�して、
このマニュアルの" ��のトラブルシューテ
ィング" を&'してください。

()*は、+,+-の./�0を1�してくださ
い。（このマニュアルの��の./�0を&'）

456では、��をゆっくりと��してく
ださい。 7り456では、ブレーキペダル
で89をコントロールしてください。
7り456よりも;り456で<=して
ください。

��のために: ��を��するとき、��や^り
やすいBCではゆっくり_んでください。

�Ã§�が 43�C (110�F) を=fる4Yで&�
を¨Mしないでください。�Ã§�が©aQ
0�C (32�F) をQfる4Yで&�を¨Mしないで
ください。

��では、<=の>の?@ABC9は 
10% です。 DEの>の?@ABC9は 14%
です。
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��Zの��[�

� awオイルのレベルを��します。

� ?@レベルを��します。

� ªれ«Yをaeしてください。

� メインブラシの��を��します。 ブラシ
の¯りに�み�いている�、バンド、プラス
ティックラップなどのx�を  します。

� メインブラシFGHのIスカート、シール、
スクイージーにJ�やKLがないか./
します。

� サイドブラシ ( オプション) ブラシの
��を��します。 ブラシの¯りに�み
�いている�、バンド、プラスティックラッ
プなどのx�を  します。

� サイドブラシ ( オプション) サイドブ
ラシのスカートとスクイージーの��を��
します。

� ラジエーターとawオイルクーラーのフィン
にx�が��していないか��します。

� エンジン��Bレベルを��します。

� エンジンオイルのレベルを��します。

� メインブラシY"
の°スカート、シール、
スクイージーにxyや��がないか��
します。

� °EFGタンクカバーのシールにxyや��
がないか��します。

� XYタンクカバーのシールにxyや��がな
いか��します。

� バキュームファンのダストフィルターを��
します。

� XYタンクを[BしてEFします。

� ES オプション: EFGタンクを[Bして、
タンク、フロートセンサー、ES フィルタを
EFします。

� ±EFGタンクカバーのシールにxyや��
がないか��します。

� ホッパーダストフィルターとシールの
��を��します。

� ホッパーとダストスクリーンをIJします。

� スクイージーホースにゴミが�っていたり�
まっていたりしないか、��します。

� スクイージーにxyや��がないか、またス
クイージーのゆがみN�を��します。

� FaST EFの@A： FaST- パック � G
レベルを��します。 ��にじてパック
をsRします。 マニュアルの"FaST-
パックのインストール" を²¡して
ください。

� FaST EFの@A： EFGタンクの3に
��のE³がすべてEいXされていることを
 !してください。

� FaST EFの@A： �たいIBでEFGタン
クが´µされているのを !してください。

� ヘッドライト、テールライト、ならびにEF
ライトを��します。

� クラクション、ヘッドライト、テールライト
、��ライト、��アラームを9:してくだ
さい（7�されている4#）。

� ブレーキとハンドルがu"に
uしているか
を��します。

� サービス
&から、����の��がないか
Nべます。
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LPG タンクの\]

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

'�のため： ��から	れるか����
をするZに、I^な_
(に`め、パーキングブ
レーキをaけ、�bをオフにします。

1. サイドアクセスドアを�きます。

2. LPG タンクサービスバルブを'じます。

3. ��のエンジンをtuして、?@が5くなり
エンジンが¶jするまで¢uさせます。
��の�Sをオフにしてください。

4. オペレーターシートをZち·げて�き、シー
トラッチを£けて�いたまま¸�します。

'�のため： ��を����するときは、

PQcdefにgやhiを�づけないでく

ださい。 ]jをkくしてください。

5. �¤を��して、¥¹«6タンクカップリン
グkvをzり{します。

6. zり�けストラップを{して、Yの LPG
?@タンクをzり{します。

7. タンクリングの¦をセンターピンに§えて、
��¨く©しい LPG タンクをトレイ
に�れます。 タンクをzり�けストラッ
プで¸�します。

8. LPG ?@ラインをタンクサービスカップ
リングkvにª«します。 タンクカップリ
ングkvはI¬でxyが5く、?@ラインカ
ップリングにºしていることを !
します。

9. タンクサービスバルブを»々に�いて、
ガスれがないのを !します。 ガスれ
がある@Aは、�ちにサービスバルプを
'じて、®�¼½に(�してください。



��

37M20 Gas/LPG 9016004  (8-2016)

��の��l

1. LPG マシン： G¾サービスバル
ブを»々に�きます。

��: サービスバルブを�に�くと、サービス
チェックバルブが LPG ��の�れを��させる
 れ があります。 サービスチェックバルブが
��の�れを��させた!"は、サービスバルブ
を#じて$%&'った(、また)々にバルブを�
いてください。

2. オペレーターシートに¿って、
ブレーキペダルを�むか、パーキングプレー
キを£けます。

'�のため： ��をスタートするemは、

ブレーキを�んで、STペダルをニュートラルに

してください。

3. エンジンがスタートするまで、イグニッショ
ンスイッチキーをXします。

��: スターターモーターを+,に１０%/0、
1びエンジンがスタートしたあとは4かさないで
ください。 15-20 %'ってスターターを
56してから、7のエンジンスタートを8みてく
ださい。スターターモーターが9:する れがあ
ります。

4. エンジンとawシステムが¯bされるまで
3 �から5 �Àってください。

no: エンジンはpqなガスをrs
します。�tなuv�wやxyをzき{こ

す|れがあります。 }~な]jが�
�です。pqガスの����は、��の�
���にお�いmわせください。

��なエンジンのチューニングを"�して

ください。

5. ライトをつけてください。

��の�bオフ

1. ��を¶jして、すべてのEF/
IJ�nを¶jします。

2. イグニッションスイッチキーを#<と¬ºO
qにXして、��をオフにします。
エンジンが¶jするまで、オペレーターシー
トにÀ�してください。

)*: キーをオフにしたC、LPG

エンジンは�����します。��から	
れるZにパーキングプレーキをaけて

ください。

��: LPG マシンでは、エンジンのエミッショ
ン�?を@Aするため、イグニッションキーをオ
フにしても、エンジンは$%&C4をDけます。

��のために: ��から)れるB]、またはD�
«¬をGうB]は、 �����、=o、ガス、 
またはCsの�くにxyしないでください。��
を®なBCに_め、パーキングブレーキをかけ
て+ªを�り、キーを¯いてください。
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=>?タンクへのdI

«�� (FaSTモード) / ec-H2O��
(ec-H2Oモード)

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

1. °または±EFGタンクTBカバーを�
きます。

2. EFGタンクを、きれいな�B（21°C/
70°F Á6）のみで´µします。 °±や
��のE³は��しないでください。
FaST システムが\�する©れがあります。

no: �P���は�rやh�の��と

なります。タンクに�P���を�れない

でください。

��: FaST- パックのFGけまたはHIは、
マニュアルの"FaST- パックのHI" をJKし
てください。

	:
��の)*)�を)*+タンクに�れた��で、
FaSTやec-H2Oシステムを�しないでください。
FaSTやec-H2OシステムをOMするvに、)*+タ
ンクの7を�き�ってから)*し、きれいな�7
で'たしてください。��の)*)�が��で、
FaSTやec-H2Oシステムが�
する���がありま
す。

��の=>モード

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

1. °または±EFGタンクTBカバーを�
きます。

2. EFGタンクにÂ�²�B（60°C / 140°F
Á6）を��します。 EFGタンクに��
な�のE³を��します。 インジケーター
タブの6までEFGタンクをBで´µ
します。

no: �P���は�rやh�の��と

なります。タンクに�P���を�れない

でください。

)*: ��の=>��のem、���に��
されている= のみを¡ってください。
¢��な= の¡�による£¤は、��の"¥を
¦§にします。

��: LMタンクのNにOがPQにRSしている
!"は、TUVにWXされたYOZをタンクに[
れてください。 \]^Zについては、テナント
カンパニーのabcにおdい"わせください。
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¨�dI ES (EXTENDED SCRUB ©�=>) モード

'�のため： ��から	れるか����をする

Zに、I^な_
(に`め、パーキングブレーキ

をaけ、�bをオフにします。

1. TB（B³は60°C / 140°F Á6）
ホースをVuTBkvにª«します。

2. イグニッションスイッチをオンの�vにXし
（スタートはしない）、TBÃをオンに
します。 VuTBkvにより、タンクに
#uなレベルまでVuTBされます。

3. EF³タンクに#«なE³を��します。

)*: ES =>��のem、���に��され
ている= のみを¡ってください。 ¢��な
= の¡�による£¤は、��の"¥を¦§に
します。

ª�dI ES (EXTENDED SCRUB ©�=>) モード

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

1. °または±EFGタンクTBカバーを�き、
インジケータータブの6までEFGタンクを
B（60°C / 140°F Á6）でTBします。

2. XYタンクカバーを�き、XYタンクが´Â
�になるまでB（60°C / 140°F Á6）
を��します。

no: �P���は�rやh�の��とな

ります。タンクに�P���を�れないで

ください。
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��モードの¬v

��する�に、どの��モードを>�するかの�
_をrいます（FaST、ES、ec-H2O、��'）。
そして、��ブラシのk�を�_し���!Eの
mfをrいます。
�¬のオン/オフcに、�f>�cの�_が��
されます。

ec-H2Oモードの¬v

	
：

ec-H2Oシステムモデルを��8の��で�[また
は��するUVには、��な �を¡¢する_`
があります。
「�[£¤」の�に
¥された¦§�¨ �に�
ってください。

á¢コントロールパネルを.¬した�*：
ec-H2Oボタンでec-H2Oシステムを[Zさせるには
、1-STEPボタンを>�します。
ボタンの=のライトがaJします。

á¢パネル

ec-H2Oボタンの©{のLED（�ªダイオード）ラ
イトの8«にある�¬する®のライトは、ec-H
2Oシステムを)*する_`があることをuします
。
「�¯°±」の�の「ec-H2Oモジュールの)* 
�」の�を²³してください。

á¢パネル

プロパネルコントロールを.¬した�*：
®が�からÄ¯に¤わり、°め±が
ec-H2Oボタンからwえ、ec-H2Oボタンがkされ、
>�W4であることが?1されると、ボタンがa
Jします。

プロパネル

ec-H2Oボタンが®に´わり、�
/アラートイ
ンジケーターが�¬し、ec-H2OエラーがあるUV
に
ec-H2OエラーメッセージがT�にtuされます。
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FaSTモードの¬v

á¢コントロールパネルを.¬した�*：FaSTボ
タンでFaSTシステムを[Zさせる4#は、1-STEP
ボタンを>�します。
ボタンの²のライトがaJします。

á¢パネル

プロパネルコントロールを.¬した�*：°めの
±がFaSTボタンからwえ、FaSTボタンをkして>
�W4なことが1されている4#、ボタンがaJ
します。

プロパネル

ES（リサイクル��）モードの¬v

	
：
ESシステムをオンにしてからESポンプがFMを

Oするまで、¶·J�がかかります。

á¢コントロールパネルを.¬した�*：
ESボタンでESシステムを[Zさせる4#は、1-ST
EPボタンを>�します。
ボタンの²のライトがaJします。

á¢パネル

プロパネルコントロールを.¬した�*：
°めの±がESボタンからwえ、ESボタンをkして
>�W4なことが1されている4#、ボタンがa
Jします。

プロパネル
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ブラシºの¬v

"sの��³Åでは、ブラシkを~Æに�_して
ください。
Cれがひどい��では、�いブラシkに�_して
ください。
qro�と§の³Åは、��X4にÇ�をÈえま
す。
ブラシが´µしている4#は、ブラシkを�くす
るE(があります。
�¬のオン/オフcに、�f>�cの�_が��
されます。

ブラシºの¬v - á¢パネル

ブラシkの�_を¤�する4#は、1-STEPボタン
をオンにした2Vでブラシcボタンをkします。
ブラシkインジケーターライトに#Éのブラシk
の�_が?1されます。

ブラシºの¬v - プロパネル

ブラシcボタンをkして、ブラシcボタン{げ（

+）ボタン、ブラシc8げ（-）ボタン、ブラシc
インジケーターバーにアクセスします。

ブラシc{げ（+）ボタンとブラシc8げ（-）ボ
タンを>�して、ブラシkを¤�します。
ブラシcインジケーターバーに#Éのブラシkの
�_が?1されます。
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��Cの�¬v

qro�と§の³Åは、��X4にÇ�します。
"sの��の4#は、���の!Eレベルを~Æ
に�_してください。
Cれがひどい��の4#は、���をより�い!
Eレベルに�_してください。
&�の�¬のオン/オフcに、�f>�cの�_
が��されます。

ES（リサイクル��）の��C�

ESを��した�	では、��の��が��の�
�になっていると、�の��がオフになります
。
"sの��の4#は、���の!EをO�から~
Æの�で®り¶えてください。
�_がO�になっていると���と�·のB�が
>えます。
~Æの�_では、�·をXeせずに���がÊ·
されます。
���に��するために、���の!Eに#わせ
て�·をlけてXeするE(はありません。

��C�の¬v - á¢パネル

1-STEPボタンをオンにし、)*+¸�ボタン（+
）または)*+¹�ボタン
（-）のいずれかをkすと、���の!Eを�_
できます。
���!Eインジケーターライトには、#Éの�
��の!E�_が?1されます。

��C�の¬v - プロパネル

)*+P�ボタンをkして、)*+¸�ボタン（

+）、)*+¹�ボタン（-）、)*+P�インジ
ケーターバーにアクセスします。

)*+¸�ボタン（+）と)*+¹�ボタン（-）
を>�して、���の!Eレベルを�_します。
)*+フローインジケーターバーには、#Éの�
��の!E�_が?1されます。
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�� - á¢パネル

