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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 の操や手れに要な説明が記されています。
マニュアルをみにしてから、のやをってください。

本機にはれた耐性があります。最のコストで最良の結果をるためには、次のことにご留意ください。

S 本機は注意して操してください。
S 本機は決められた手にいĆ、期的に整してください。
S 本機は、 社製のパーツまたは 等 を#用し点検整してください。
の
梱材、バッテリーなどの
換済みの部 、
液やオイ
ルなどの有な液を棄す
るときは、法にい、環
にな方法で棄してくだ
さい。

のデーター
)日確認できるように、納時に記してください。

モデルNo. シリアルNo. -

$にリサイクルを検討してく
ださい。

納日 -


M20 は、ハードフロア (コンクリート、アスファルト、石、#$物質など) の清掃/洗浄用に設計された業%用&車
'機(です。)般的な用途には、産業用*+、製造施設、物流施設、スタジアム、アリーナ、コンベンションセン
ター、車4施設、通ターミナル、6設現4などが7まれます。8、芝生、9:芝8、カーペットの=で本機を
>用しないでください。本機は、?@/?AのB方で>用できますが、?@で>用する4#、C D換気するE要が
あります。 本機はF道での>用をGH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NAは
>用しないでください。
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産業貿易センタービル9
話：
045-640—5630
ファックス：045-640—5604
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本書に記された?様やパーツは、知なしに@更されるABがあります。
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な - これらのを
本書Oでは、次の警Pを>います.
：
 や などの をき
いを
します。

こす

：
 の をき
します。

ないを

こす

な

のために：
をにするうえでらなければならな
いをします。
Q記のRSは、オペレーターがT険にさらされる
おそれがある@Uを示しています。
T険な状Vが発生するW能Xを理解してください
。
本機の装置の4Yをすべて確認してください
。 本機が破損したり誤Z[が生じた4#は、
直ちに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23され
ます。
または をう4れがあります。
56に73してください。
：
8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BまるCD。
ホッパー>ち8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。
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してください

：
EのFや*にGけてH 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LずMで>ってください
。
%によって、NO&'のネットワークをRし
た(S)*がT+されています。
(S)*をT+した%U,でするNO&'
が、の*にV-をWえる .があるCX
は、(S.のYZ[について、テナント/の
サービス`0aにご12ください。
のために：
1. b=のCX、をしないでください
。
- トレーニングをeけておらず、を3
されていないCX。
- マニュアルを4んで、05していな
いCX。
- アルコールや6のV-=にあるCX。
- NO&'またはそのEの&ijを
しているCX。
- バキュームファンがオンになっていない
、7nのoい8pのCX。
- フィルターがない、またはフィルターが
9まりしているCX。
- のにLな、:qおよびrqが
ないCX。
- がstに*しないCX。
- テナント/;sまたはテナント/<uの
パッドまたはアクセサリーbxをyzけ
ているCX。
Eのパッドをすると、が{な
われる .があります。
の3r、=rまたは7nが |す
るCX。
- /ヘッドライトが>?していない@り
、のコントロールやをAうため
ににBCがD できないほどいC
X。
- ヘッドガードをzけないEでの、=
の4れのあるCDでの。
2. の：
- *のFれを>してください。
-  GHCDにIやJをづけない
でください。
- すべての)*がDuの*にあり、
Kに*することをD<してください
。
- ブレーキとハンドルのst*をチェッ
クしてください。
- シートをLMして、シートベルトをNめ
てください。
3

$%の&'
3. を-*するに：
- OをブレーキにせPAペダルをニュー
トラルにしておいてください。
4. の：
- yQにR+されていない[で
しないでください。
- ブレーキで、をYZします。
- タバコ、マッチ、STのUなど、V
またはWがているEのものを$%し
ないでください
- やXりやすいCDではゆっくりYん
でください。
- が10%b8のでのの、ま
たはが14%のでのZ[（GVWR）は
^けてください。
- G_7するときは`をとしてくだ
さい。
- をa_、rのbはすべてオペ
レーターのa_に cしてください。
- のa_はtにUにしてくだ
さい。
- が*いているdは、ビデオ/ヘルプe
にアクセスしないでください。
（プロパネル）。
- をりさせるCXは、56に
してください。
- ホッパーが>ち8げられているCXは、
してをf*してください。
- ホッパーを>ち8げるに、gがh
いことをD<してください。
- が8にあるときにホッパーを8
げないでください。
- おiやijbxをにづけない
でください。
- のいかなるb6にも jをせな
いでください。
- tにk¡と¢(k¡に£ってくださ
い。
- がl{したりm*がnじたCXは
、oちに¤
してください。
- ¥¦6のpXやyりい、§¨につい
ては、©jのQに£ってください。
- ªがqれているCXのrC«sに£
ってください。
5. からtれるときやを>¬する
：
、7n、ガス、または=rの
くにuvしないでください。
- を®¯なCDにYめてください。
- パーキングブレーキを°けます。
- をオフにしてキーを±きyります。

6. を>¬するとき：
- ²はLず、56なwがあり、BCが
x³なE´でµ¶してください。
- ²Cの(3をxくしてください。
- $_パッドなど*のyDにはづき
ぎないようにしてください。
ゆったりとしたz·やアクセサリーは$
せず、{が|いCXはまとめてくださ
い。
- をジャッキで>ち8げるに、タイ
ヤZめを¹ててください。
- uされた*にのみジャッキを¹てて
ください。
ジャッキでをºえてください。
- の}にKしたジャッキをってく
ださい。
- オペレーターがa_にいないEで
を»したり~したりしないでくださ
い。
- &3bのくでにS¼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½をxしてから、で
の²をµ¶してください。
- バッテリー=にはれないでください。
- くなっているエンジン¾¿Àにれな
いでください。
- エンジンがいdラジエーターからキャ
ップをyりxさないでください。
- エンジンを¾やしてください。
-  のÁHU,にやIをづけ
ないでください。
56に73してください。
- Âをし、¼qをeけている*
のFれをつけてください。
- Ã0はLず をeけたÃ0¬Äがµ
¶してください。
- のÅはAわないでください。
- テナント/またはテナント/がÆ<し
た¢7bをしてください。
- Lに#じて、またでÇÈされてい
るCXは、ÉF !Êをしてくだ
さい。
のために：
Ëを$してください。
のために：
!を$してください。
のために：
!"#を$してください。
のために：
nマスクを$してください。

4
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$%の&'
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Ìu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yります。
- およびオペレーターの}をºえら
れるÍ、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Ïから380mm（15インチ）
b=でない@り、をa_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ÐÑは、パーキングブ
レーキを°けてください。
- タイヤZめでÌuしてください。
- をでÌuしてください。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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$%の&'
本機の指した置にFGラベルがあります。ラ
ベルが紛、破損、読x能のABはxり替えて
ください。
ラベル - は./ガスを2します。
 や などの をき こすことがあります。73を
56にA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。

a_のÒにzされて
います。

ラベル - のa_にyQ
をお4みください

a_のÒにzされて
います。

a_のÒにzされて
います。

ラベル - リフト
アームにBまるCD。
ホッパーリフトアーム
の*Óに!らな
いでください。

ホッパーリフトアームMにzされています。

6
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$%の&'
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。

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。

ラベル- EのFや
*にGけてH 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LずM
で>ってください。

エンジンルームのパネル
にzされています。

=タンクカバー
のとÙタンクに
zされています。

のフレームに
zさ 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。

バンパーのÖ、23シールドの8、および
*リザーバーの8にられています。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)