1-STEPボタンによりすべての���4をI[する
ことができます。
（&�が��O、¸き��することもW4です）

��のために：
��マニュアルを:み、6;しないFり、��を
��しないでください。

1. &�を�Zしてください。

	
：

)*vに、)*モード/QRのQRをº»してく
ださい。

2. 1-STEPボタンをkしてください。
ボタンの=のライトがaJします。
プリセットされた���4がすべてオンにな
ります。

	
：
��の)*¼½を�¾に、FaSTやec-H2Oシステ
ムをFMさせないでください。
��の)*)�が��で、FaSTやec-H2Oのシステ
ムが�
する���があります。
FaSTやec-H2OシステムをOMするvに、)*+タ
ンクの7を�き�り)*し、きれいな�7を¿À
してください。

3. パーキングブレーキを6�し、ghペダルを
¹むと、��が�まります。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。

��のために：
��を��するとき、��や^りやすいBCでは
ゆっくり_んでください。

	
：
LKを5Áさせると、ÂMÃにスクイージーが{
がります。
これにより、スクイージーのÄ�が��されます
。

4. ghペダルをºし、ブレーキペダルで&�を
�jしてください。

5. 1-STEPボタンをkし、��を�jしてくださ
い。
ボタンの=のライトがwJし、しばらくする
と���4が�jします。

	
：

LKで@AK�を�していたUV、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのUVに
はÆ�ÇJ�フィルターがÈMします。

	
：

LKEF¾に�
やアラートコードが�つかった
UV、LKを��し、Lマニュアルの「�
/ア
ラート」の�を²³して��をÊべ、�
やアラ
ートをなくすためのËÌÍÎを�ってください。

6. シフトv�ごとかE(に じて、ホッパーと
��fgタンクを_にしてください。
&マニュアルの「ホッパーをÐにする」およ
び「Ñ+�%タンクから7を�き@Aする」
の�を�{してください。
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�� - プロパネル

1-STEPボタンによりすべての���4をI[する
ことができます。
（&�が��O、¸き��することもW4です）

��のために：
��マニュアルを:み、6;しないFり、��を
��しないでください。

1. &�を�Zしてください。

2. �する4#、&�にログインします。
PRO-ID ログインT�を�{してください。

3. �する4#、Pro-CheckI[�チェックリ
ストを«rしてください。
「Pro-CheckのEFvチェックリストを��
」をい�{してください。

	
：

)*vに、)*モード/QRのQRをº»してく
ださい。

4. 1-STEPボタンをkしてください。
1-STEPボタンとQ�したその¥すべての��
/��ボタンがaJします。

	
：
��の)*¼½を�¾に、FaSTやec-H2Oシステ
ムをFMさせないでください。
��の)*)�が��で、FaSTやec-H2Oのシステ
ムが�
する���があります。
FaSTやec-H2OシステムをOMするvに、)*+タ
ンクの7を�き�り)*し、きれいな�7を¿À
してください。

5. パーキングブレーキを6�し、ghペダルを
¹むと、��が�まります。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。

��のために：
��を��するとき、��や^りやすいBCでは

ゆっくり_んでください。
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：
LKを5Áさせると、ÂMÃにスクイージーが{
がります。
これにより、スクイージーのÄ�が��されます
。

6. リアビューカメラボタンを�ckして、&�
の��の��の«r2�をチェックします。

7. ghペダルをºし、ブレーキペダルで&�を
�jしてください。

8. 1-STEPボタンをkし、��を�jしてくださ
い。
ボタンはaJしなくなり、��/���4が
その��jします。

	
：

LKで@AK�を�していたUV、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのUVに
はÆ�ÇJ�フィルターがÈMします。

	
：

LKEF¾に�
やアラートコードが�つかった
UV、LKを��し、Lマニュアルの「�
/ア
ラート」の�を²³して��をÊべ、�
やアラ
ートをなくすためのËÌÍÎを�ってください。

9. シフトv�ごとかE(に じて、ホッパーと
��fgタンクを_にしてください。
&マニュアルの「ホッパーをÐにする」およ
び「Ñ+�%タンクから7を�き@Aする」
の�を�{してください。
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ダブル��

ダブル��は、Cれのひどい4Yを2fN=��
するプロセスです。
1fOは、���を§に»¼させるために、リヤ
スクイージーとサイドスクイージーを=げてrい
ます。
Cれがひどい4Yでは、ダブル��を« します
。

ダブル��はNQを>�してrいます。 
FaST��システム（オプション）、 
ec-H2O��システム（オプション）または 
��の���


ダブル��の[�を�める�に、サイドブラシバ
ンパーを¬りAしてください。
ピンをÌき、スクイージーバンパーを¬りAして
ください。

	
：

)*vに、)*モード/QRのQRをº»してく
ださい。

á¢パネルを.¬した�*：1-STEPボタンをkし
、.にバキュームファン/スクイージーボタンを
kします。
)*バキュームファン/スクイージーボタンがw
Jしスクイージーが=がります。.に、バキュー
ムファンのZ[が�jします。
Cれのひどい4Yを��します。

á¢パネル

	
：
)*vに、)*モード/QRのQRをº»してく
ださい。

プロパネルを.¬した�*：
1-STEPボタンをkし、.にバキュームファン/ス
クイージーボタンをkします。
バキュームファン/スクイージーボタンがwJし
スクイージーが=がります。バキュームファンの
Z[が�jします。
Cれのひどい4Yを��します。

プロパネル

§を���で½らせ、5～15D�ってください。
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Í"り¬り�けます。

��のために：
��を��するとき、��や^りやすいBCでは
ゆっくり_んでください。

)*バキュームファン/スクイージーボタンを�
びkすと、スクイージーがQがり、バキュームフ
ァンがZ[します。
2fOの§の��では、���をfgします。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。

	
：
_`にÒじ、Óの2�Ôの)*では、)*+のP
�を¹らしてください。

	
：
ダブル)*は、)*+がÕの8にPれたり、Ö×
を� するようなUØではÙÚしません。
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#$モード（��なし）

&�は、��をrわずにDや�Î¾Xの��をf
gすることができます。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。

Dや�Î¾Xの��をfgする�に、1-STEPボタ
ンが��でその¥すべての¿Ï�4がオフになっ
ていることを9:してください。

á¢コントロールパネルを.¬した�*：
)*バキュームファン /
スクイージーボタンをkします。
ボタンの=のライトがaJし、スクイージーがQ
がります。.に、バキュームファンが[Zを}�
します。
こぼれたDまたは�Î¾Xの��をfgします。

á¢パネル

プロパネルコントロールを.¬した�*：
)*バキュームファン /
スクイージーボタンをkします。
ボタンの=のライトがaJし、スクイージーがQ
がります。バキュームファンが[Zを}�します
。
こぼれたDまたは�Î¾Xの��をfgします。

プロパネル
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§è - á¢パネル

	
：

1-STEPボタンによりすべての@AK�をEFする
ことができます（)*を�く）。

��のために：
��マニュアルを:み、6;しないFり、��を
��しないでください。

サイドブラシ（オプション）：
��[�を�める�に、サイドブラシバンパーを
¬りAしてください。
ピンをÌき、スクイージーバンパーを¬りAして
ください。

1. &�を�Zしてください。

	
：
@Aをするvに@Aモード/QRがセットしてあ
るかº»してください。

2. 1-STEPボタンをkしてください。
ボタンの=のライトがaJします。
プリセット���4がすべてオンになります
。

3. パーキングブレーキを6�し、ghペダルを
¹むと、��が�まります。



：
�����や!"��は、��や��の�

�になります。 #$しないでください。

��のために：
��を��するとき、��や^りやすいBCでは
ゆっくり_んでください。
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：
ÛれたÜい«Ýまたは7たまりの@Aをhう�に
は、@AバキュームファンボタンをGしてバキュ
ームファンをオフにしてください。
これにより、@Aしている�にホッパーダストフ
ィルターがÞることを�ぐことができます。

4. ghペダルをºし、ブレーキペダルで&�を
�jしてください。

5. 1-STEPボタンをkし、��を�jしてくださ
い。
ボタンの=のライトがwJし、しばらくする
と��/���4が�jします。

	
：

LKで@AK�を�していたUV、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのUVに
はÆ�ÇJ�フィルターがÈMします。

	
：
LKEF¾に�
やアラートコードが�つかった
UV、LKを��し、Lマニュアルの「�
/ア
ラート」の�を²³して��をÊべ、�
やアラ
ートをなくすためのËÌÍÎを�ってください。

6. シフトv�ごとかE(に じて、ホッパーと
��fgタンクを_にしてください。
&マニュアルの「ホッパーをÐにする」およ
び「Ñ+�%タンクから7を�き@Aする」
の�を�{してください。
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§è - プロパネル

	
：

1-STEPボタンによりすべての@AK�をEFする
ことができます（)*を�く）。

��のために：
��マニュアルを:み、6;しないFり、��を
��しないでください。

サイドブラシ（オプション）：
��[�を�める�に、サイドブラシバンパーを
¬りAしてください。
ピンをÌき、スクイージーバンパーを¬りAして
ください。

1. &�を�Zしてください。

2. �する4#、&�にログインします。
PRO-ID ログインT�を�{してください。

3. �する4#、Pro-CheckI[�チェックリ
ストを«rしてください。
「Pro-CheckのEFvチェックリストを��
」を�{してください。

	
：
@Aをするvに@Aモード/QRがセットしてあ
るかº»してください。

4. 1-STEPボタンをkしてください。
1-STEPボタンとQ�したその¥すべての��
/��ボタンがaJします。

5. パーキングブレーキを6�し、ghペダルを
¹むと、��が�まります。



：
�����や!"��は、��や��の�
�になります。 #$しないでください。

��のために：
��を��するとき、��や^りやすいBCでは
ゆっくり_んでください。

	
：

ÛれたÜい«Ýまたは7たまりの@Aをhう�に
は、@AバキュームファンボタンをGしてバキュ
ームファンをオフにしてください。
これにより、@Aしている�にホッパーダストフ
ィルターがÞることを�ぐことができます。

6. リアビューカメラボタンを�ckして、&�
の��の��の«r2�をチェックします。

7. ghペダルをºし、ブレーキペダルで&�を
�jしてください。
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8. 1-STEPボタンをkし、��を�jしてくださ
い。
ボタンはaJしなくなり、���4がその�
�jします。

	
：

LKで@AK�を�していたUV、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのUVに
はÆ�ÇJ�フィルターがÈMします。

	
：

LKEF¾に�
やアラートコードが�つかった
UV、LKを��し、Lマニュアルの「�
/ア
ラート」の�を²³して��をÊべ、�
やアラ
ートをなくすためのËÌÍÎを�ってください。

9. シフトv�ごとかE(に じて、ホッパーと
��fgタンクを_にしてください。
&マニュアルの「ホッパーをÐにする」およ
び「Ñ+�%タンクから7を�き@Aする」
の�を�{してください。
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ホッパーを«にする

1. ��をゴミµて@またはゴミコンテナまで
¶uします。

2. フィルターシェーカーボタンをhします。
シェーカーは、´30 ·¢uします。 フィル
ターシェーカーが¢u3は、インジケーター
ライトが��します。

3. フィルターシェーカーが¶jした'、ホッ
パー¸)ボタンの·�をhして、ホッパーを
Zち·げます。 ホッパーがÄ¹する�vま
で·がったとき、ボタンを*します。

��のために: ��を��するとき、Kず45な
�'をJ�してからホッパーを7げてください。
��が��7にあるときにホッパーを7げないで
ください。

��: ホッパーをfち0げるのにghなijの
kさは、lm2500mm（98in）です。

4. ゆっくりと��をゴミコンテナまでバック
します。

��のために: ��をO®させるときは��に�
�してください。ホッパーが7がっているときは
、��して��をj)してください。

5. ホッパードアー �' ボタンをhし«け、
ホッパードアを�きホッパーのゴミをYに
します。

6. ��をゆっくりとg!させて、ゴミコンテナ
から*します。

7. ��を¶jして、ホッパー¸)ボタンの6�
をhし、ホッパーがÅFに6がるまでそのま
まHZします。

��: ホッパーがpがるとホッパードアはr4s
に#じます。 ホッパードア�#ボタンの0tを
uすと、ホッパードアは#じます。
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ホッパー"�'�ピンで¬める

ホッパーサポートピンは、=ÀしたホッパーのÁ
Qを�ぐための���4です。ホッパーを=À³
8でÐÂするときは、Eずホッパーサポートピン
を>�してください。

1. ��を¶jします。

2. ホッパー¸)ボタンの·�をhし«け、ホッ
パーをZち·げます。 ホッパーがÄ¹する
�vまで·がったとき、ボタンを*します。

no: アームピンチポイントを�ち(げ

てください。ホッパーリフトアームに�づ

かないでください。

��のために: ��を��するとき、Kず45な
�'をJ�してからホッパーを7げてください。
��が��7にあるときにホッパーを7げないで
ください。

3. パーキングブレーキを£けます。

4. HiチューブからホッパーHZEFピンを
zりªします。

5. 3 º»あるホッパーサポート¦の1 つにホ
ッパーHZEFピンを�し�みます。
HZEFピンの·にÆるまで、ホッパーを6
します。

no: �ち(がっているホッパーは、

ちる|れがあります。ホッパー"�'�
ピンをaけてください。

ホッパー"�'�ピンを®り¯す

1. パーキングブレーキを£けます。

2. ホッパー¸)ボタンの·�をhし、ホッパー
がHZEFピンから*れるまでhさえ«
けます。

3. ホッパーHZEFピンをHZ¦から�いて、
Hiチューブに¼"します。

4. オペレーターシートに¿り、ホッパー¸)ボ
タンをhして、ホッパーがÅFに6がるまで
hさえ«けます。

no: アームピンチポイントを�ち(げて

ください。ホッパーリフトアームに�づか

ないでください。



��

55M20 Gas/LPG 9016004  (8-2016)

ホッパーダストフィルターの®り¯し

'�のため： ��から	れるか����をする

Zに、I^な_
(に`め、パーキングブレーキ

をaけてください。

��: ホッパーダストフィルターをFり
vすwに、ホッパーをxにしてください。

1. ホッパーを3�のHZ�vまでZち·げて、
ホッパーHZEFピンで�めます。このマニ
ュアルの "ホッパーHZEFピンで�める"
セクションを²¡してください。

��: ダストフィルターをyzする!"は、
ホッパーを+{0の@f|}まで0げないで
ください。

no: �ち(がっているホッパーは、

ちる|れがあります。ホッパー"�'�
ピンをaけてください。

no: アームピンチポイントを�ち(げ

てください。ホッパー�ち(げアームに�
づかないでください。

2. ��の�Sをオフにします。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

3. スクイージーバキュームホース=のホースの
クランプをÃめます。

4. ホッパーからスクイージーバキュームホース
を�きます。

5. フィルターカバーからハンドルをMします。

6. フィルターカバーをNいて、��にOてか
けます。

7. ホッパーからダストフィルターをzり{
します。

8. ダストフィルターをIJするかxyした@A
sRします。このマニュアルの
"ホッパーダストフィルターのIJ"
セクションを²¡してください。

9. パーマフィルタートレーをホッパーに¬り�
けます。
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10. ホッパーに��したフィルター、またはPし
いダストフィルターをQRします。 7のSの
ように、T6を;にしてUVします。

11. フィルターカバーをWじ、ハンドルでフィル
ターカバーをホッパーにXYします。

12.ホッパーにスクイージーバキュームホースを
ª«します。

13.ホッパーHZEFピンを�き、ホッパーを6
げます。 このマニュアルの
"ホッパーHZEFピンをzり{す"
セクションを²¡してください。

ホッパーとゴミスクリーンの±²

'�のため： ��から	れるか����をする

Zに、I^な_
(に`め、パーキングブレーキ

をaけてください。

1. ダストスクリーンからバキュームホースをz
り{します。

2. ホッパーを3�のHZ�vまでZち·げて、
ホッパーHZEFピンで�めます。このマニ
ュアルの "ホッパーHZEFピンで�める"
セクションを²¡してください。

no: �ち(がっているホッパーは、

ちる|れがあります。ホッパー"�'�
ピンをaけてください。

no: アームピンチポイントを�ち(げ

てください。ホッパー�ち(げアームに�
づかないでください。

3. ��の�Sをオフにします。
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4. ホッパーからダストフィルターをzり{
します。このマニュアルの
"ホッパーダストフィルターのzり{し"
セクションを²¡してください。

��: ダストフィルターをyzする!"は、
ホッパーを+{0の@f|}まで0げないで
ください。

5. ��をスタートします。

6. ホッパードア�' ボタンの6�をhし、
ホッパードアーがÅFに�くまでhさえ
«けます。

7. ��の�Sをオフにします。

8. ゴミホースとダストスクリーンから¢とゴミ
をBEいしてホッパーの3にXし�みます。

9. ダストスクリーンとホッパーから¢とゴミを
Bですすぎ½とします。 ��な@Aは、
ダストスクリーンをzり{してIJします。

10.ホッパーダストフィルターをzり�けます。
このマニュアルの
”ホッパーダストフィルターのzり{し”
セクションを²¡してください。

11.ホッパーHZEFピンを�き、ホッパーを6
げます。 このマニュアルの
"ホッパーHZEFピンをzり{す"
セクションを²¡してください。
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HIJKタンクのLIと±²

¾�ABXYタンクから[BしてEFしてく
ださい。ABXYタンクのCBインジケーター
が��したときも	1です。

ビニールクリーナーでABXYタンクの{Ãを
EFします。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

LIホースでHIJKタンクをLIする

1. ABXYタンクカバーをZち·げます。

2. ¡[Bの'にABXYタンク[Bホースノズ
ルをvきます。

3. ABXYタンクÇ?[Bバルブを�きます。

4. [BÈを¿Àして¢とゴミをデミスター
（{U）トレイにEい½とし、バキュー
ムホースをBEしてXします。

��: タンクの^~に��を�わないで
ください。 ��な�で、タンクとその
����が9:します。

5. ABXYタンクからバキュームスクリーンを
zり{して、スクリーンをBEいします。
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6. フロートセンサーをBEいします。

7. ES �： ES フィルターをBEいします。
��な@Aは、ABXYタンクから ES
フィルターをzり{します。

8. ABXYタンク[Bに¢とゴミをEいX
します。ABXYタンクを[Bさせます。

9. Z[,Fタンク\]^[バルブをWじます。

10.ABXYタンクのÁ�にABXYタンク[B
ホースをzり�けて、ABXYタンクカバー
を'じます。

LIプラグでHIJKタンクをLIする

XYタンクの[Bがゆっくりの@A、または[B
ホースがª«されている@Aは、[Bプラグでタ
ンクを[Bします。

1. ABXYタンクの§きいほうの[BÈが
6BÂの·に�vするように、��を¶u
します。 パーキングブレーキを£けます。

2. ホッパーをZち·げ�*6の�vにホッパー
HZEFピンを�し�んで、ホッパーフィル
ターがÃらないようにします。

no: �ち(がっているホッパーは、ち

る|れがあります。ホッパー"�'�ピン
をaけてください。

no: アームピンチポイントを�ち(げ

てください。ホッパー�ち(げアームに�
づかないでください。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。
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3. [BプラグハンドルをZち·げて、タンクか
ら[Bプラグをzり{します。

4. ABXYタンクÇ?[Bバルブを�きます。

5. ABXYタンクÁ�からABXYタンク[B
ホースをzり{して、ホースから¢とゴミを
タンクにXし�みます。

6. �いた[BÈから¢とゴミをEい½と
します。

7. [BÈをEFして[Bプラグをzり�
けます。 ハンドルを6にhしてÄめます。
Äめるgに、[BプラグがÅFにはめ�まれ
ているのを !してください。

��: ghな!"は、ハンドルをLして��プ
ラグをはめ�みます。
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8. Z[,Fタンク\]^[バルブをWじます。

9. ABXYタンクのÁ�にABXYタンク[B
ホースをzり�けます。

10.ホッパーHZEFピンを�いてHIチューブ
に¼"します。 ホッパーを6げます。

11.ABXYタンクカバーを'じます。

=>?タンクのLIと=>

ES マシンÁ{のEFGタンクは、
����が��です。 タンクのÊにÅÆÇが
Èまっている@Aは、³Bを�くËきかけてタン
クをEFします。

ビニールクリーナーでEFGタンクの{ÃをEF
します。

��に ES オプションがk�されている@Aは、
¾�EFGタンクを[BしてEFする��があ
ります。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

1. EFGタンクカバーを�きます。

2. ¡[Bの'にEFGタンク[Bホースノズル
をvきます。



��

62 M20 Gas/LPG 9016004  (8-2016)

3. EFGタンクÇ?[Bバルブを�きます。

4. EFGタンクをBEいします。 EFGタン
ク[Bに¢とゴミをEいXします。

5. フロートセンサーとスクリーンフィルターを
BEいします。 EFGタンクを
[Bさせます。

6. EFGタンクÇ?[Bバルブを'じます。

7. ABXYタンクのÁ�にEFGタンク
[Bホースをzり�けます。

8. EFGタンクカバーを'じます。
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âk/アラート

�Ä/�'�な±�が&�にある4#、B�/アラ
ート/Pがオペレータに?1されます。

B�/アラートインジケーターをリセットするに
は、&�を�jしてからB�/アラートのÑÒを
¬り�いてください。
B�インジケーターは、&�を��Zするとリセ
ットされます。

Q0のB�/アラートインジケーターの?を�{
し、B�/アラートのÑÒとÓÔÅ8を@_して
ください。

âk/アラートインジケーター - á¢パネル

&�はÆ¯のインジケーターライトとLCD
（�Çディスプレイ）の2,�の�Èインジケー
ターを�えています。

Æ¯のインジケーターライトはB�/アラートが
3%するとabしlけます。

LCD はB�/アラートコードを?1します。
B�が2,�N=あると、それぞれのB�コード
を�Õに?1します。

âk/アラートインジケーター - プロパネル

B�/アラートが3%したことを1す�
/アラー
トインジケーターボタンがabしlけます。
Ä¯の®が、�¯に¤わります。

abする®の�
インジケーターボタン
をkして、B�を?1します。
B�/アラートV
がディスプレイに?1
されます。

abしている�®のアラートインジケータ
ーボタンをkしてアラートを?1します。
B�/アラートV
がディスプレイに?1
されます。

B�/アラートテキストが、V
O²のアイコン
のQに?1されます。

~yzボタンをkして、B�/アラートで
ÖにÉみます。

|yzボタンをkして、B�/アラートで
�ります。

ホームボタンをkして、メインI[V
に
�ります。

��きW�ボタンをkして、�のV
に�
ります。
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âkコ
ード¯
ï

âkコード 
á¢パネル

âkコードプロパネ
ル

�� ð/

0x0010 パーキングブレーキ
のB�

パーキングブレーキ
のB�

パーキングブレーキを[Z パーキングブレーキを6�
してください

0x0701 ECH2OのB�
フラッシュがE(

ECH2OのB�
フラッシュがE(

ec-H2O
システムに
Ê�がËまっ

ています

ec-H2O
システムをフラッシュ

0x0781 B� �·が_ B� �·が_ �·タンクが_です ��·タンクを×Øします

0x0790 B�
���タンクが_

B�
���タンクが_

���タンクが_です ���タンクを×Øしてく
ださい。

0x0791 B�
fgタンクがhi

B�
fgタンクがhi

CDfgタンクがhiです CDfgタンクを_にして
ください

0x07A0 B�
フィルターのOËり

B�
フィルターのOËり

[ZÌフィルターがËまっ
ています

&�の�¬スイッチを®っ
てください。

テナントÍのサービスÙ5
Úに�Îしてください。

0x07A1 B� ホッパー3¾ B� ホッパー3¾ ホッパー@で3¾ &�の�¬スイッチを®っ
てください 

¾をwしてください。
E(に じて、�scÏ
Sに�Îしてください。

0x07A2 B�
ホッパーが[_³8
からはずれている

B�
ホッパーが[_³8
からはずれている

ホッパーが¦�にQがって
いない

ホッパーを¦�にQげてく
ださい

0x07A3 B�
シェーカーのOËり

B�
シェーカーのOËり

フィルターシェーカーがË
まっています

ホッパーフィルターの��/
¬り�えをrってください

0x07A4 B�
シートにÐもいない

B�
シートにÐもいない

エンジンZ[O、オペレー
ターがシートにÛっていま

せん

&�のZ[Oはオペレータ
ーがオペレーターシートに
Ûっていなければなりませ

ん。

0x07B0 B�
エンジンの§�が=

がりすぎ

B�
エンジンの§�が=

がりすぎ

エンジンがオーバーヒート ÝÞ�をÝÞシステムにX
eしてください

0x07B1 B�
[ZÌの§�が=が

りすぎ

B�
[ZÌの§�が=が

りすぎ

[ZÌ§�が�くなってい
ます

&�の�¬スイッチを®っ
てください。

テナントÍのサービスÙ5
Úに�Îしてください。

0x07B2 B�
エンジンB�インジ

ケーター

B�
エンジンB�インジ

ケーター

エンジンがB� &�の�¬スイッチを®っ
てください。

テナントÍのサービスÙ5
Úに�Îしてください。

0x07B3 B� \]が
Ñ B� \]が
Ñ \]タンクがほとんど_で
す

\]タンクを×Øします（
ガソリン）

\]タンクを��します。
（LPG）

0x07B4 B�
エンジンオイルkが
�くなっている

B�
エンジンオイルkが
�くなっている

オイルレベルが�いW4X
があります

E(であればエンジンオイ
ルをXeしてください

0x07B5 B�
エンジンオルタネー
ターの�kが�くな

っている

B�
エンジンオルタネー
ターの�kが�くな

っている

エンジンへの�kÊ·が�
すぎます

&�の�¬スイッチを®っ
てください。

テナントÍのサービスÙ5
Úに�Îしてください。

*	
： そのßすべての�
コードについては、テナントáのサービスâ\ãにäåしてください。
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オプション

スプレーノズル（オプション）

スプレーノズルは、&�とその�Ãの��に>�
します。
スプレーノズルには、���タンクからD/��
�がÊ·されます。
スプレーノズルにはワンドが7まれています

	
：

LKの)*にスプレーノズルをうUV、LKの
�è�éに7をかけないよう	êしてください。

��のために：
��から)れるB]またはD�«¬をGうB]は
、�を®なBCに_め、パーキングブレーキを
Rけて+ªを�ってください。

1. キーをオンの³8にfしてください
（エンジンは�Zしない）。

	
：

エンジンがMF¾は、スプレーノズルをEFでき
ません。スプレーノズルを�するUVはエンジ
ンをおëりください。

2. スプレーノズルスイッチのQ°をkして、D
のÊ·を�j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aJします。

3. E(であれば、スプレーノズルをgÒ�から
¬りAし��します。

��のために：
Yºの�2またはを��するB]は、�を�"
するための�"�Èを%�してください。

4. ノズルがßきにくい4Yを��する4#には
、ワンドをスプレーノズルに¬り�けます。

5. ノブのオフ/オンをfし、ワンドをオンにし
ます。

6. ��がvわったら、スプレーノズルとワンド
をgÒ�に�します。

7. スプレーノズルスイッチのQ°をkして、D
のÊ·を�jします。
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バキュームワンド（オプション）

��のために：
��から)れるB]またはD�«¬をGうB]は
、��を®なBCに_め、パーキングブレーキ
をRけて+ªを�り、キーを¯いてください。

1. バキュームワンドのノズルおよびホースをÐ
à�バッグから¬りAしてください。

2. ワンドホースをバキュームホースに¬り�け
ます。

3. ワンドとノズルをÓみÔてます。

4. &�を�Zしてください。



：
エンジンを,)すると-.ガスが12され
ます。
�ñなòóm|�や°ôを�きこすこと
があります。 45に62してください。
12ガスにªするÜFレベルにmしては±
²õöにご78ください。
エンジンはtしくR«してください。

5. 1-ステップスクラブボタンがオンになってい
ることを9:してください。

6. バキュームファン/スクイージーボタンをk
して、バキュームファンをオンにします。

á¢パネル プロパネル

	
： スクイージーが8がります。

7. こぼれたDまたはゴミを��します。

8. バキュームの>�がvわったら、)*バキュ
ームファン/スクイージーボタンをkしてバ
キュームを�jします。
ボタンの=のライトがwえます。

9. &�の�¬を®ります。

10.バキュームワンドアッセンブリを¬りAし、
ÐR�バッグに�してください。

11.バキュームホースをホッパーリフトアームに
�び¬り�けます。
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Yºウォッシャー（オプション）