ラベル - 8Ô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
XわせてÌuしてください。

ホッパーリフトアームMにzされていま
す。
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P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

テールライト
バックアップアラーム ( オプション)
GHIJタンクKHホース
GHIJタンクカバー
;<=タンクKHホース
ホッパー
リアスクイージー
スクイージープロテクター ( オプション)
バキュームワンド ( オプション)
ホッパー$ピン
エンジンカバー コントロールハンドル
PQタンク
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ÝÞjとj
A

D

B
E

F
C

K
G
H
I
J

A.
B.
C.
D.

パーキングブレーキペダル
ブレーキペダル
PAペダル
スプレーノズルスイッチ /
S¼ウォッシャースイッチ（オプション）
E. ライト/t?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. グロープラグライト
I. フィルターシェーカースイッチ
J. ホッパードアスイッチ
K.ホッパー8=*スイッチ

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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âタッチパネル
A

I

B

D

H

E
C

F
J

L

G
K

M

V

V
N

R

O

U
P

T
Q

S
W
X

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

10

ホーン
ãg/アラートインジケーターライト
コントラストコントロールボタン
 レベルインジケーター
アワーメーター
=タンクインジケーター
ç®$%タンクèインジケーター
エンジン$_éボタン
LCD ディスプレイ
ブラシ¼ボタン
ブラシ¼インジケーターライト
1-STEPボタン
ec-H2O/ES（リサイクル/
FaST ボタン（オプション）

Z

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

Y

ボタン（ ¡で）
メインブラシボタン
バキュームファン / スクイージーボタン
サイドブラシボタン（オプション）
スイープボタン（¢¡で）
£êメインブラシボタン
£êバキュームボタン
£êサイドブラシボタン
=オン/オフボタン
=¤}ボタン（-）
=フローインジケーターライト
=ë}ボタン（+）
USBポート（ ì）
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プロパネルコントロール
R

A

D

C

E

B
O

I

L

F

M
G

J

P
Q

K
H

N
T

S
U
X

V

Y

A. ホーン
B. ãg/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$_éボタン
G. メインブラシ¼アクセスボタン
H. £êボタン（¢¡で）
I. £êメインブラシボタン
J. £êバキュームファンボタン
K. £ê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. =コントロールアクセスボタン

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)

N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.

X

W

ボタン（ ¡で）
メインブラシボタン
バキュームファン / スクイージーボタン
サイドブラシ（オプション）
1-STEPボタン
ビデオにiするヘルプ
ゾーンコントロール1ボタン
ゾーンコントロール2ボタン
ゾーンコントロール3ボタン
ゾーンコントロール4ボタン
=オン/オフボタン
USBポート（ ì）
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シンボルマーク
本機では次の記_を>用し、`a装置、表示、機
能を特bしています。

ホーン

洗浄液減d（-）

故障/アラートインジケーター

洗浄液fg（+）

汚水hiタンク

洗浄液流量

洗浄液タンク

洗浄液オン/オフ

メインブラシ接lm

オン

1-STEP

オフ

ES（リサイクル洗浄）（オプション）

ec-H2O（オプション）

FaST （オプション）

ジャッキポイント

フィルターシェーカー

洗浄モード

操[ライト/非u灯

清掃サイド ブラシ

ヘッドライト

清掃バキュームファン

スプレーノズル（オプション）

清掃メインブラシ

洗浄サイドブラシ

洗浄バキュームファン/スクイージー

洗浄メインブラシ

12
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標準パネル記_
コントラストコントロール

アワーメーター

エンジンh転数`a装置

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

プロパネルの記_
ヘルプ

ゾーン設b1

ゾーン設b2

ゾーン設b3

ゾーン設b4

アワーメーター

アラート/故障

チェックリスト目未確認

アワーメーター

チェックリスト目確認済

ログイン

ログアウト

選

管理者設b

本機の表示をh転

管理者メニュー

カメラの設b

スタートアップビデオ

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)

13


プロパネルの記_

14

コントロールに関するヘルプ

ビデオに関するヘルプ

詳細RS

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（メイン操[画）

=き矢

Qき矢

ログインを無にする

き矢

プロファイルの追g/編集

ログインを有にする

オペレーター

タッチのキャリブレーション

管理者

チェックリストの設b

プロファイルの編集

すべてをエクスポートする

プロファイルの追g

新規をエクスポートする

プロファイルの除

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 - âパネル


インジケーター

ガソリン機でインジケーターは、タンクにあ
る燃料の残量を表示します。
タンクが空に近くと、故障インジケータが点滅
して燃料レベルメッセージが表示されます。

ç®$%タンクèインジケーター
hiタンクが満杯になると、汚水
タンク
インジケーターは、FULLを表示します。
汚水hiタンクがいっぱいになると、すべての洗
浄機能が止します。
インジケーターボックスがFULLを表示した4#は
、汚水hiタンクを空にしてください。

=タンクインジケーター
アワーメーター
アワーメーターは本機の操[時間を記録します。
このRSにづいて、本機の点検整期を確b
します。

タンクインジケーター には、洗浄液タンク
@の液量が示されます。
インジケーターボックスが空を表示した4#は、
洗浄液タンクをいっぱいにしてください。
洗浄液タンクが空になると、本機は洗浄を止し
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 をし続けると
、LCD ディスプレイの明るさを調節できます。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)

15


エンジン$_éボタン

1-STEPボタン

1-STEPボタンをした4#は、エンジン速が自
Z的に`aされます。
清掃または洗浄をしていないときは、 エンジン
ボタンをすとエンジンのh転速が=がり
走行速が速くなります。
エンジン ボタンをすと、エンジンの
h転速が遅くなります。

1-STEPボタンをして、選したすべてのスイー
プと洗浄の機能を有にします。
1-STEPボタンをすに、選したすべてのスイ
ープ/洗浄機能のライトがオンになりますが、選
した機能は1-STEPボタンをすまで機モード
となります。
洗浄が終したら1-STEPボタンをもう)して
、すべての洗浄または清掃機能を止します。

エンジンh転数アイコンの=Qにあるバーは、エ
ンジンh転数の設bを示します。
アイコンの=Qに2本の細いバーが現れ、アイコ
ンの輪郭だけが現れていたら、エンジンのh転数
はい設bになっています。

：
1-STEPボタンがになった 、!りの"を
するため、スクイージーは#がったままで、バキ
ュームファンが()オンのままとなります。
1-STEPボタンが有になると、ボタンの=にある
インジケーターライトが点灯します。

エンジンh転数アイコンの=Qに2本の細いバー
が現われ、細いバーとアイコンが点灯してい
たら、エンジンのh転数はい設bになっていま
す。

16
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£êサイドブラシボタン（オプション）

スイープメインブラシボタン

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 をします。
インジケーターライトが点灯します。

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 をします。
インジケーターライトが点灯します。

清掃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 をします。
インジケーターライトが消灯します。

清掃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 をします。
インジケーターライトが消灯します。

：
/0サイドブラシは、メインの/0ブラシから1
2した3では45できません。
/0サイドブラシボタンを6すと、メインの/0
ブラシもオンになります。

£ê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 をします。
インジケーターライトが点灯します。
清掃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 をします。
インジケーターライトが消灯します。