�kウォッシャーは、&�とその�Ãの��に>
�します。

	
：

LKの)*に�cウォッシャーをうUV、LK
の�è�éに7をかけないよう	êしてください
。

��のために：
��から)れるB]またはD�«¬をGうB]は
、�を®なBCに_め、パーキングブレーキを
Rけて+ªを�ってください。

��のために：
Yºの�2またはを��するB]は、�と�を
�"するための�"�Èを%�してください。

1. &�をオフにして、パーキングブレーキをか
けてください。

	
：

パーキングブレーキがかかっていないと�cウォ
ッシャーはMFしません。

2. ホースを�kウォッシャーシステムにつない
でください。

3. ホースのもう)�のÕをワンドにFlしてく
ださい。

4. ワンドのノズルを、E(なk�にmnしてく
ださい。

÷ºにする4#はノズルをÎきâし、Yºに
する4#はノズルをkし�んでください。
またノズルを�¡にfして、スチームまたは
ファンに®り¶えてください。

5. &�を�Zしてください。



：
エンジンを,)すると-.ガスが12され
ます。
�ñなòóm|�や°ôを�きこすこと
があります。 45に62してください。
12ガスにªするÜFレベルにmしては±
²õöにご78ください。
エンジンはtしくR«してください。
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6. 1-ステップスクラブボタンがオフになってい
ることを9:してください。

á¢パネル プロパネル

7. エンジン�12ボタンをkすと、エンジンの
fMNがあがります。

á¢パネル プロパネル

8. �cウォッシャースイッチの{«ÝをGして
ください。

9. E(な4#は、k�をmfしてください。
k�を=げるときはノブをc��りにfし、
k�をQげるときはµc��りにfしてくだ
さい。

	
：

システムでこのcdÊ°をするvに、ワンドでc
dをÊ°してください。

10.レバーをÖって、��を}�してください。



：
DのEや)�にFけてG!しないでくださ
い。 ��を�きこすことがあります。
�"#$を%�してください。
スプレイヤーはKずL�で=ってください
。

11.��がvわったら、レバーを�してください
。

12. エンジン�12ボタンをkすと、エンジンの
fMNがQがります。

13.ウォッシャーをオフにする4#は�c7スイ
ッチのQ�Dをkしてください。

14.&�の�¬を®ります。

15.ホースとワンドをAし、×しいÐR4Yに�
してください。
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��のトラブルシューティング

Ì+ ÍÎ ºÏOm

Bの�きずり -
Bの¤い·げがÐ
いかまったく¤い
·げない。

EFバキュームファンがオフ バキュームファンをオンにします。

スクイージーブレードの�� スクイージーブレードのqきを�し?え
るかsRします。

スクイージーのN��� スクイージーをN�します。

EFGタンクにE³が5く、スクイー
ジーがガタガタしている

EFGタンクにE³を��します。

バキュームホースの�り バキュームホースをBでEいXします。

バキュームスクリーンのAれ バキュームスクリーンをIJします。

CDfgタンクカバーのシールが´µ
しています。

シールをsRします。

スクイージーにゴミが�� ゴミをzり きます。

スクイージーまたはABXYタンクに
Éがるバキュームホースが«6または
xy

バキュームホースをª«するかsR
します。

ABXYタンクカバーがÅFに'まっ
ていない

�ÑÇがないか��し、カバーがu"に
'じているのを !します。

EFバキュームフ
ァンが¢uしない

バキュームファン/
スクイージーボタンがオフ

バキュームファン/
スクイージーボタンをオンにします。

ABXYタンクが�D ABXYタンクを[Bします。

ABXYタンクにUが�D ABXYタンクをYにします。

E³の�をÊらすか、または{U�を�
えるか、あるいはそのÒOをLいます。

ABXYタンクのセンサーAれまたは
�り

センサーをEFするかsRします。

¡にEFGがほと
んどXれないか、
まったくXれない
（�"のEFモー
ド）

EFGタンクがY EFGタンクにtBします。

EFGのX�がオフ EFGのX�をオンにします。

EFG�Tラインの�り EFG�TラインをBでEいXします。

¢が,Ó ブラシスカートやダストシール
がxy、またはN���

ブラシスカートまたはブラシシール
（あるいはそのÒO）をsRするかN�
します。

ホッパーダストフィルターの�り ダストフィルタをシェークまたはsR
（あるいはそのÒO）します。

IJバキュームファンシールがxy バキュームファンシールをsRします。

IJバキュームファンの\� テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

サーモセントリーが
u サーモセントリーを��させます。

IJ�ËがÌい ブラシÍが�� ブラシをsRします。

ブラシª7wがÕなすぎる ブラシª7wをÖやします。

メインブラシのN��� ブラシをN�します。

メインブラシドライブ�:にゴミが�
み�いている

メインブラシドライブ�:からゴミを 
 します。
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Ì+ ÍÎ ºÏOm

IJ�ËがÌい メインブラシドライブまたはサイドブ
ラシドライブ（あるいはそのÒO）が
\�

テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

ホッパーが�D ホッパーをYにします。

ホッパーリップスカートの��または
xy

リップスカートをsRします。

メインブラシが�#« テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

EF�ËがÌい ワンステップ^~ボタンがオフ ワンステップEFボタンをオンにします
。

�#«なE³またはブラシ テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

EFGタンクがY EFGタンクにtBします。

メインブラシにx�が�み�いている x�ををzり きます。

メインブラシが�� ブラシをsRします。

ブラシª7wがÕなすぎる ブラシª7wをÖやします。

FaST システムが
¢uしない

FaST ボタンがオフになっている FaST ボタンをオンにします。

FaST- パック�Tホースまたはコネ
クタ（あるいはそのÒO）の�まり

コネクターとホースを³BにÎしてEF
します。

FaST- パックがYかまたはª«され
ていない

FaST- パックをsRして�Tホースを
ª«します。

FaST システムがプライム
（!�g>�）されていない

>�するには、 FaST EFGシステム
をH��¢uします。

フィルタースクリーンが�まっている EFGタンクを[Bして、フィルタース
クリーンをzり{してEFします。

ヒューズが«れている テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

EFGポンプの\� テナントカンパニーの!�をÔけたサー
ビスセンターにご(�ください。

ES システムが
¢uしない

ES ボタンがオフになっている ES ボタンをオンにします。

タンクの3の ES センサーAれ センサーをIJします。

ES ポンプフィルターの�り ES フィルターをIJします。

ABXYタンクのBのレベルがØく
,ぎる

ABXYタンクを´Â�´µします。

EFGタンクのBのレベルがØく
,ぎる

EFGタンクにtBします。

IJまたはEF�
nが¢uしない

ホッパーが·がっている ホッパーをÅFに6します。

ホッパーの3でÏÐがÑÒ ��の�Sをオフにしてください。
{Ïします。 ��な@Aは、{�に
�®(�してください。

ABXYタンクが�D EFバキューム ファン/ スクイージー
ボタンをhして、1 ��BのXYをv�
します。ABXYタンクをYにします。
ES モデル：ES システムをs�にして、
この\�がÑÒしないようにします。
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����³

NQの?には、ã[�のíî]が0Øされています。
O = オペレーター
T = ��をhけたn

´µ ³øn
¶·¸
¹ ��ºf ��»�

¼½¾/
?¿

��
��
ºf

¾� 1 エンジン オイルレベルを�� EO 1

リザーバータンクのク
ーラントレベルを��

WG 1

O 10 awオイルタンク オイルレベルを�� HYDO 1

O 8, 9 タンクカバーシール xyまたは��を�� - 3

O 3 メインブラシ xyまたは��を�� - 2

O 4 サイドブラシ
(オプション)

xyまたは��を�� - 1

スクイージーブレード
のxyまたは��を�
�

- 1

O 6 リアースクイージーブ
レード

xyまたは��を�� - 1

�きを�� - 1

O 7 サイドスクイージーブ
レード

xyまたは��を�� - 2

O 8 XYタンク IJ - 1

O 8 XYタンク、ES
モード（オプション）

ES フィルターをIJ - 1

O 9 EFGタンク、ES
モード（オプション）

IJ - 1

O 5 ホッパー ホッパー、ダストスク
リーン、ホースをIJ

- 1

20 #� O 5 ホッパーダストフィル
ター

xyを��、IJ、�
�な@AsR

- 1

50 #� O 16 FaST / ec-H2O
フィルター
スクリーン

IJ - 1

T 3 メインブラッ ブラシパターンの
�を
�し、
��のブラシを�れ�え
ます。

- 2

T 13 g� ホイールナットのÄめ
�け
（�の50#�のみ）

- 1

T 15 バッテリー バッテリーケーブルの
ª«
をIJしてÄめ
る（�の50#�のみ
）

- 1

T 1 エンジン ベルトテンションを�
�

-O 1
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´µ ³øn
¶·¸
¹ ��ºf ��»�

¼½¾/
?¿

��
��
ºf

100
I[c
�Ù

T 19 ラジエーター コアの�� - 1

T 19 オイルクーラー コアの�� - 1

T 1 エンジン オイルとフィルターを
��してください

EO 1

LPG '½(にÚまった
Ìを!しâします

- 1

O 13、20 タイヤ <äのae - 3

T 6 リヤスクイージーキャ
スター

�Ì SPL 2

T 6 リヤスクイージー DLのae - 1

O 2 ��ヘッドスカート <äやÛµのae - 1

200
I[c
�Ù

T 12 フロントホイールサポ
ートベアリング

�Ì SPL 2

T 1、17 トルクチューブ �Ì SPL 4

T 12 ステアリングシリンダ
ー

�Ì SPL 1

T 1、19 ラジエーターのホース
とクランプ

Ü�けå#やÛµのa
e

- 2

T 11 ブレーキペダル mf2Vのae - 1

T 14 ホッパーリフトアーム
ピボット

�Ì SPL 2

T 5 ホッパードアピボット �Ì SPL 2

T 18 ホッパーリフトアーム
ラッチ

��と�Ì SPL 1

400
I[c
�Ù

T 1 エンジン エアフィルターの�� - 1

\]フィルターの�� - 1

T 20 リアホイールベアリン
グ

ae、�Ì、mfする SPL 2

800
I[c
�Ù

T 10 [ZÌタンク フィラーキャップの�
�

1

T - Ìkホース <äやÛµのae - �て

T 1、19 ÝÞ78 �� WG 2

T 13 qrモーター シャフトナットのÜめ
�け

- 1

T 13 フロントホイール ホイールナットのÜ�
け

- 1

T 15 バッテリー バッテリーターミナル
の��、Ü�け

- 1
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´µ ³øn
¶·¸
¹ ��ºf ��»�

¼½¾/
?¿

��
��
ºf

1000
I[c
�Ù

T 16 FaST システムフィル
ター

�� - 2

T 1 エンジン、æÝ� スパークプラグの�� - 4

T 1 エンジン PCV システムのae - 1

T 1、19 ラジエーターのホース çÞやè½のae - 2

1200
I[c
�Ù

T 10 [ZÌタンク Ìkフィルターを��
してください

- 1

2400
I[c
�Ù

T 10 [ZÌタンク [ZÌの�� HYDO 1

コンセントのストレー
ナーの��

1

5000
I[c
�Ù

T 1 エンジン、æÝ� カムシャフトとバラン
スシャフトベルトの�
�

- 2

_`a/G¾

EO エンジンオイル、5W30 SAE-SG/SH のみ.....
HYDO Tennant'(プレミアム[ZÌまたはéß	...
WG Bまたはエチレングリコール アンチフリーズ、-34 Ó(-30 Ô)....
SPL ÕÖ_`a、Lubriplate EMB グリース ( テナントカンパニー
�*Ú 01433-1)....
 
��: ゴミが�tに�いところでは、����の�,が�くなるX?�があります。
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´¥のタッチポイント

&�にはシンプルなÓ5アイテムを1す�¯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êåがE(ありません
。

µ^

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

エンジンオイル

¾�エンジンオイルのレベルを��します。
100¢u#�ごとに、オイルとオイルフィルター
をsRします。

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�になるまでà×してください。インジ
ケーターマークの~=�をáえてà×しないでく
ださい。

ù¶�エンジンのエンジンオイルのUEは、4.7
リットル（5クォート）です（オイルフィルター
�）。

スクイージーキャスターベアリング

100 ¢u#�ごとに、スクイージーキャスター
ベアリングに�aします。

��サポートベアリング

200 ¢u#�ごとに、g�サポートベアリング
に�aします。Òg�サポートのグリース��Û
は、フレームサポートプレートの6にあります。

ステアリングシリンダー ベアリング

200 ¢u#�ごとに、ステアリングシリンダーに
�aします。ステアリングシリンダーベアリング
は、g�サポートの�にあります。
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リアホイールベアリング

400I[c�ごとに、リアホイールベアリングに
;<がないかどうかをaeし、¬り�け>してm
fしてください。 Lubriplate
EMBグリース（テナントパーツ�\01433-1）を>
�します。

ホッパーリフト アームピボット

200 ¢u#�ごとに、ホッパーリフトアー
ムピボットに�aします。

ホッパードアピボット

200 ¢u#�ごとに、ホッパードアピボット
に�aします。

リフトアームラッチ

200¢u#�ごとに、リフトアームラッチとラ
ッチストップをIJして�aします。

トルクチューブ

200 ¢u#�ごとに、トルクチューブに�aし
ます。��のオペレータÃでは、トルクチューブ
のグリース��Ûが?@タンクの6にあります。

オペレータの¬ºÃでは、トルクチューブのグリ
ース��Ûがプロペルポンプの6にあります。
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¾Âシステム

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

¾�、¢u³�#のawオイルレベルを��し
ます。awオイルレベルは、Gw<の·6ライン
の�になければなりません。awオイルレベルを
��するときは、ホッパーを6げてください。

)*: ¾ÂオイルタンクをÃÄにし�ぎたり、

Åいオイルレベルのまま��を��させたりしな

いでください。��の¾ÂシステムがÆ£する|
れがあります。

2400I[c�Ùに[ZÌタンクを_にし、Zしい
Tennant'(プレミアム[ZÌを·Ìしてくださ
い。



: やけどの��があります。��が�く

なっています。 れないでください。

800 #�¢uごとに、フィラーキャップをsR
します。キャップをタンクにzり�けるgに、
フィラーキャップガスケットにGwGで×いØを
つくります。

1200 ¢u#�ごと、またはawタンク3のG³
が´32°C(90°F) のとき、awタンクのゲー
ジが�/ Ùのゾーンにある@Aに、
awフィルタをsRします。

2400 #�¢uごとに、awストレイナーアウト
レットをsRします。
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¾Âオイル

¯Ý³�の-いにより、�の 3
M�の
uaをÞ�できます。

Tennant True プレミアム�)� (ûüý�)

パーツ
¯ï

¨� ISO ·�
グレード
の·��
ç (VI)

Z�Z�
の��

1057710 3.8 リットル
(1 ガロン)

ISO 100

VI 126
N=

19�C
(65�F)
N=

1057711 19 リットル

(5 ガロン)

1069019 3.8 リットル
(1 ガロン)

ISO 68

VI 155
N=

7 ～
43�C 

(45 ～
110�F)

1069020 19 リットル
(5 ガロン)

1057707 3.8 リットル

(1 ガロン)

ISO 32

VI 163
N=

16�C
(60�F)
NQ

1057708 19 リットル
(5 ガロン)

2Úのawオイルをお!いの@Aは、テナントの
awオイル>1に#Aしていることをご !くだ
さい。ßd�は、awシステム
�のàáをÛく
する©れがあります。

)*: ¾Âシステム�-の¼½�Çは、システム
»�の?ÈにÉÊしています。Ëや¢Ì�が¾Â
システムにÍ�すると、�Ç�w、ÎµÏÐ、

Æ£をzき{こします。

¾Âホース

800 #�¢uごとに、awホースに��やy£
がないか��します。

'�のため： ��を����しているときは、

ÑÂによる¾ÂオイルÒれをカードボードで�Ó
してください。

."に�さな¦から[ªされている�wオ
イルは、ÜどÝえませんが�§な£Ñを�きÞこ
すことがあります。

00002

ªawオイルにより£Ñをßった@Aは、�ち
にâãのàäをÔけてください。�ちにâáÏv
をâじないと、�いãäを�きÞこす©れがあり
ます。

オイルれをÑÝしたときは、サービス¼½また
はiqrに(�してください。



����

79M20 Gas/LPG 9016004  (8−2016)

エンジン

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

ÔÕシステム

��のために: ��をD�«¬するときは、�く
なっているエンジン¼½に れないでください
。エンジンが�い'ラジエーターからキャップを
zりyさないでください。エンジンを¼やしてく
ださい。

リザーバー@のÝÞ�レベルは、Ùâaeしてく
ださい。
ÝÞ�のレベルは、エンジンがÝえているcに、
インジケーターマークの�でなければなりません
。
D/ÝÞ�の�#に	するTUは、クーラントの
メーカーにお±い#せください。

800 #�¢uごとに、ラジエーターと��シス
テムをBEします。

エンジンのオーバーヒートを�jするために、Ý
ÞãäにはCDなEのÝÞ�が!れているE(が
あります。

200 #�¢uごとに、ラジエーターホースとク
ランプを��します。åんでいるクランプをÄめ
てください。xyしているホースとクランプはs
Rします。

1000 �
#�¾に、ラジエーターのホースのå
æとæ�を��してください。

100 #�ごとに、ラジエータコアー{�と
awwクーラーひれにx�が�っ�いていないか
��します。�"のYbXとは¬ºOqに、ラジ
エーターグリルとフィンを�ってすべてのゴミを
Ëき/ばすかEいXしてください。IJしている
とき、��フィンをçげないように��してくだ
さい。ひれに¢がこびり�かないように、フィン
をÅFにIJしてください。ラジエーターにひび
が�らないように、IJするgにラジエーターと
クーラーフィンを��させてください。
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エアーフィルター

400 #�¢uごとに、エアーフィルターをsR
します。

PQフィルター（LPG）

400 #�¢uごとに、LPG ?@フィルター
をsRします。

?@ロックを�}してバルブからzり{すと、
LPG ?@フィルターがèれます。

'�のため： ��を����するときは、

PQcdefにgやhiを�づけないでくだ

さい。]jをよくしてください。

LPG jÖ5

100 I[c�Ùに LPG '½(にÚまったÌを!
しâしてください。

'�のため： ��を����するときは、

PQcdefにgやhiを�づけないでくだ

さい。]jをよくしてください。
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��フィルター（ガソリン）

400 #�¢uごとに、ガソリン?@フィルター
をsRします。

'�のため： ��を����するときは、

PQcdefにgやhiを�づけないでくだ

さい。]jをよくしてください。

エンジンベルト

&�を 50 c�¨MするÙに、ベルトのí�をa
eしてください。ベルトのí�はE(に じてm
fしてください。×しいベルトのí�は、ベルト
の)�åい°のO�³8に 4 ～ 5 kg (8 ～ 10
lb)の�をeえたcに13 mm
(0.50 インチ)æ�たわむ2Vが~�です。

no: ��Yのベルトやファンには�
づかないでください。

PCV システム

1000 I[c�Ùに、PVC
システムをaeしてください。
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スパークプラグ - ×ØXエンジン

スパークプラグは、&�を1000c�¨MするÙ
に��してください。

カムシャフトとバランスシャフトベルト

5000 I[c�Ùにカムシャフトとバランスシャ
フトベルトを��してください。

バッテリー

�の50 #�¢u'、そしてその'800 #�¢
uごとに、バッテリーのª«
をIJしてÄめて
ください。バッテリーから�bプラグを�
いたり、バッテリーにBを�えたりしないで
ください。

'�のため：
��を����するemは、バッテ
リーの�?とÙÚしないよう)*してください。
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フューズとリレー

リレーパネルフューズとリレー

フューズは、L�が���になったとき、��を
��させてワイヤーハーネスを@Aする�い�て
の��です。リレーは、��の��システムに
�れる�¡をオン/オフにするスイッチです。
リレーパネルカバーをFり¢き、フューズと
リレーにアクセスします。

��: フューズは、gず¤じアンペア¥Qの
フューズとHIしてください。 HIVの15ア
ンペアフューズが、リレーパネルの¦き§しのN
にあります。

リレーパネル·の�フューズとリレーの�vは、
�のçを²¡してください。オプションのスプレ
イノズル� M10 リレーは、バッテリーの
'ろにあります。

�フューズとHéされているXêは、�のテーブ
ルを²¡してください。

フューズ �Û "#されているJ�

FU1 15 A téリレー/
エンジンコントロール

FU2 15 A シェーカー

FU3 15 A ホーン

FU4 15 A !われていない

FU5 15 A EFバキューム/ メインブラシ/
スクイージーダウン/
ホッパーアップ

FU6 15 A サイドブラシ/
スIJバキュームs�

FU7 15 A EFG/ ホッパーラッチとド
アー/VuTB/'!/シェーカー

FU8 15 A ES/FaST/ E³/ ホッパーダウン/
スプレーワンド

FU9 15 A ライト

FU10 15 A スイッチされない B+ コントロー
ラーボード�

FU11 15 A !われていない オプション

FU12 15 A スプレーノズルポンプ

FU13 15 A !われていない

FU14 15 A !われていない

− 20 A ec−H20
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�リレーとJKされているXêは、�のテーブル
を²¡してください。

リレー �Û �ÜされているJ�

M1 12 VDC, 40 A té 1

M2 12 VDC, 40 A té 2

M3 12 VDC, 40 A シェーカー

M4 12 VDC, 40 A '!

M5 12 VDC, 40 A ホーン

M6 12 VDC, 40 A シャットダウン

M7 12 VDC, 40 A スターター

M8 12 VDC, 40 A !われていない

M9 12 VDC, 40 A !われていない

M10 12 VDC. 40 A スプレーワンド
（ëのリレー）

エンジンハーネスフューズとリレー

エンジンハーネスのヒューズとリレーはエンジン
コンパートメント@のヒューズボックスにありま
す。エンジンハーネスのヒューズとリレーの³8
については、ヒューズボックスのカバーを�{し
てください。

��: フューズは、gず¤じアンペア¥Qの
フューズとHIしてください。

リレー（オプション）

オプションのスプレーノズルまたはk�ワンドリ
レーは、バッテリーの�ろに¬り�けられていま
す。
オプションのオプションのFaSTオプションのFaST
��システムは、シートの�ろに¬り�けられて
います。

リレー v� ]^されるfç

- DC 12V 40A スプレーワンド

- DC 12V 40A �kウオッシャー

- DC 12V 40A FaST

サーキットブレーカー (ec−H20)

サーキットブレーカーは、&�の�'fçが�è
é2Vとなったときに�'の!れをêëするため
のリセットW4なÐì78です。I[Oにサーキ
ットブレーカーが[Zした4#、そのÑÒを9:
し、モーターの§�がQがるのを�ってから、サ
ーキットブレーカーをkしてリセットします。
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ホッパーダストフィルターの±²

�シフト'、ホッパーをYにするgにダストフィ
ルターをシェークします。 20 ¢u#�ごとに、
フィルターを��してIJします。
xyしたダストフィルターはsRします。

��: ��を�tに¨れている©ªで�う
!"は、ダストフィルターをより�«に¬する
ghがあります。

�に0べるOmのいずれかで、ダストフィルター
をIJします。

シェーキング - フィルターシェーカーボタンを
hします。

タッピング - フィルターの¢Ãを6にして
�たい]�を$くたたきます。 フィルターのエ
ッジがxyしないよう、��してください。
フィルターのエッジがxyしていると、フィルタ
ーフレームの3でフィルターはu"にシールしま
せん。

エアー - w Ybを!う@Aは、Héë1を
��してください。 ìCと¬ºのOqに、
ダストフィルターを�してエアーをìきつ
けます。 690 kPa (100 psi) をíえる
Ybwを!わないでください。フィルター
から50mm (2in) Áíにノズルを2づけな
いでください。��の3にダストフィルター
をvいたままでIJÇnです。

B - Øwガーデン�ホースで、ìCと¬ºO
qにダストフィルターにBを�してBEいし
ます。

��: ダストフィルターの¬に�を�う
!"は、gずフィルターを®¯に°かしてから、
ホッパーに±²³してください。
´ったダストフィルターを²³しないで
ください。

サーモセントリー

サーモセントリーは、ホッパーのíÃにvかれて
いて、ホッパーから¤�されるYbの³�を�2
します。 ホッパーíでÏÐがÑÒすると、
サーモセントリーはバキュームファンを¶jさ
せて、YbのXれを«6します。 �えると、
サーモセントリーはVu�にリセットされます。
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メインブラシ

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

¾�、メインブラシにワイヤや�の�みつき、
��、xyがないか、またN�が��ないかを�
�します。

���¦がなくなったらブラシを��してくださ
い。

&�を50c�¨MするÙに��のブラシを�れ¶
えることで、ブラシのîïと���を~¨にÎ
きâすことができます。

��: ブラシは2 セットずつHIしてください。
そうしないと、1 つのスクラブブラシがもう1
つのブラシよりµく^~し、¬¶·が¸¹+に
なります。

メインブラシの\]またはZCÞしßえ

フロントブラシは��の°Ãからアクセスし、
リアーブラシは±Ãからアクセスします。

1. スクラブヘッドをBEいします。

2. {Ãのブラシドアを�きます。

3. íÃのブラシドアを�きます。

4. ブラシアイドラプレートをzり{します。

5. スクラブヘッドからブラシを�きます。
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6. ©しいブラシまたはOqを�れdえた
ブラシを、ドライブモーターハブに`り�
ませながら、ブラシの�を6にhさえてzり
�けます。

7. !�3のブラシは、g'のみを�れdえてく
ださい。�と�を�れdえないでください。

Before After

A B B A

8. ブラシアイドラプレートをzり�けます。

9. íÃと{Ãのブラシドアを'じます。

10. ブラシのパターンを9:し、��のブラシを
�れ¶えた�に、E(に じてmfします。
「メインブラシパターンのº»とÊ°」を�
{してください。
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メインブラシパターンの��

1. ¡の`らかで�îなº»に、チョークまたは
�ïのマーキングÇîをまきます。

��: チョークなどがない!"は、ブラシを2
º&»の0でL¼させます。»の0に½き¾が¿
ります。

2. スクラブヘッドをZち·げて、チョークをま
いたº»の·にブラシを¶uします。

3. パーキングブレーキを£けます。

4. ワンステップIJボタンをhしてスクラブヘ
ッドを6げます。 ブラシwをØに
W�し、ブラシを15 ～ 20 ·¢uさ
せます。 チョークをまいたº»で、
スクラブヘッドは1 º»にjめておきます。

5. スクラブヘッドをZち·げて、バーキングブ
レーキを{し、チョークをまいたº»から�
�を¶uして*します。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

6. ブラシパターンをïäします。 ブラシパ
ターンが�ブラシのF�にわたり	じ
�で、さらにÒブラシのバターンが	じ�で
あれば、N�は��です。

10355

7. ブラシパターンが�eりになっている
@Aは、このマニュアルの
"メインブラシ�eりのN�"
を²¡してください。

10652

8. ブラシを6げたときのブラシパターンは、50
～ 75mm (2 ～ 3in)
�で、ÒOのブラシバターンが	じ�でなけ
ればなりません。
ブラシの�が	じでない@Aは、このマニュ
アルのメインブラシ�のN�を²¡してくだ
さい。

10653



����

89M20 Gas/LPG 9016004  (8−2016)