：
/0モードとモードを89に:;させること
はできません。
<:が/0モードになっている)にボタンを
6すと、/0モードの=5が>わってからモ
ードの=5が?まります。
サイドブラシボタン（オプション）
洗浄サイドブラシをオンにする：
サイドブラシボタンを6します。
インジケーターライトが点灯します。
洗浄サイドブラシをオフにする：
サイドブラシボタンをします。
インジケーターライトが消灯します。
：
サイドブラシは、メインのブラシから1
2した3では45できません。
サイドブラシボタンを6すと、メインの
ブラシもオンになります。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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バキューム ファン / スクイージーボタン

=オン/オフボタン

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します。
インジケーターライトが点灯します。

洗浄液フローは、洗浄ブラシがオンの4#にはu
にオンのままとなるよう設計されています。
角の辺などで、オン/オフボタンをし
、10秒間オフにできます。@AのBCの
も照してください。

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6します。
インジケーターライトが消灯します。

洗浄液流量の終（10秒間）：
オン/オフボタンをします。
すべての洗浄液流量インジケーターが消灯します
。
（洗浄液流量は、10秒に自Z的に起Zします
）。
洗浄液の流れを開するには：
オン/オフボタンをします。
洗浄液インジケーターが点灯し、洗浄液の流
量は最に>用した設bにります。

メインブラシボタン
洗浄メインブラシをオンにする：
メインブラシボタンをします。
インジケーターライトが点灯します。
洗浄メインブラシをオフにする：
メインブラシボタンをします。
インジケーターライトが消灯します。

： ：
モードと/0モードを89に:;させること
はできません。
<:がモードになっている)に/0ボタンを
6すと、モードの=5が>わってから/0モ
ードの=5が?まります。

18
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コントロールの - プロパネル
PRO-ID ログインe
： Pro-ID
ログインEFは、<:でIDがBCされているGH
にのみIJされます。
KCされたユーザーアカウントを、NOPモード
で5QするRSがあります。
Pro-IDログイン画を>用して、本機にログイン
します。

ステータスボタン
<:ステータスボタンを>用して、4つの異なる
本機のステータスインジケータにアクセスできま
す。
デフォルトの表示では、本機がオンの4#、燃料
のステータスが表示されます。
4つのインジケーターのいずれも、本機がオフに
なるまでデフォルト表示として設bできます。
<:ステータスボタンをして、4つのすべての
本機ステータスボタンにアクセスします。
4つのすべての本機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表示されるま
で、数秒間ディスプレイに表示されます。

キーパッドを>用して、ユーザーログイン番_を
キーバッドの=にあるディスプレイにします
。
Enterボタンをして本機にログインしま
す。
E要に¡じBackspaceボタンをして、番
_を除しびします。
プロパネルが管理者モードの4#、歯車の記_が
画の¢Qに表示されます。
オペレーターモードの4#、ビデオの記_が表示
されます。
インジケーターはタンク@の燃料残量
を表示します。
タンクが空に近くと、故障インジケータ
が点滅して燃料レベルメッセージが表示
されます。
アワーメーターは本機の操[時間を記録し
ます。
このRSにづいて、本機の点検整期
を確bします。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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タンクインジケーター には、洗浄液
タンク@の液量が示されます。
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れてくだ
さい。
洗浄液タンクが空になると、本機は洗浄を
止します。
U"
タンクインジケーター は、h
iタンクが満杯になると、FULLを表示しま
す。
汚水hiタンクがいっぱいになると、すべ
ての洗浄機能が止します。
インジケーターにFULLが表示された4#は
、汚水hiタンクを空にしてください。

20

デフォルトのボタンの¤更
4つのすべての本機ステータスボタンがディスプ
レイに表示されている間に、¥望する本機ステー
タスボタンをし、新規のデフォルトボタンに¤
更します。
その¦の3つの本機ステータスボタンはディスプ
レイに表示されなくなり、新たに選した本機ス
テータスボタンが、本機がオフになるまでデフォ
ルトとなります。
本機がオンになると、インジケーターボタン
がびデフォルトとなります。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)


1-STEPボタン

スイープメインブラシボタン

1-STEPボタンをして、選したすべての清掃ま
たは洗浄の機能を有にします。
洗浄が終したら1-STEPボタンをもう)して
、すべての洗浄または清掃機能を止します。

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 をします。
ボタンが点灯します。

：
1-STEPボタンがになった 、!りの"を
するため、スクイージーは#がったままで、バキ
ュームファンが()オンのままとなります。

清掃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 をします。
ボタンが消灯します。

1-STEPボタンをすと、1-STEPボタンと選した
すべての洗浄または清掃機能ボタンが点灯します
。

選したすべての洗浄およびスイープボタンの縁
が点灯し、1-STEPボタンをすまで機モードで
あることを示します。
1-STEPボタンをすと、選したボタンが§に
点灯します。

：
/0モードとモードを89に:;させること
はできません。
<:が/0モードになっている)にボタンを
6すと、/0モードの=5が>わってからモ
ードの=5が?まります。
£ê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 をします。
ボタンが点灯します。
清掃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 をします。
ボタンが消灯します。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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£êサイドブラシボタン（オプション）

バキューム ファン / スクイージーボタン

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 をします。
ボタンが点灯します。

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します。
ボタンが点灯します。

清掃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 をします。
ボタンが消灯します。
：
/0サイドブラシは、メインの/0ブラシから1
2した3では45できません。
/0サイドブラシボタンを6すと、メインの/0
ブラシもオンになります。

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6しま
す。 ボタンが消灯します。

サイドブラシボタン（オプション）

メインブラシボタン

洗浄サイドブラシをオンにする：
サイドブラシボタンをします。
ボタンが点灯します。

洗浄メインブラシをオンにする：
メインブラシボタンをします。
ボタンが点灯します。

洗浄サイドブラシをオフにする：
サイドブラシボタンをします。
ボタンが消灯します。

洗浄メインブラシをオフにする：
メインブラシボタンをします。
ボタンが消灯します。

：
サイドブラシは、メインのブラシから1
2した3では45できません。
サイドブラシボタンを6すと、メインの
ブラシもオンになります。

：
モードと/0モードを89に:;させること
はできません。
<:がモードになっている)に/0ボタンを
6すと、モードの=5が>わってから/0モ
ードの=5が?まります。

22
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=オン/オフボタン

エンジン$_éボタン

洗浄液フローは、洗浄ブラシがオンの4#にはu
にオンのままとなるよう設計されています。
角の辺などで、オン/オフボタンをし
、10秒間オフにできます。@AのBCの
も照してください。

1-STEPボタンをした4#は、エンジン速が自
Z的に`aされます。
清掃または洗浄をしていないときは、 エンジン
ボタンをすとエンジンのh転速が=がり
走行速が速くなります。
エンジン ボタンをすと、エンジンの
h転速が遅くなります。

洗浄液流量の終（10秒間）：
オン/オフボタンをします。
すべての洗浄液流量インジケーターが消灯します
。
（洗浄液流量は、10秒に自Z的に起Zします
）。

エンジンのh転速がい設bでは、 エンジン
ボタンが点灯します

洗浄液の流れを開するには：
オン/オフボタンをします。
洗浄液インジケーターが点灯し、洗浄液の流
量は最に>用した設bにります。

エンジンのh転速がい設bでは、 エンジン
ボタンが消灯します

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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ゾーンコントロールボタン

リアビューカメラボタン

プロパネルを装した機種は、異なる¨清掃用途
で、最©4つのプリセット洗浄/清掃設bをªに
プログラムできます。
設bは、管理者モードを>用してªに行うE要
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
照してください。

リアビューカメラボタンをして清掃の¬行状況
をチェックします。
リアビューカメラ画は、コントロールパネルの
画に短時間表示されます。
メインの操[画は、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操[画にります。
のために：
をする¥には、LずUりに3をつけてく
ださい。

E要なゾーンコントロールボタンをします。
選したプリセットボタンが点灯し、ゾーン«が
ボタンの=に表示されます。
@Aインジケータバー /調整ボタンブラシ
mインジケータバーとブラシWXインジケータ
バー/調整ボタンがディスプレイに短時間表示さ
れ、選したゾーンの設bを表示します。

[\ペダルが退にっており、本機が退して
いる間はuに、カメラが自Z的にオンになります
。
リアビューカメラは、hi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dにビデオ/
ヘルプeにアクセスしないでください。
（プロパネル）

言語選ボタンをします。
)覧から適¯な言語を選し、本機のオペレーテ
ィングシステムの言語を¤更します。
選した言語を示す旗が、画=部に表示されま
す。

ヘルプボタンをして、ヘルプ画にアクセスし
ます。

#lきmnボタンをして、言語)覧をQ
に移Zします。
E要なヘルプトピックについて、該®するボタン
をします。

olきmnボタンをして、言語)覧を=
に移Zします。
plきmnボタンをして、の画に
ります。
45jチェックリストボタン をして、操
[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。

`abcボタンをして、言語画に移Z
します。
ログイン/ログアウトボタン をして、本
機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して、コン
トロールヘルプ画にアクセスします。
スタートアップビデオボタン をして、ス
タートアップビデオを視聴します。
fghiボタンをして、本機のオペレー
ティングシステムRSにアクセスします。

plきmnボタンをして、メインヘルプ
画にります。
ホームボタンをして、メイン操[画に
ります。

45jチェックリストボタン をして、操
[チェックリストにアクセスします。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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fghiボタンをして、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。

#lきmnボタンをして、)覧をQに移
Zします。
olきmnボタンをして、)覧を=に移
Zします。
45jチェックリストボタン をして、操
[チェックリストにアクセスします。
plきmnボタンをして、の画に
ります。
rlきmnボタンをして、)覧から本機
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dにビデオ/
ヘルプeにアクセスしないでください。
（プロパネル）

ビデオvwボタンをしてビデオ)覧にアクセス
した4#、適¯なビデオを)覧から選して表示
します。

：
ビデオヘルプEF/ビデオにアクセスするjに、
<:をtuしてください。
<:が=いている)は、ビデオヘルプEF/ビデ
オにアクセスしないでください。
ビデオボタンをして、ビデオヘルプ画にアク
セスします。

#lきmnボタンをして、)覧をQに移
Zします。
olきmnボタンをして、)覧を=に移
Zします。
45jチェックリストボタン をして、操
[チェックリストにアクセスします。
plきmnボタンをして、の画に
ります。

適¯なビデオボタンをして、本機の特b
のコンポーネントについてのヘルプビデオ
を表示します。
plきmnボタンをして、の画に
ります。
ホームボタンをして、メイン操[画に
ります。
plきmnボタンをして、の画に
ります。
ビデオvwボタンをして、すべてのヘル
プビデオのテキスト)覧にアクセスします
。
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Pro-CheckのチェックリストをµA
本機にプロパネルコントロールがある4#、ProCheck操[チェックリストを>用してªにプ
ログラムを行えます。オペレーターは、本機の操
[にプログラムを§するE要があります。

ヘルプボタンをして、Pro-Check操[
チェックリストヘルプ画にアクセスしま
す。

plきmnボタンをして、操[チェッ
クリストにります。
#lきmnボタンをして、チェックリス
トをQに移Zします。
olきmnボタンをして、チェックリス
トを=に移Zします。

オペレーターは、Pro-Check操[チェックリス
トが§するまで、メインの操[画にアクセス
/本機を>用することはできません。
plきmnボタンをして、チェックリスト画
にります。

xy（チェックマーク）ボタン をして、
チェックリスト目をチェックしたことを
確認します。
チェックリスト目のチェックの際に°
が見つかった4#、{|}（X）ボタン
をします。
ビデオヘルプボタンをして、特bのチェ
ックリスト目に関連するビデオを表示し
ます。
チェックリストの§に本機の>用を開
する4#、Enterボタンをします。

28
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コントロールの - すべての%
ライト

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 をしてください
。 フィルターシェーカーは30秒間[Zします。

45/フラッシュライトスイッチ の=部をし、
ヘッドライトとテールライトを点灯させます。
ライトスイッチをO±²置にし、ライトを消灯
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点灯します。
フィルターシェーカーを止するE要がある4#
、フィルターシェーカースイッチ の=部をもう)
します。

フラッシュライト（オプション）

グロープラグライト（プレヒート）

45/フラッシュライトスイッチ のQ部をし、
ヘッドライトとテールライトを点灯させます。
ライトスイッチをO±²置にし、ライトを消灯
します。

イグニッションスイッチをプレヒートの置まで
WりにしたABに、グロープラグライトが点
灯します。 スイッチがこの置にある、
このライトは点灯しています。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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シートベルト

オペレーターシートは、2種 の調整
（オペレーターの重とシートの²置）がで
きます。

バキュームファンボタンを押すと、バキュー
ムファンは止まります。ボタンののライトが消
えます。

重調整ノブはオペレーターシートの³さを調整
します。

ハンドルチルト調整レバー
³くする：
重調整ノブを時計hりにhします。
柔らかくする：
重調整ノブを´時計hりにhします。

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。

シートの²置は調整レバーで調整します
。

調整：
シートにかってレバーをし、シートをおµき
な²置にスライド移Zします。
レバーを離し、シートをロックします。
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ブレーキペダル

TUペダル

ブレーキペダルをんでをさせます。

方pペダルの 端をむとf!し、)端をむと
)!します。本機が)!しているときは、バック
ライトが点灯します。 ペダルを放すと、ニュー
トラルの置に戻ります。

パーキングブレーキペダル
ブレーキペダルを番7までみみ、足 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
キが解 されます。パーキングブレーキ
ペダルは、ロック解 の置に戻ります。

記: にオプションのバックアップアラー
ム能が装されているは、進アラー
ムが鳴りバックライトが$%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破損をぎます。

リアースクイージープロテクターを有にす
るには、ピンを抜いてプロテクターバーを7して
からピンを挿します。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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本機は汚れた¨を率的に清掃することができま
す。
1-STEPボタンを>用することで、洗浄または清掃
をすぐにめることができます。

オプションのES（リサイクル洗浄）モードでは、
汚水hiタンクの>用済み洗浄液をESシステムで
ろ過し、洗浄液タンクにして»用します。
タンクにった洗浄液に洗¶が注され、洗浄液
の洗浄X能を生させます。
オプションのec-H2O（電解水）モードでは、通u
の水がモジュールを通過し、酸素が水Oに送り込
まれ、電流が¼電されます。
電気D解された水は、酸XとアルカリXの混#液
に¤½して、pH¾がOXのクリーナーが生$され
ます。
この電解水は汚れに[用し、汚れを¿細な粒Àに
D解して¨から遊離させるため、本機での洗浄
および清掃が簡Áになります。
この電解水は、汚水hiタンクにると普通の水
にります。
ec-H2Oシステムを、ダブル洗浄の間に>用できま
す。