メインブラシàáりのâ�

1. ブラシドライブハウジングの4 �のzり
�けボルトをåめます。

2. スクラブヘッドÃのパターン�をÊらすには
ブラシドライブハウジングを·げ、パターン
�をÖやすには6げます。

3. zり�けボルトをÄめます。

4. ブラシパターンを���します。
��にじて�N�します。

メインブラシãのâ�

1. スクラブヘッドのÒÃでドラッグリンクの
�さをN�します。 Òドラッグリンクを
�くしてリアブラシパターン�をÖや
します。 ÒドラッグリンクをÛくしてフロ
ントブラシパターン�をÖやします。
�ず�ドラッグリンクのナットを	じXHだ
けXしてください。

��: ドラッグリンクÀ�ボルトを+Áに2
L¼すると、ブラシÂがÃ25mm（1in）Ä4
します。

2. ブラシパターンを���します。
��にじて�N�します。
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サイドブラシ ( オプション)

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

¾�、サイドブラシの��とxyを��します。
サイドブラッシとサイドブラシドライブ
ハブから、�みついた�やワイヤーをzり
 きます。

サイドブラシの\]

����がなくなったパッドは��してください。��
��がなくなったブラシまたは�が !の"まで#$し
たブラシは��してください。

1. ��にじて、サイドブラシを·げてく
ださい。

2. サイドブラシアッセンブリーのアクセスホー
ルを�してスプリングハンドルがÝえるよう
になるまで、ブラシをXします。

3. スプリングハンドルをぎゅっとðって、サイ
ドブラシを¡に½とします。

4. サイドブラシアッセンブリーの6からサイド
ブラシをzり きます。

5. ブラシスプリングを)いておくと、�しいブ
ラシをより*+に,-けできます

6. ©�のサイドブラシをサイドブラシアッセン
ブリーの6にvき、Zち·げてサイドブラッ
シハブに�し�みロックさせます。
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FaST システム

FaST- パックの\]

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

1. サイドアクセスドアを�きます。

2. シートを�*gまでスライドします。

3. FaST �Tホースコネクターの·のボタ
ンをhし、Y"ðからYの FaST-
パックを�きzりxñします。

4. ©しい FaST- パックのミシンòの
�を
«り*します。 パックから¤はzり{
さないでください。バッグのÊ
にあるホー
スのコネクターを�きªして、コネクターか
らホースキャ ップを{します。

��: FaST- パック（»^~ÅÆÇ）は、
FaST システム^~ÈTVにÉÊに�Rさ
れたものです。 ËÌ�はÍして�わないで
ください。FaST システムがÎÏするおそれ
があるので、Ðの^~ÇはÑÒに�Vしないでく
ださい。

5. FaST- パックを FaST-パックブラケッ
トに`り�ませます。

6. FaST �Tホースを FaST- パック
ホースコネクターとª«します。

7. E³からñ;されるBUが§になるまで、
H�� FaST システムでEFします。
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FaST ädホースコネクターの±²

E³が¸�している@Aは、コネクターをぬるま
±にÎします。 FaST- パックがzり�けられ
ていない@Aは、�TホースコネクターをHiプ
ラグに�し�んでHiし、ホースの�りを�ぎ
ます。

FaST システムフィルタースクリーンの±²

FaST システムフィルタースクリーンは、
EFGタンクからFaSTシステムにXれ�むBを
ó,します。

4ñの�Lからフィルタースクリーンをzり{し
て、50 ¢u#�ごとにスクリーンをIJしてく
ださい。フィルターをzり{すgに、EFGタン
クをYにしてください。.

FaSTシステムのフィルターの¡6

FaSTシステムのフィルターは、&�を1000c�¨
MするÙに��してください。フィルターを��
する�に、���タンクを_にしてください。
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ec-H2Oシステム����

このð�は、アラームが�りec-H2OシステムのÆ
¯のインジケーターライトがabしたcだけ«r
してください。

��のために: ��から)れるB]、またはD�«

¬をGうB]は、®な©�に_め、パーキングブ
レーキをRけて+ªを�ってください。

1. ¨Mñ�ろのÐà�バッグからB�の��ホ
ースを¬りAしてください。

2. ¨Mñカバーをロックしてください。

3. ec-H2Oシステムの�:ホースを���Ê·ホ
ースからAし、�:��ホース
(í¯のコネクタ)
をec-H2Oシステム�:ホースにFlしてくだ
さい。

4. ec-H2Oシステムのâ:ホースを��ヘッドに
FlするホースからAし、â:��ホース
(�¯のコネクタ)
をec-H2Oシステムのâ:ホースにFlしてく
ださい。

5. ec-H2Oシステムの�:ホースを19リットル
(5ガロン)
のホワイトビネガーかライスビネガーが�っ
たU(に�れてください。â:ホースを_の
バケツに�れてください。

6. エンジンを�Zせずに、キーをオンの³8に
fしてください。

7. ec-H2Oモジュールフラッシュスイッチのオン
により、��サイクルを}�してください。

	: )*サイクルがN�すると
(ò7Ý5)、モジュールの�óはÂMÃにオフに
なります。システムのインジケーターライトとア
ラームをô�するには、モジュールを�õに7Ý
�ö1しなければなりません。
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8. 7D�の��サイクルの�、ビネガーのU(
からòい=げホースをÌき¬り、ホースをき
れいなÝDの�ったU(に�れてください。
��フラッシュスイッチをkし、モジュール
に^ったビネガーを�い!してください。1
〜2D�、フラッシュスイッチをもう)�k
してモジュールを�jしてください。

9. ec-H2Oシステムの�:ホースとâ:ホースか
ら��ホースを¬りAし、Ðà�バッグに�
してください。

10. ec-H2Oの�:ホースとâ:ホースをFlして
ください。ec-H2Oシステムのインジケーター
ライトがabをlける4#は、��ð�を�
�« してください。それでも�sがlく4
#は、Íサービスセンターにご�Îくださ
い。

11.â:ホースと�:ホースを、ec-H2Oアセンブ
リとブラケットの�に�れてください。

	:
÷øホースと�øホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの�に8ろし、ö1ùシートカバーを�

じたときに、úんだり� させたりしないように
してください。

12.¨Mñカバーをîめてください。

ec-H2Oのフィルタースクリーンの±²

50#�¢u¾にec-H2Oのフィルタースク
リーンをzり{し、IJしてください。.
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スクイージーブレード

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

¾�スクイージーブレードがxyまたは��して
いないかを��します。ブレードが��している
@Aは、ブレードのエッジとエッジ、または·と
6を�しdえて、©しいôきzりエッジに
します。 すべてのエッジが��したときは、
ブレードをsRします。

¾�スクイージーブレードのゆがみを��します
。õなるタイプの¡�をEFする@Aも	1です
。100¢u#�ごとに、リアスクイージーの�き
を��します。

リアースクイージーブレードの\]
（またはSTÞßえ）

1. スクラブヘッドを6します。

2. リアスクイージーアッセンブリーから
バキュームホースを�きzります。

3. リアスクイージーアッセンブリーからÒOの
zり�けノブをzり{します。

4. ��に�Sを�れ、スクラブヘッドをZち·
げてから、�Sをオフにします。

5. ��からリアスクイージーアッセンブリーを
zり{します。

6. リアサポートバンドテンションラッチを
åめて、サポートバンドを�きます。

7. リアスクイージーをzり{します。
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8. ©しいリアスクイージーブレードをzり�け
るか、または!�3のブレードのOqを�し
dえて©しいエッジにします。スクイージー
プレードのすべての¦をタブに�っ£けてく
ださい。

9. ¦をタブに§えて、リアサポートバンドをz
り�けます。

10.リアサポートバンドテンションラッチをÄめ
ます。

11.フロントサポートバンドテンションラッチを
åめて、サポートバンドを�きます。

12.フロントスクイージーをzり{します。

13.©しいフロントスクイージーブレードをzり
�けるか、または!�3のブレードのOqを
�しdえて©しいエッジにします。スクイー
ジープレードのすべての¦をタブに�っ£け
てください。
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14.ノッチをタブに§えて、フロントサポートバ
ンドをzり�けます。

15.フロントサポートバンドテンションラッチを
Äめます。

16.��にリアスクイージーアッセンブリーを�
k�します。

17.��な@Aは、リアスクイージーを��して
N�します。 このマニュアルの
”リアスクイージーブレード�きのN�”
と" リアスクイージープレードをB�
にする" セクションを²¡してください。

サイドスクイージーブレードの\]
（またはSTÞßえ）

1. ��な@Aは、スクラブヘッドをZち
·げます。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

2. {Ãのブラシドアを�きます。

3. サイドスクイージーアッセンブリーから、
サイドスクイージーサポートバンド·のラッ
チを{します。

4. サイドスクイージーアッセンブリーから、
サイドスクイージーサポートバンドをzり{
します。
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5. サイドスクイージーブレードを{します。
スクイージーブレードの{Ãのエッジが��
していない@Aは、��の¬ºÃのスクイー
ジーブレードと�れdえます。ÒOのエッジ
が��している@Aはxñします。

6. ©しいスクイージープレードまたは¬ºÃと
�れdえたブレードをzり�けます。

7. サイドスクイージーアッセンブリーに、
サイドスクイージーサポートバンドを�k�
します。

8. サイドスクイージーサポートバンド·のラッ
チを�っ£けます。

9. {Ãのブラシドアを'じます。
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サイドブラシスクイージーブレード
(オプション) の¡6またはR«

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

サイドブラシスクイージーブレードに<äやÛµ
がないことを、Ùâaeしてください。ÖÕがブ
レードのóDNQのôさにĆ´µまたは<äして
いる4#は、ブレードを��してください。

1. ��ヘッドをQげてください

2. ピンをÌき、スクイージーバンパーを¬りA
してください。

3. リテーニングバンドのテンションラッチを}
いてください。

4. スクイージー、スペーサ、リテーナをスクイ
ージーバンパーから¬りAしてください。

	:
サイドブラシスクイージーブレードには、�さÊ
°に�するû2のüがあります。

5. バンパーのピンに�するïを#わせ、スク
イージー、スペーサ、リテーナをスクイージ
ーバンパーに¬り�けてください。

6. リテーニングバンドのテンションラッチを�
�¬り�けてください。

7. スクイージーバンパーを¬り�け、ピンをõ
し�んでください。
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リアスクイージーをI^にする

スクイージーブレードがEFしている¡�とF�
にわたり�1にªöするように、スクイージーを
B�にします。このN�は、�îでB�な¡�で
Lいます。

1. スクイージーを6ろして、��をHメートル
（フィート) g!させます。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

2. スクイージーブレードのF�にわたって、ス
クイージーの�きをïäします。

3. ブレードのF�で�きがò�でない@Aは、
スクイージーレべリングナットをXしてN�
します。

スクイージーを�	にしている�、スクイー
ジーフレームから��ホースを��しないで
ください。

4. スクイージーレべリングナットを#<と¬º
OqにXすと、スクイージーブレード��の
�きがÊります。

5. スクイージーレべリングナットを#<Oqに
Xすと、スクイージーブレード��の�きが
Öえます。

6. スクイージーを6ろして��をg!させ、N
�が�¥であるかスクイージーブレードの�
きを���します。

7. ��な@Aは、スクイージープレードを�N
�します。

リアスクイージーブレードåきのâ�

�きとは、��がg!するときスクイージー
ブレードF¾がたわむ�Aです。óの�きは、
スクイージーが�の�きで¡をÅFにôきzり
ôいた��にする@Aです。

��:
ÓきをÀ�するwに、スクイージーが�Ôになっ
ているのをÕWしてください。"リアスクイー
ジーを�Ôにする" をJKしてください。

1. スクイージーを6ろして、��をHメートル
（フィート) g!させます。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

2. スクイージーブレードの�きまたは
"たわみ" の�Aをïäします。uしい�き
�Aは、õ`な¡のEFには12mm(0.50in)、
÷い¡のEFには15mm (0.62in)です。

12 mm
(0.50 in)

3. N�ノブを#<と¬ºOqにXして�きをÖ
やすか、#<OqにXして�きをÊらし、
スクイージープレードF¾の�きをN�
します。
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4. N�'、��をg!させてスクイージー
ブレードの�きを���します。

5. ��な@Aは、スクイージープレードの�き
を�N�します。

スカートとシール

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

スクラブヘッドスカート

100 ¢u#�ごとに、スカートにxyと
��がないか��します。

スカートは、スクラブヘッドが6がっている
とき、¡からのø*が0 ～ 6mm (0 ～ 0.25in)
の�でなければなりません。

HIJKタンクシール

¾�、ABXYタンクカバーのシールにxyや
��がないか��します。

=>?タンクシール

¾�、EFGタンクカバーのシールにxyや��
がないか��します。
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ブレーキとタイヤ

ブレーキ

�ùöブレーキは、'�にk�されています。
ブレーキは、|のブレーキペダルとª«ケーブル
で�
されます。

200 ¢u#�ごとに、ブレーキN�を��
します。

ブレーキのmnを9:する4#、º_ブレーキペ
ダルから、ペダルのZきにö÷があるaまでのð
�をñ_します。ð�は、 6mm (0.25 インチ)
～ 19mm (0.75 インチ)
であるE(があります。E(に じてブレーキを
mnします。

タイヤ

100 ¢u#�ごとに、タイヤにxyと��が
ないか��します。

Z�

�の50 ¢u#�'と、«く800 ¢u#�
ごとに、g�ナットをçの�÷で、122 ～ 149Nm
(90 ～ 110ft/lb) のトルクで2 XÄめます。

2

3

4

1

5

ç�モーター

800 ¢u#�ごとに、シャフトナットを_`º»
でトルク508Nm (375 ft/lb)、._`º»で
644Nm (475ft/lb) にÄめます。



����

103M20 Gas/LPG 9016004  (8−2016)

��のプッシング、トーイングおよび��

��のèz、Céし

��がuかなくなった@A、g'で'hしできま
すが、g�はgのみです。

��が'hしまたはg�されるとき、fLポンプ
にはバイパスバルブがk�されていて、awシス
テムのxyを�ぎます。 このバルブにより、
\��をÛø*、1.6kp/h (1mph) Á6の
5�で¶uさせることができます。 ��は、
�ø*をúい5�で'hしまたはg�する>1に
はなっていません。