1-STEPボタンにより、清掃機能または洗浄機能の
Z[を行います。
（本機が洗浄O、清掃することもW能です）
来の洗浄モードでは、水と洗¶の混#液を>用
して¨を洗浄します。
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¶とd量の水を混#し
た、©量の·な洗浄用の泡を[ります。
FaSTシステムは、ダブル洗浄や ¹な汚れの洗浄
など、すべての用途に>用できます。

32
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ブラシVW

Zの&'

最の洗浄/ 清掃結果をるために、
お様の洗浄/清掃用"にあったタイプのブラシ
やパッドをご#用ください。 ブラシとブラ
シに最#なアプリケーションは7記のりです。

洗浄や清掃fに、¦きな破片をWXしてく
ださい。 ワイヤ、糸、い紐、¦きな木片な
どブラシに§きついたり絡みついたりする恐れの
ある破片をWXしてください。

記: *れの量とタイプにより、
./するブラシのタイプを選2します。
選2の際には、テナントカンパニーの
89;にお=いわせください。

¨来るだけ真直ぐに走行してください。
柱に衝突したり、本機の横でこすったりしないで
ください。 洗浄/清掃を数センチ（数インチ）
ねてください。

ポリプロ ブラシ - このポリプロピレン
製ブラシは、な清掃機能を有し、
こびりついたほこり、破片、砂などを易に 
しながら、れた洗浄業を行います。

本機が!行4のABは、ハンドルを¦きく©らな
いでください。 本機はハンドルのsきに正確に
ª«します。 緊¬時を いて、¬なW を&
けてください。

ポリプロピレンYブラシ - この汎用ポリプロ
ピレン製洗浄ブラシは、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、
%にこびりついた汚れを します。

洗浄するときは、E要に¡じて本機の速、ブラ
シのm、洗浄液の流量を調節してください。ブ
ラシのmと洗浄液の流量を最にすると、最
のX能を発揮します。FaSTまたは ec-H2Oシステム
を装した機種では、FaSTまたは ec-H2Oシステム
を>用すると最良の洗浄結果がÂられます。

ポリエステル ブラシ この柔らかい汎用ポリエステルブラシは、洗浄し
ながら%く清掃して、%い¡を します。
¢つきやすい に理想的です。
ポリエステルは水を£Xしないので、洗浄業
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-研磨粒を¥ませたナイロン材で、
しみやこびりついた¡を します。
どのような もに洗浄します。
こびりついた汚れ、油、タイヤ$などをxり
きます。

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012を3してくださ
い。（このマニュアルのの012を()）
678では、をゆっくりとしてく
ださい。 9り678では、ブレーキペダル
で;<をコントロールしてください。
9り678よりも>り678で?@して
ください。
のために: をするとき、やXり
やすいCDではゆっくりYんでください。
Ã温が 43_C (110_F) を=hる4Yで本機
を運転しないでください。Ã温が氷点Q
0_C (32_F) をQhる4Yで本機を運転しないで
ください。
では、?@のAのBCDEF<は
10% です。 GHのAのBCDEF<は 14%
です。
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[の\
- 油uオイルのレベルを点検します。
- 燃料レベルを点検します。
- 漏れ箇Yを点検してください。
- メインブラシの状態を点検します。 ブラシ
のりに絡みいている糸、バンド、プラス
ティックラップなどの破片を します。
- メインブラシJKLのMスカート、シール、
スクイージーにNやOPがないか01
します。
- サイドブラシ ( オプション) ブラシの
状態を点検します。 ブラシのりに絡み
いている糸、バンド、プラスティックラッ
プなどの破片を します。

- スクイージーホースにゴミがっていたり詰
まっていたりしないか、点検します。
- スクイージーに破損や磨耗がないか、またス
クイージーのゆがみ調節を点検します。
- FaST 洗浄のAB： FaST- パック 濃縮液
レベルを点検します。 要に«じてパック
を換します。 マニュアルの"FaSTパックのインストール" を¯照して
ください。
- FaST 洗浄のAB： 洗浄液タンクの4に
汎用の洗°がすべて洗い流されていることを
確認してください。
- FaST 洗浄のAB： たい清水で洗浄液タン
クが±²されているのを確認してください。
- ヘッドライト、テールライト、ならびにFG
ライトを点検します。

- 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状態を点検
します。

- 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（装されている4#）。

- ラジエーターと油uオイルクーラーのフィン
に破片が着していないか点検します。

- ブレーキとハンドルが正$にsしているか
を点検します。

- エンジン水レベルを点検します。

- サービス記'から、点検整の要がないか
調べます。

- エンジンオイルのレベルを点検します。
- メインブラシX納 のスカート、シール、
スクイージーに破損や磨耗がないか点検
します。
- 洗浄液タンクカバーのシールに破損や磨耗
がないか点検します。
- WXタンクカバーのシールに破損や磨耗がな
いか点検します。
- バキュームファンのダストフィルターを点検
します。
- WXタンクを排水して洗浄します。
- ES オプション: 洗浄液タンクを排水して、
タンク、フロートセンサー、ES フィルタを
洗浄します。
- ®洗浄液タンクカバーのシールに破損や磨耗
がないか点検します。
- ホッパーダストフィルターとシールの
状態を点検します。
- ホッパーとダストスクリーンを清掃します。
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の]
1. オペレーターシートに³って、ブレーキペダ
ルをむか、パーキングプレーキを掛け
ます。
$のため： をスタートする^_は、
ブレーキを`んで、TUペダルをニュートラルに
してください。
2. キーをWりにします。 プラグ点灯ライ
トが点灯します。 ´µ次第で、15 ～ 30
秒キーをそのままの置でI持します。
¶いときは、い時が要です。

のオフ
1. 本機を¸止して、すべての洗浄/
清掃機能を¸止します。
2. イグニッションスイッチキーを時計とª¹方
pにWして、本機をオフにします。
エンジンが¸止するまで、オペレーターシー
トに·機してください。
のために: からtれるCX、または>
¬をAうCXは、
、7n、ガス、
または=rのくにuvしないでください。
を®¯なCDにZ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. 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Wします。
: スターターモーターをに１０、
びエンジンがスタートしたあとは!かさないで
ください。 15-20 "ってスターターを
#$してから、%のエンジンスタートを&みてく
ださい。スターターモーターが'(する)れがあ
ります。
4. エンジンと油uシステムが暖気されるまで
3 から5 ·ってください。
ab: エンジンはcdなガスをef
します。 gなhi jやklをmきnこ
すoれがあります。 pqなrsがt
uです。cdガスのvw xは、yzの{
| にお}い_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。
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;<=タンクへのH
ï (FaSTモード) / ec-H2O
(ec-H2Oモード)
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. または®洗浄液タンク給水カバーを
きます。
2. 洗浄液タンクを、きれいな水（21°C/
70°F º7）のみで±²します。 熱湯や
汎用の洗°は注しないでください。
FaST システムが故する恐れがあります。

の;<モード
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. または®洗浄液タンク給水カバーを
きます。
2. 洗浄液タンクに»程水（60°C / 140°F
º7）を注します。 洗浄液タンクに要
なの洗°を注します。 インジケーター
タブの7まで洗浄液タンクを水で±²
します。
ab: P はeやのと
なります。タンクにP をれない
でください。

ab: P はeやのと
なります。タンクにP をれない
でください。
: FaST- パックの,-けまたは./は、
マニュアルの"FaST- パックの./" を23し
てください。

&': の;<の^_、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。

:
~のをタンクにれたで、
FaSTやec-H2OシステムをJしないでください。
FaSTやec-H2Oシステムを?=するjに、タ
ンクの"を きってからし、きれいな"
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。
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: 45タンクの6に7が89に:;している
<=は、>?@にABされたC7DをタンクにE
れてください。 FGHDについては、テナント
カンパニーのKLMにおNい=わせください。
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H ES (EXTENDED SCRUB ;<) モード

£H ES (EXTENDED SCRUB ;<) モード

$のため： かられるかをする
[に、Hな %に¡め、パーキングブレーキ
を¢け、をオフにします。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. 給水（水温は60°C / 140°F º7）
ホースを自s給水装置に接続します。

2. イグニッションスイッチをオンの置にWし
（スタートはしない）、給水¼をオンに
します。 自s給水装置により、タンクに
#正なレベルまで自s給水されます。
3. 洗浄°タンクに#©な洗°を注します。
&': ES ;<の^_、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。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)

1. または®洗浄液タンク給水カバーをき、
インジケータータブの7まで洗浄液タンクを
水（60°C / 140°F º7）で給水します。

2. WXタンクカバーをき、WXタンクが約»
になるまで水（60°C / 140°F º7）
を注します。
ab: P はeやのとな
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§u
洗浄するに、どの洗浄モードを>用するかの設
bを行います（FaST、ES、ec-H2O、来'）。
そして、洗浄ブラシのmを設bし洗浄液流量の
調整を行います。
電源のオン/オフ時に、h>用時の設bが適用
されます。

プロパネルコントロールを)した%：
背景が からÄ色に¤わり、斜め線が
ec-H2Oボタンから消え、ec-H2Oボタンがされ、
>用W能であることが表示されると、ボタンが点
灯します。

ec-H2Oモードの§u
：
ec-H2Oシステムモデルを#のでNまた
はするGHには、なをするRS
があります。
「N」のにされた に~
ってください。
â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>用します。
ボタンの=のライトが点灯します。

プロパネル

â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GH
に
ec-H2OエラーメッセージがEFにhiされます。

ec-H2Oボタンの¡oのLED（|¢ダイオード）ラ
イトの#£にある¤する¥¦のライトは、ec-H
2OシステムをするRSがあることをiします
。
「§¨©」のの「ec-H2Oモジュールの
」のをª«してください。

âパネル
38
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FaSTモードの§u

ES（リサイクル）モードの§u

â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>用します。
ボタンの横のライトが点灯します。

：
ESシステムをオンにしてからESポンプが5=を®
?するまで、¯°9)がかかります。
â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>用します。
ボタンの横のライトが点灯します。

âパネル
プロパネルコントロールを)した%： 斜めの
線がFaSTボタンから消え、FaSTボタンをして>
用W能なことが示されている4#、ボタンが点灯
します。

âパネル
プロパネルコントロールを)した%：
斜めの線がESボタンから消え、ESボタンをして
>用W能なことが示されている4#、ボタンが点
灯します。

プロパネル

プロパネル

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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ブラシ¼の§u
通uの洗浄条Åでは、ブラシmを最Æに設bして
ください。
汚れがひどい洗浄では、いブラシmに設bして
ください。
走行速と¨の条Åは、洗浄X能にÇ をÈえま
す。
ブラシが磨耗している4#は、ブラシmをくす
るE要があります。
電源のオン/オフ時に、h>用時の設bが適用
されます。

ブラシ¼の§u - プロパネル
ブラシWボタンをして、ブラシWボタンoげ（
+）ボタン、ブラシW#げ（-）ボタン、ブラシW
インジケーターバーにアクセスします。

ブラシ¼の§u - âパネル
ブラシmの設bを¤更する4#は、 1-STEPボタン
をオンにした状VでブラシWボタンをします。
ブラシmインジケーターライトに現Éのブラシm
の設bが表示されます。

40

ブラシWoげ（+）ボタンとブラシW#げ（-）ボ
タンを>用して、ブラシmを¤更します。
ブラシWインジケーターバー に現Éのブラシmの
設bが表示されます。
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=の¨}§u
走行速と¨の条Åは、洗浄X能にÇ します。
通uの洗浄の4#は、洗浄液の流量レベルを最Æ
に設bしてください。
汚れがひどい洗浄の4#は、洗浄液をよりい流
量レベルに設bしてください。
本機の電源のオン/オフ時に、h>用時の設b
が適用されます。

=¨}の§u - プロパネル
@Aボタンをして、±Aボタン（
+）、²Aボタン（-）、@Aインジ
ケーターバーにアクセスします。

ES（リサイクル洗浄）の洗浄液流量
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
。
通uの洗浄の4#は、洗浄液の流量をO間から最
Æの間で¯り替えてください。
設bがO間になっていると洗浄液と洗¶のB方が
>えます。
最Æの設bでは、洗¶を追gせずに洗浄液がÊ給
されます。
率的に洗浄するために、洗浄液の流量に#わせ
て洗¶を続けて追gするE要はありません。

±Aボタン（+）と²Aボタン（-）
を>用して、洗浄液の流量レベルを設bします。
フローインジケーターバー には、現Éの洗
浄液の流量設bが表示されます。

=¨}の§u - âパネル
1-STEPボタンをオンにし、±Aボタン（+
）または²Aボタン
（-）のいずれかをすと、洗浄液の流量を設b
できます。
洗浄液流量インジケーターライトには、現Éの洗
浄液の流量設bが表示されます。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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 - âパネル

4. [\ペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
止してください。

1-STEPボタンによりすべての洗浄機能を操[する
ことができます。
（本機が洗浄O、Ëき清掃することもW能です）

5. 1-STEPボタンをし、洗浄を止してくださ
い。
ボタンの=のライトが消灯し、しばらくする
と洗浄機能が止します。

のために：
マニュアルを4み、05しない@り、を
しないでください。
1. 本機をZしてください。
：
jに、モード/BCのBCを³´してく
ださい。
2. 1-STEPボタンをしてください。
ボタンの=のライトが点灯します。
プリセットされた洗浄機能がすべてオンにな
ります。

：
<:で/0:;をJしていたGH、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのGHに
はÁ Â9)フィルターがÃ=します。
：
<:45·にやアラートコードが}つかった
GH、<:をtuし、<マニュアルの「/ア
ラート」のをª«してをÅべ、やアラ
ートをなくすためのÆÇÈÉをってください。

：
~のµ¶をJ·に、FaSTやec-H2Oシステ
ムを5=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?=するjに、タ
ンクの"を きりし、きれいな"を¸¹
してください。

6. シフト終ごとかE要に¡じて、ホッパーと
液hiタンクを空にしてください。
本マニュアルの「ホッパーをËにする」およ
び「Ì
タンクから"を き/0する 」
のを照してください。

3. パーキングブレーキを解除し、 [\ペダルを
踏むと、洗浄がまります。
：
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XりやすいCDでは
ゆっくりYんでください。
：
<:を ºさせると、»=¼にスクイージーがo
がります。
これにより、スクイージーの½¾が¿uされます
。
42
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 - プロパネル

ゆっくりYんでください。

1-STEPボタンによりすべての洗浄機能を操[する
ことができます。
（本機が洗浄O、Ëき清掃することもW能です）
のために：
マニュアルを4み、05しない@り、を
しないでください。
1. 本機をZしてください。
2. 該®する4#、本機にログインします。
PRO-ID ログインEFを照してください。
3. 該®する4#、Pro-Check操[チェックリ
ストを¬行してください。
「Pro-Checkの45jチェックリストをxy
」をい照してください。
：
jに、モード/BCのBCを³´してく
ださい。
4. 1-STEPボタンをしてください。
1-STEPボタンと選したその¦すべての洗浄
/清掃ボタンが点灯します。