A)*: ç�システムがÆ£する|れがある

ので、�ê	のCéしやèzは�けてください。

��をプッシングまたはトーイングするgに、
プロペルポンプのÊにあるバイパスバルブを�"
の�vから90 �（いずれのOqでもより）Xし
てください。'hしやg�がûøしたら、バイパ
スバルブを�"の�vに~してください。
�"の¢u3は、バイパスバルブを!わないでく
ださい。

��の��

1. スクイージー、スクラブヘッド、ブラシをZ
ち·げておきます。ü�タラップのクリアラ
ンスにより、��な@AはホッパーをZち·
げておきます。

��のために: ��をトラックまたはトレーラー
に�み�ろしする©は、�み�ろし�に、タンク
とホッパーを�にしてください。

2. トラックかトレーラのü�エッジに��を'
ろqきにしてvきます。

3. ü��がB�でないか、または7�から381m
(15in) より�い@Aは、ウィンチで
��をü�してください。

ü��がB�か7�から380mm(15in)
Á6の@Aは、��をfLしてü�すること
ができます。

'�のため： ��をトラックやトレーラーに

ë�するときは、ウィンチを¡ってください。

ë�
がI^でさらにì(から380mm(15in）
íîでない�り、��をç�してë�しないでく

ださい。

4. ��をウインチでü�する@Aは、'�タイ
ヤの'にあるリアù·げブラケットの¦にウ
ィンチチェインをzり�けてください。
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5. ��をトラックやトレーラーのª�るだけ
gÃにvいてください。

6. パーキングブレーキを£け、6�の'ろを
��などで¸�し、��がuかないように
します。

7. スクラブヘッドを6します。

��のために: ��をトラックまたはトレーラー
に�み�ろしする©は、��を¸ってÊvする�
に��ヘッドとスクイージーを<げてください。

8. ýþ�のストラップを、��g
の±67と
°67にある¦、ならびに'�タイヤの'に
あるリアù·げブラケットの¦に�します。

9. g
の¦に�したストラップは��の
'
に、'
の¦に�したストラップはg

にもってきてトラックまたはトレーラーの¡
にあるブラケットに�っ£けます。ストラッ
プをÄめます。

��: !"によっては、トラックやトレーラーの
»にÖ�×ØVブラケットをFりGけるghがあ
ります。

10.ü��がB�でないか、または7�から
380mm (15in) より�かい@Aは、ウィン
チで��を)ろしてください。

ü��がB�で、さらに7�から380mm
(15in) Á6の@Aは、��をfLして
)ろすことができます。

'�のため： ��をトラックやトレーラー
に�ろすときは、ウィンチを¡ってください。

ë�
がI^でさらにì(から380mm(15in）
íîでない�り、��をç�して�ろさないでく

ださい。
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��のジャッキアップ

��をジャッキでZち·げる@Aは、Ggにホッ
パー、XYタンク、EFGタンクをYにします。
8�された@»にジャッキを�ててZち·げ
ます。��の��を$えるジャッキを!ってくだ
さい。ジャッキスタンドで��を$えてく
ださい。�ず��をB�な¡�·に¶め、
タイヤjめをつけてからジャッキでZち·げてく
ださい。

��'
のジャッキ�vは、Òサイドの'�タイ
ヤのすぐ'にあります。

g
ジャッキ�vは、g�タイヤの�ぐgの
フレームの·にあります。

��のために: ��から)れるB]またはD�«
¬をGうB]は、��を®なBCに_め、パー
キングブレーキをかけて+ªを�り、キーを¯い
てください。

'�のため： ��を����するときは、

ジャッキで�ち(げるまえにタイヤðめをつけて

ください。��の� に�するジャッキを¡って

ください。ñ�されたòóにのみジャッキを�て

てください。ジャッキで��をôえてください。

��の"õ

��を���Hiする@Aは、Ggに�の��を
iLしてください。

1. EFGタンクとXYタンクを[BしてEFし
ます。XYタンクとEFGタンクのカバーを
�いてYbをX�させます。

2. ��を�îでôい@»に86します。
��を9にさらさないでください。
úíでHiします。

3. バッテリーをzり{すか、または3ヶ�ごと
にバッテリーを´�します。
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���_
(ec-H2Oシステムを.¬していない�*)

'�のため： ��から	れるか����を

するZに、I^な_
(に`め、パーキングブ
レーキをaけ、�bをオフにします。

1. EFGタンクとXYタンクがYになっている
のを !します。

2. 3.8リットル (1ガロン)
のプロピレングリコールをø$Dとする
�
�またはRV�
��を���タンクに�れて
ください。

3. キーをオンの�vにXします。（��をスタ
ートしない）.

4. )*メインブラシボタンをkします。

5. 1-STEPボタンをkしてください。

6. GXが�のW�になるまで、EFG�Ö�
ボタン (+) を�り:しhします。

7.
¼xペダルをýむことによりシステム��に

��をù�させます。

8. 1-STEPボタンをkし、システムの�¬を®っ
てください。

9. オプションのスプレーノズルのみ.¬した�
*:
ノズルから
��がúâするまでポンプの�
¬をオンにしてください。

10.キーをオフの³8にfしてください。

11.^った
��は、���タンクからÌき¬る
E(はありません。

��: ES または FaST システムを²�してい
る!"、Ù�pで@ÚまたはÛÜするときは、
ÉÊのy}がghです。ÝÞは、テナントカ
ンパニーのabßにおdい"わせください。

���_ (ec-H2Oシステムを.¬した�*)

��のために:
��から)れるB]、またはD�«¬をGうB]
は、®な©�に_め、パーキングブレーキをR
けて+ªを�ってください。

1. ���タンクとCDfgタンクのDをÌき¬
ってください。

2. �:��ホースを¨Mñ�ろのÐà�バッグ
から¬りAしてください。

3. ec-H2Oシステムの�:ホースを���Ê·ホ
ースからAし、�:��ホース
(í¯のコネクタ)
をec-H2Oシステム�:ホースにFlしてくだ
さい。

4. ec-H2Oユニットと¨Mûの�からドレンチュ
ーブをÎきâします。チューブからキャップ
を¬りAし、チューブのÕを_のU(に�れ
てください。キャップはòに8いておいてく
ださい。キャップはòに8いておいてくださ
い。
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5. キーをオンの³8にfしてください
(エンジンは,)しない)。

6. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをオ
ンしてください。システムからDを2D�、
U(にÌき¬ってください。

7. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをk
し、システムを�jしてください。

8. ec-H2Oシステムのâ:ホースを、��ヘッド
にFlするホースからAしてください。

9. ekしたエアー (344 kPa (50 psi) Ph)
をec-H2Oシステムのâ:ホースに�ってくだ
さい。kó_'をâ:ホースに�lして�り
、ドレンチューブからDを¦�にÌき¬って
ください。

10.キャップをドレンチューブに¬り�け、ec-H
2Oモジュールと¨Mûの�にチューブを�し
てください。

11. ec-H2Oシステムの�:ホースを���Ê·ホ
ースにFlし、ec-H2Oシステムのâ:ホース
を��ヘッドにFlするホースにFlしてく
ださい。

12.â:ホースと�:ホースをQろし、ec-H2Oア
センブリとブラケットの�に�れてください
。

13.�:��ホースを¨Mñ�ろのÐà�バッグ
に�してください。
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ec-H2Oシステムのプライミング

���タンクまたはec-H2Oシステムを_にしたま
ま&�をåg�ÐRした4#は、ec-H2Oシステム
をプライミングしてください。

��のために:
��から)れるB]、またはD�«¬をGうB]
は、®な©�に_め、パーキングブレーキをR
けて+ªを�ってください。

1. ���タンクにきれいなÝDを�れてくださ
い。&マニュアルの)*+タンクの	7の�
�{。

2. â:��ホース (�¯のコネクタ)
を¨Mñ�ろのÐà�バッグから¬りAして
ください。

3. ec-H2Oシステムのâ:ホースを��ヘッドに
Flするホースから¬りAし、â:��ホー
スをec-H2Oシステムのâ:ホースにFlして
ください。

4. ec-H2Oシステムのâ:ホースを_のU(に�
れてください。

5. キーをオンの³8にfしてください
(エンジンは,)しない)。

6. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをオ
ンしてください。システムからDを2D�、
U(にÌき¬ってください。

7. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをk
し、システムを�jしてください。

8. â:��ホースをec-H2Oシステムのâ:ホー
スから¬りAし、Ðà�バッグに�してくだ
さい。

9. ec-H2Oシステムのâ:ホースを、��ヘッド
にFlするホースにFlしてください。
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ö÷

��のÃøùúと� のû�

�% ùúüは� 

F� 2410 mm (95 in)

F� 1470 mm (58 in)

F�（オーバヘッドガード�き） 2120 mm (83.5 in)

F�/ フレーム（ローラーからローラー） 1270 mm (50 in)

F�（リアースクイージー） 1300 mm (51 in)

F�（サイドブラシ�き） 1470 mm (58 in)

IJ�（メインブラシの�さ） 1020 mm (40 in)

IJ�（スクラブサイドブラシ�き） 1370 mm (54 in)

IJパスの�（スイープサイドブラシ�き） 1420 mm (56 in)

メインブラシ�ü(2) 300 mm (12 in)

サイドブラシ�ü（EF�） 410 mm (16 in)

サイドブラシ�ü（IJ�） 530 mm (21 in)

EFGタンク�� 212 L (56 ガロン)

ABXYタンク�� 276 L (73 ガロン)

ホッパーXY�� 110 L (3.9 ft3)

ホッパーXY�� 177 kg (390 lbs)

ダンプ�（?u） 1520 mm (60 in)

ダンプ#のØ;��なýþ� 2500 mm (98 in)

�� （Y） 1497 Kg (3300 lbs)

�6<�� 2359 Kg (5200 lbs)

Ø7·� 80 mm (3 in)

Ðìßô IPX3

N¾は IEC 60335-2-72 にしたがってõ_されています Measure

�kレベル LpA 84 dB(A)

�の
9_X KpA 3.0 dB(A)

��â�レベル LWA + 
9_X KWA 106 dB(A)

öZ - ðから÷ < 2.5 m/s�

öZ - �ø < 0.3 m/s�

��の�Çû�

	ò H�

X�#の��ê� 2790 mm (110 in)

§g!5� 12.9 Km/h (8 mph)

§'!5� 4.8 Km/h (3 mph)

./0の�1234567と8567  - （:） 18 %

<=0の�1234567 10 %

>?@（GVWR）での�1234567と8567 14 %

ABCD0の�1EFG7 43℃ (110�F)

ABの<=BHIJ0の�KG7 0℃  (32�F)
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¾Âシステムýþ

システム UE ISO
ù�グレードのù�úN

�Ã§�のûÃ

[ZÌタンク 38 リットル
(10 ガロン)

ISO 100 VI 126 N= 19�C (65�F) N=

[ZÌüE 45 リットル
(12 ガロン)

ISO 68 VI 155 N= 7 ～ 43�C (45 ～ 110�F)

ISO 32 VI 163 N= 16�C (60�F) NQ

��

エンジン タイプ イグニッション サイクル ò' シリンダー ボア ストローク

æÝ 2.0 ピストン プラグのコイル 4 pý 4 85mm
(3.35
インチ
)

88mm 
(3.46
インチ)

þ'E テナント[_â� SAE J1995
によるü��â�

2.0 L (122 cu in.) LPG、2300rpm で 31.6kw
(42.4hp)

LPG、2800rpm で
38.5kw (51.6 hp)

2.0 L (122 cu in.) ガソリン、2300rpm で
30.3kw (40.6hp)

ガソリン、2800rpm
で 37.8kw (50.7hp)

\] ÝÞ78 �'ãä

ガソリン、~�87オクタ
ン、GH 
\]タンク: 42 リットル
(11.2 ガロン)

D/エチレングリコール
�
�

F�12V

LPG、
\]タンク: 15kg (33lb)

#�: 7.5 リットル 
(2 ガロン)

75 A
のオルタネーター

ラジエーター: 3.8 リットル
(1 ガロン)

アイドルスピード、Gèé (�o) [_o�、èéあり a¾�ü

1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1-3-4-2

スパークプラグ、ギャップ バルブクリアランス、��# フィルター�きエン
ジン_`a

1.1 mm (0.043 in) 5N� OHC エンジン 4.7 L (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH

ブレーキシステム

タイプ �


サービスブレーキ �ùöドラムブレーキ (2)、�'�に1 Lずつ、
ケーブル
u

パーキングブレーキ サービスブレーキÞ�、ケーブル
u

タイヤ

�v タイプ サイズ

g� (1) ソリッド 140 mm x 460 mm (5.5 in x 18 in)

'� (2) ソリッド 90 mm x 410 mm (3.5 in x 16 in)

ステアリングýþ

タイプ �Sソース

g�、awシリンダー、ロータリーバルブJK awアクセサリーポンプ
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FaST システム

	ò H�

EFGポンプ DC 12V、11A、!E0.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiの�k�j

ØEFGX� 2.7 LPM (0.7 GPM)

�EFGX� 5.4 LPM (1.4 GPM)

ØコンセントレートGX� 2.6 CC/ � (0.085 G¾オンス/ �)

�コンセントレートGX� 5.2 CC/ � (0.17 G¾オンス/ �)

ec-H2Oシステム

�O ñ_¾

���ポンプ DC 12V、11A、!E0.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiの�k�j

���の!E 2.65LPM (0.7GPM) − �

5.30LPM (1.4GPM) − �
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��のùú

フレーム（ロー
ラーからローラー）
1270 mm (50 in)

1470 mm
(58 in)

2410 mm
(95 in)

リアースク
イージー
1300 mm
(51 in)

ã
（サイドブラシ�き）

1470 mm (58 in)

ホイールベース
1280 mm トレッド

（リヤ）

1270 mm

1014751
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113M20 Gas/LPG 9016004 (3−07)

���コントロール

プロパネル���コントロール

LMNコントロールBHをIJしてLMNは
、オペレーターがABでIJする<=R2を
プログラムできます。ロックアウトBHは、
オペレーターによるR2のTUやVWをXY
するBHです。

LMNコントロールBHをIJすることで、
いつでもZじ[\で��]^ができるため、
オペレーターの_`にaわらず]^bcをd
eできます。また、オペレーターのトレーニ
ング0fをghします。

オペーレーターホームjkをlmするユーザ
ーモードには2qrあります。

オペレーターモード -
LMNによってstやuvがuwされた[\
でABのCDができます。

LMNモード -
すべてのx]ボタンがzJtHな[\でAB
のCDができます。また、オペレーターモー
ドのstやuvをR2できます。

{|}~�の��[\では、ABはLMNモ
ードで��します。jkには��に�り�て
られたデフォルトLMNプロファイルがlm
されます。}~0R2のLMNログイン��
は「1234」です。このログイン��は��
�されるまで��です。��R2のLMNプ
ロファイル�とログイン��はAセクション
で��したようにTUできます。�たに�り
�てられたLMNモードログイン��を�れ
てしまった|�、テナント�のサービス��
までお�い�わせください。

LMNモードの�� - � のみ

1. ¡¢スイッチを�れます。メインのx]
jkがディスプレイにlmされます。

2. ヘルプボタンを¦して、ヘルプjkにア
クセスします。

3. ログインボタンを¦します。

4. キーパッドをIJして、}~0R2のL
MNログイン��「1234」を、キーバッ
ドの¨にあるディスプレイに��します
。LMNログイン��の��が©ªした
ら、Enterボタンを¦します。

«�に¬じBackspaceボタンを¦して
、��をgし®び��します。
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114 M20 Gas/LPG 9016004 (NIL)

5. LMNABx]jkが、ディスプレイに
lmされます。R2ボタンを¦して、L
MNR2jkにアクセスします。

6. プロファイルの¯°/±²に³みます。

LMNモードの��

1. ¡¢スイッチを�れます。ログインjk
がディスプレイにlmされます。

2. キーパッドをIJして、LMNログイン
��をキーバッドの¨にあるディスプレ
イに��します。LMNログイン��の
��が©ªしたら、Enterボタンを¦しま
す。

«�に¬じBackspaceボタンを¦して
、��をgし®び��します。

3. LMNABx]jkが、ディスプレイに
lmされます。R2ボタンを¦して、L
MNR2jkにアクセスします。
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LMNR2jk/jkアイコン

LMNメンテナンスjkをIJして、ユーザ
ーパスワードやユーザーABR2、その�の
ABR2µ¶をR2/TUします。

¨·き¸"ボタンを¦して、メニュー
µ¶¹を¨にº�します。

»·き¸"ボタンを¦して、メニュー
µ¶¹を»にº�します。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

½»のメニューボタンをIJして、さまざま
なLMNR2メニュー/jkにアクセスしま
す。

Press the video help button to access the
various machine help videos.

Press the Add / Edit Profi les button to add,
delete, and / or change machine user and
supervisor profiles. See ADDING /
EDITING PROFILES.

Press the Export Checklists button to
access the Export Checklists menu. See
EXPORTING CHECKLISTS.

Press the Checklists Setup button to
access the Checklist Setup menu. See
DISABLING / ENABLING THE
PREOPERATION CHECKLIST.

â�/cýの�_ボタンをkし、&�のâ
�とcýをセットします。
「J�とþ�のQR/´�」を²³してく

ださい。

Press the Camera Settings button to
access the Camera Settings screen. See
CHANGING REARVIEW CAMERA
SETTINGS.

Press the Enable Login button to activate a
required login number at machine start up
for all user profiles to operate machine.

Press the Disable Login button to
deactivate a login number at machine start
up for all user profi les to operate machine.
See DISABLING LOGIN

Press the Calibrate Touch button to
calibrate the touch screen if the touch
points become misaligned.
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プロファイルの¯°/TU

1. ABの¡¢を�れ、LMNjkにログオ
ンし、R2ボタンを¦してLMNR2j
kにアクセスします。「LMNモードの
��」を¾¿してください。

2. 「プロファイルの¯°/±²」ボタンを¦
して、「プロファイルの¯°/±²」jk
にアクセスします。

3. 「プロファイルの¯°」ボタンを¦して
、「プロファイルの¯°」jkにアクセ
スします。

「プロファイルの¯°ボタン」を¦し
て、jkとメニューにアクセスして�
Àプロファイルを¯°します。

「プロファイルを±²」ボタンを¦し
て、ÁWのプロファイルを±²します
。

「プロファイルをコピー」ボタンを¦
して、ÁWのプロファイルをコピーし
ます。

「プロファイルをg」ボタンを¦し
て、ÁWのプロファイルをgします
。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

4. 「オペレーター」ボタンを¦して�Àオ
ペレーターを¯°、または「LMN」ボ
タンを¦して�ÀLMNを¯°します。

ÃÄ：デフォルトのLMNは、プロファイル
ÆÇからgできません。

「オペレーター」ボタンを¦して、オ
ペレーターのプロファイルを¯°/±²/
コピー/gします。

「LMN」ボタンを¦して、LMNの
プロファイルを¯°/±²/コピー/g
します。

5. キーパッドをIJして、�Àのユーザー/
LMNの��を��します。Enterボタン
を¦します。
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6. キーバッドを>�して、Z[のユーザー/R
5Sにログイン�\をþりてます。
Zしいログイン�\は3～8�の�Gの�\を
ú_できます。 Enterボタンをkします。

«�に¬じBackspaceボタンを¦して
、��をgし®び��します。

7. �しいユーザーがアクセスしてzJする
コントロールをÈÉします。Ê!のコン
トロールボタンはロックËされていま
す。Ì!のコントロールボタンはロック
されています。ÍÎしているVWボタン
を¦して、�ÀプロファイルをVWしま
す。

ヘルプボタンを¦して、ヘルプjkに
アクセスします。

「¼る」ボタンを¦して、ユーザーア
クセスページに¼ります。

8. オペレータープロファイルリストに�し
いユーザープロファイルがVWされまし
た。オペレーター、LMNÐに、ÑÒの
ユーザープロファイルを¯°できます。
「¼る」¸"を¦して�のjkに¼り、
ユーザープロファイルの¯°やログイン
を��にします。

9. ABの��0にログイン��を��にす
るには、「ログインt」ボタンを¦しま
す。
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「ログインt」ボタンが、「ログインt
」から「ログイン�t」にTわります。
ログインをÓ�にするÔÕの��につい
ては、「ログインをÓ�にする」を¾¿
してください。

10. ¨ÄのR2がÖªすると、ABの��0
にログインjkがlmされます。�しい
ユーザーがABをIJするには、ログイ
ン��の��が«�になります。

11. ABのIJ�は、ヘルプボタンを¦して
から、ログアウトボタンを¦してログア
ウトすることをお×めします。キーをオ
フØÙに してもログアウトできます。

12. 「プロファイルを±²」ボタンや「プロ
ファイルをコピー」ボタン、「プロファ
イルをg」ボタンをIJして、ÚÛの
ユーザープロファイルをLMします。

ログインを��にする

1. ABの¡¢を�れ、LMNjkにログオ
ンし、R2ボタンを¦してLMNR2j
kにアクセスします。「LMNモードの
��」を¾¿してください。

2. 「ログインt」ボタンを¦します。

3. 「はい」ボタンを¦してデフォルトユー
ザーjkをlmします。

4. 「オペレーター」ボタンまたは「LMN
」ボタンを¦して、ÜÝするデフォルト
のユーザーをÈÉします。
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ログインをÓ�にする

1. ABの¡¢を�れ、LMNjkにログオ
ンし、R2ボタンを¦してLMNR2j
kにアクセスします。「LMNモードの
��」を¾¿してください。

2. 「ログイン�t」ボタンを¦します。

3. 「はい」ボタンを¦してデフォルトユー
ザーjkをlmします。

4. 「オペレーター」ボタンまたは「LMN
」ボタンを¦して、ÜÝするデフォルト
のユーザーをÈÉします。

5. ユーザープロファイルをÈÉします。A
Bの¡¢をÞり、R2をßJします。

6. ABを��すると、ログインjkはlm
されず、デフォルトユーザーとしてオペ
レータープロファイルのホームjkがl
mされます。

タッチのàá

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. 「タッチのàá」ボタンを¦してタッチ
の®àáをâいます。タッチポイントが
ずれた|�。
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チェックリストのエクスポート

チェックリストをエクスポートすると、AB
からフラッシュドライブにチェックリストを
エクスポートできます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. フラッシュドライブをUSBポートにä�
します。

3. 「チェックリストのエクスポート」ボタ
ンを¦して、エクスポートjkにアクセ
スします。

4. ]^�チェックリストをABからメモリ
ースティックにエクスポートします。

「�Àエクスポート」ボタンを¦して
、�たにÖªした]^�チェックリス
トをABからエクスポートします。

	
：

これまでにエクスポートされていないチェックリ
ストはすべてフラッグがCちます。

「すべてをエクスポート」ボタンを¦
して、Öªしたすべての]^�チェッ
クリストをABからエクスポートしま
す。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

5. フラッシュドライブをUSBポートからå
し、ABの¡¢をÞります。
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チェックリストのR2

チェックリストのR2により、BqのIJ�
æに�わせて、チェックリストをR2/TU
できます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. 「チェックリストのR2」ボタンを¦し
て、]^�チェックリストR2jkにア
クセスします。

3. 「c�のÈÉ」ボタンを¦して、]^�
チェックリストのマスターリストjkに
アクセスします。

»·き¸"ボタンを¦して、]^�チ
ェックリストµ¶を»にº�します。

¨·き¸"ボタンを¦して、]^�チ
ェックリストµ¶を¨にº�します。

チェックボックスボタンを¦して、チ
ェックリストに¯°する�Àチェック
リストµ¶をÈÉします。

いずれかのビデオヘルプボタンを¦し
て、ç2のチェックリストµ¶にaè
するビデオをlmします。

Enterボタンを¦して、ÈÉした]^�
チェックリストµ¶を]^�チェック
リストに¯°します。

ヘルプボタンを¦して、]^�チェッ
クリストヘルプjkにアクセスします
。
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「¼る」ボタンを¦して、]^�チェ
ックリストのマスターリストjkに¼
ります。

4. 「240fおき」ボタンまたは「é 」ボ
タンを¦して、オペレーターが]^�チ
ェックリストをÖªするfêをR2しま
す。チェックマークが、ÈÉしたfêに
lmされます。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。
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]^�チェックリストを��/Ó�にする

]^�チェックリストを��/Ó�にすると
、オペレーターがABの�]�にチェックリ
ストをÖªする«�がない|�には]^�チ
ェックリストをÓ�に、�]�にチェックリ
ストをÖªする«�がある|�には]^�チ
ェックリストを��にできます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. 「チェックリストのR2」ボタンを¦し
て、]^�チェックリストR2jkにア
クセスします。

3. 「チェックリストをÓ�」ボタン/「チェ
ックリストを��」ボタンを¦して、]
^�チェックリストをÓ�/��にします
。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。
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リアビューカメラのR2をTU

リアビューカメラの�_を¤�すると、リアビュ
ーカメラのボタンを¤�のためkしたcオンにな
っているc�を¤�できます。
リアビューカメラは、5zから15zの�であれば
�zにでも�_できます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. 「カメラR2」ボタンを¦して、リアビ
ューカメラR2jkにアクセスします。

ë°ボタンを¦して、オペレーターが
リアビューカメラボタンを¦したìに
カメラがオンになっている0fをíく
します。

hîボタンを¦して、オペレーターが
リアビューカメラボタンを¦したìに
カメラがオンになっている0fをïく
します。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

ゾーンコントロールボタンのプログラム

ゾーンコントロールボタンのプログラムをâ
うと、ゾーンコントロールボタンのパラメー
タを、<=/スイープ�æに�わせてTU/U
�できます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. ブラシñ¨げ（+）ボタンとブラシñ»
げ（-）ボタンをIJして、ゾーンのブラ
シñをR2します。

3. <=òë@（+）ボタンと<=òh@（-
）ボタンをIJして、ゾーンの<=òの
ó@レベルをR2します。



���コントロール

125M20 Gas/LPG 9016004 (NIL)

4. 「��のプリセット」jkがlmされる
まで、ゾーンコントロールボタンを¦し
たままにします。

5. 「はい」ボタンを¦してゾーンR2をâ
います。「いいえ」ボタンを¦して、メ
インx]jkに¼ります。

6. キーパッドをIJして、ゾーンコントロ
ールボタンの��を��します。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

Enterボタンを¦してゾーンボタン�を
R2します。

«�に¬じBackspaceボタンを¦して
、��をgし®び��します。

Spaceボタンを¦して、õö/Òöのf
に:÷を�れます。

#ボタンを¦して、Òöキーパッドとõ
öキーバッドをÞりøえます。
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7. Enterボタンを¦してゾーンボタンR2を
âいます。メインx]jkが、��の-
いたゾーンボタンのlmされたディスプ
レイに¼ります。ブラシñと<=òó@
R2も、ディスプレイにï0flmされ
ます。

0fとù-のR2/TU

0fとù-のR2/TUにより、ù-と0f
をR2/TUできます。

1. ABの¡¢を�れ、メインのオペレータ
ーjkにログオンし、R2ボタンを¦し
てLMNR2jkにアクセスします。「
LMNモードの��」を¾¿してくださ
い。

2. 「システム0f」ボタンを¦して、ù-/
0fjkにアクセスします。

「ù-」ボタンを¦して、システムの
ù-をTUします。

「0f」ボタンを¦して、システムの
0fをTUします。

「Þりøえ」ボタンを¦して、0fj
kの0fとú、û�/û�、ù-jkの
üとù、ýをÞりøえます。

「ëやす」ボタンを¦して、0f/ù-
のパラメータをëやします。

「hらす」ボタンを¦して、0f/ù-
のパラメータをhらします。

ホームボタンを¦して、メインx]j
kに¼ります。

「¼る」ボタンを¦して、�のjkに
¼ります。

3. システムのù-と0fのR2/TUが©ª
したら、ホームボタンを¦してメインの
x]jkに¼ります。
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