：
~のµ¶をJ·に、FaSTやec-H2Oシステ
ムを5=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?=するjに、タ
ンクの"を きりし、きれいな"を¸¹
してください。
5. パーキングブレーキを解除し、 [\ペダルを
踏むと、洗浄がまります。
：
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XりやすいCDでは
M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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：
<:を ºさせると、»=¼にスクイージーがo
がります。
これにより、スクイージーの½¾が¿uされます
。
6. リアビューカメラボタンを随時して、本機
の方の清掃の¬行状況をチェックします。

7. [\ペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
止してください。
8. 1-STEPボタンをし、洗浄を止してくださ
い。
ボタンは点灯しなくなり、洗浄/清掃機能が
その止します。
：
<:で/0:;をJしていたGH、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのGHに
はÁ Â9)フィルターがÃ=します。
：
<:45·にやアラートコードが}つかった
GH、<:をtuし、<マニュアルの「/ア
ラート」のをª«してをÅべ、やアラ
ートをなくすためのÆÇÈÉをってください。
9. シフト終ごとかE要に¡じて、ホッパーと
液hiタンクを空にしてください。
本マニュアルの「ホッパーをËにする」およ
び「Ì
タンクから"を き/0する 」
のを照してください。
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ダブル

：
jに、モード/BCのBCを³´してく
ださい。

ダブル洗浄は、汚れのひどい4Yを2hN=洗浄
するプロセスです。
1h目は、洗浄液を¨に浸透させるために、リヤ
スクイージーとサイドスクイージーを=げて行い
ます。
汚れがひどい4Yでは、ダブル洗浄を¬施します
。

プロパネルを)した%：
1-STEPボタンをし、次にバキュームファン/ス
クイージーボタンをします。
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。バキュームファンの
Z[が止します。
汚れのひどい4Yを洗浄します。

ダブル洗浄はNQを>用して行います。
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
来の洗浄方法
ダブル洗浄の[業をめるに、サイドブラシバ
ンパーをりAしてください。
ピンをÍき、スクイージーバンパーをりAして
ください。

プロパネル
¨を洗浄液で湿らせ、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Î通りりけます。
のために：
をするとき、やXりやすいCDでは
ゆっくりYんでください。
：
jに、モード/BCのBCを³´してく
ださい。
âパネルを)した%：1-STEPボタンをし
、次にバキュームファン/スクイージーボタン を
します。
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Z[が止します。
汚れのひどい4Yを洗浄します。

バキュームファン/スクイージーボタン を
びすと、スクイージーがQがり、バキュームフ
ァンがZ[します。
2h目の¨の洗浄では、洗浄液をhiします。
：
や"#は、やの
になります。 $%しないでください。
：
RSにÍじ、Îの2 Ïのでは、の@
Aを²らしてください。
：
ダブルは、がÐの#に@れたり、ÑÒ
を¾ÓするようなGÔではÕÖしません。

âパネル
M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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®$%モード（なし）
本機は、洗浄を行わずに水や非Ï火Xの液をh
i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。
水や非Ï火Xの液をhiするに、 1-STEPボタ
ンが有でその¦すべての精Ð機能がオフになっ
ていることを確認してください。
â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します。
ボタンの=のライトが点灯し、スクイージーがQ
がります。次に、バキュームファンが[Zを開
します。
こぼれた水または非Ï火Xの液をhiします。

â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します。
ボタンの=のライトが点灯し、スクイージーがQ
がります。バキュームファンが[Zを開します
。
こぼれた水または非Ï火Xの液をhiします。

プロパネル
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£ê - âパネル
：
1-STEPボタンによりすべての/0:;を45する
ことができます（を×く）。

になります。 $%しないでください。
のために：
をするとき、やXりやすいCDでは
ゆっくりYんでください。

のために：
マニュアルを4み、05しない@り、を
しないでください。
サイドブラシ（オプション）：
清掃[業をめるに、サイドブラシバンパーを
りAしてください。
ピンをÍき、スクイージーバンパーをりAして
ください。

1. 本機をZしてください。
：
/0をするjに/0モード/BCがセットしてあ
るか³´してください。
2. 1-STEPボタンをしてください。
ボタンの=のライトが点灯します。
プリセット清掃機能がすべてオンになります
。

3. パーキングブレーキを解除し、 [\ペダルを
踏むと、清掃がまります。
：
や"#は、やの
M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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：
ØれたÙい£Úまたは"たまりの/0を\うÛに
は、/0バキュームファンボタンを6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、/0している)にホッパーダストフ
ィルターがÜることを¿ぐことができます。

4. [\ペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
止してください。
5. 1-STEPボタンをし、清掃を止してくださ
い。
ボタンの=のライトが消灯し、しばらくする
と洗浄/清掃機能が止します。

：
<:で/0:;をJしていたGH、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのGHに
はÁ Â9)フィルターがÃ=します。
：
<:45·にやアラートコードが}つかった
GH、<:をtuし、<マニュアルの「/ア
ラート」のをª«してをÅべ、やアラ
ートをなくすためのÆÇÈÉをってください。
6. シフト終ごとかE要に¡じて、ホッパーと
液hiタンクを空にしてください。
本マニュアルの「ホッパーをËにする」およ
び「Ì
タンクから"を き/0する 」
のを照してください。
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£ê - プロパネル
：
1-STEPボタンによりすべての/0:;を45する
ことができます（を×く）。
のために：
マニュアルを4み、05しない@り、を
しないでください。
サイドブラシ（オプション）：
清掃[業をめるに、サイドブラシバンパーを
りAしてください。
ピンをÍき、スクイージーバンパーをりAして
ください。

1. 本機をZしてください。
2. 該®する4#、本機にログインします。
PRO-ID ログインEFを照してください。

5. パーキングブレーキを解除し、 [\ペダルを
踏むと、清掃がまります。
：
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XりやすいCDでは
ゆっくりYんでください。
：
ØれたÙい£Úまたは"たまりの/0を\うÛに
は、/0バキュームファンボタンを6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、/0している)にホッパーダストフ
ィルターがÜ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随時して、本機
の方の清掃の¬行状況をチェックします。

3. 該®する4#、Pro-Check操[チェックリ
ストを¬行してください。
「Pro-Checkの45jチェックリストをxy
」を照してください。
：
/0をするjに/0モード/BCがセットしてあ
るか³´してください。
4. 1-STEPボタンをしてください。
1-STEPボタンと選したその¦すべての洗浄
/清掃ボタンが点灯します。

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)

7. [\ペダルを放し、ブレーキペダルで本機を
止してください。
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8. 1-STEPボタンをし、清掃を止してくださ
い。
ボタンは点灯しなくなり、清掃機能がその
止します。
：
<:で/0:;をJしていたGH、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフのGHに
はÁ Â9)フィルターがÃ=します。
：
<:45·にやアラートコードが}つかった
GH、<:をtuし、<マニュアルの「/ア
ラート」のをª«してをÅべ、やアラ
ートをなくすためのÆÇÈÉをってください。
9. シフト終ごとかE要に¡じて、ホッパーと
液hiタンクを空にしてください。
本マニュアルの「ホッパーをËにする」およ
び「Ì
タンクから"を き/0する 」
のを照してください。
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ホッパーを¤にする

5. ホッパードアー + ボタンを押し続け、
ホッパードアをきホッパーのゴミを空に
します。

1. 本機をゴミ捨てAまたはゴミコンテナまで
移sします。
2. フィルターシェーカーボタンを押します。
シェーカーは、約30 秒稼sします。 フィル
ターシェーカーが稼s4は、インジケーター
ライトが点灯します。

6. 本機をゆっくりとf!させて、ゴミコンテナ
から*します。
7. 本機を¸止して、ホッパー昇)ボタンの7端
を押し、ホッパーが¿Gに7がるまでそのま
まI持します。
3. フィルターシェーカーが¸止した)、ホッ
パー昇)ボタンの½端を押して、ホッパーを
持ち½げます。 ホッパーが¾望する置ま
で½がったとき、ボタンを*します。

: ホッパーがZがるとホッパードアは\!]
に^じます。 ホッパードア_^ボタンの`を
aすと、ホッパードアは^じます。

のために: をするとき、Lず56な
dをD してからホッパーを8げてください。
が8にあるときにホッパーを8げないで
ください。
: ホッパーをPちげるのにQRなSTの
Uさは、VW2500mm（98in）です。

4. ゆっくりと本機をゴミコンテナまでバック
します。
のために: を©させるときはに
してください。ホッパーが8がっているときは
、してをf*してください。
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ホッパー$ピンで¥める
ホッパーサポートピンは、=昇したホッパーの落
Qを防ぐための機能です。ホッパーを=昇²
置でÑ持するときは、Eずホッパーサポートピン
を>用してください。

5. 3 箇所あるホッパーサポート穴の1 つにホ
ッパーI持FGピンをしみます。
I持FGピンの½にÀるまで、ホッパーを7
します。
ab: ち%がっているホッパーは、
¦ちるoれがあります。ホッパー$
ピンを¢けてください。

1. 本機を¸止します。
2. ホッパー昇)ボタンの½端を押し続け、ホッ
パーを持ち½げます。 ホッパーが¾望する
置まで½がったとき、ボタンを*します。
ab: 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、Lず56な
dをD してからホッパーを8げてください。
が8にあるときにホッパーを8げないで
ください。

ホッパー$ピンを§り¨す
1. パーキングブレーキを掛けます。
2. ホッパー昇)ボタンの½端を押し、ホッパー
がI持FGピンから*れるまで押さえ続
けます。
3. ホッパーI持FGピンをI持穴から抜いて、
I管チューブに格納します。
3. パーキングブレーキを掛けます。
4. I管チューブからホッパーI持FGピンを
xり¨します。

4. オペレーターシートに³り、ホッパー昇)ボ
タンを押して、ホッパーが¿Gに7がるまで
押さえ続けます。

ab: 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。
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ホッパーダストフィルターの§り¨し

5. フィルターカバーからハンドルをQします。

$のため： かられるかをする
[に、Hな %に¡め、パーキングブレーキ
を¢けてください。
: ホッパーダストフィルターを,り
bすcに、ホッパーをdにしてください。
1. ホッパーを4のI持置まで持ち½げて、
ホッパーI持FGピンで留めます。このマニ
ュアルの "ホッパーI持FGピンで留める"
セクションを¯照してください。
: ダストフィルターをefする<=は、
ホッパーをgのhPijまでげないで
ください。

6. フィルターカバーをRいて、にSてか
けます。

ab: ち%がっているホッパーは、
¦ちるoれがあります。ホッパー$
ピンを¢けてください。
ab: 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. 本機の源をオフにします。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. スクイージーバキュームホース=のホースの
クランプを緩めます。

7. ホッパーからダストフィルターをxりy
します。

4. ホッパーからスクイージーバキュームホース
を抜きます。

8. ダストフィルターを清掃するか破損したAB
換します。このマニュアルの
"ホッパーダストフィルターの清掃"
セクションを¯照してください。
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Uし
いダストフィルターをVWします。 9のXの
ように、Y8を>にしてZ[します。

ホッパーとゴミスクリーンのª«
$のため： かられるかをする
[に、Hな %に¡め、パーキングブレーキ
を¢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x
りyします。

11. フィルターカバーを\じ、ハンドルでフィル
ターカバーをホッパーに]^します。
12. ホッパーにスクイージーバキュームホースを
接続します。
13. ホッパーI持FGピンを抜き、ホッパーを7
げます。 このマニュアルの
"ホッパーI持FGピンをxりyす"
セクションを¯照してください。

2. ホッパーを4のI持置まで持ち½げて、
ホッパーI持FGピンで留めます。このマニ
ュアルの "ホッパーI持FGピンで留める"
セクションを¯照してください。

ab: ち%がっているホッパーは、
¦ちるoれがあります。ホッパー$
ピンを¢けてください。
ab: 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. 本機の源をオフにします。
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4. ホッパーからダストフィルターをxりy
します。このマニュアルの
"ホッパーダストフィルターのxりyし"
セクションを¯照してください。

9. ダストスクリーンとホッパーから¡とゴミを
水ですすぎ落とします。 要なABは、
ダストスクリーンをxりyして清掃します。

: ダストフィルターをefする<=は、
ホッパーをgのhPijまでげないで
ください。
5. 本機をスタートします。
6. ホッパードア+ ボタンの7端を押し、
ホッパードアーが¿Gにくまで押さえ
続けます。

10. ホッパーダストフィルターをx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xりyし”
セクションを¯照してください。
11. ホッパーI持FGピンを抜き、ホッパーを7
げます。 このマニュアルの
"ホッパーI持FGピンをxりyす"
セクションを¯照してください。
7. 本機の源をオフにします。
8. ゴミホースとダストスクリーンから¡とゴミ
を水洗いしてホッパーの4に流しみます。
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GHIJタンクのKHとª«

3. 汚水WXタンクÁ@排水バルブをきます。

毎日汚水WXタンクから排水して洗浄してく
ださい。汚水WXタンクの満水インジケーター
が点灯したときも 様です。
ビニールクリーナーで汚水WXタンクのy¼を
洗浄します。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
KHホースでGHIJタンクをKHする
1. 汚水WXタンクカバーを持ち½げます。

2.

排水の横に汚水WXタンク排水ホースノズ
ルを置きます。

4. 排水Âを経由して¡とゴミをデミスター
（消泡）トレイに洗い落とし、バキュー
ムホースを水洗して流します。

: タンクのHkにlmをnわないで
ください。 opなqで、タンクとその
rstuが'(します。
5. 汚水WXタンクからバキュームスクリーンを
xりyして、スクリーンを水洗いします。
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6. フロートセンサーを水洗いします。

7. ES 機： ES フィルターを水洗いします。
要なABは、汚水WXタンクから ES
フィルターをxりyします。

10. 汚水WXタンクの背に汚水WXタンク排水
ホースをxりけて、汚水WXタンクカバー
を+じます。
KHプラグでGHIJタンクをKHする
WXタンクの排水がゆっくりのAB、または排水
ホースが接続されているABは、排水プラグでタ
ンクを排水します。
1. 汚水WXタンクの¦きいほうの排水Âが
7水溝の½に置するように、本機を移s
します。 パーキングブレーキを掛けます。
2. ホッパーを持ち½げ番7の置にホッパー
I持FGピンをしんで、ホッパーフィル
ターが湿らないようにします。

8. 汚水WXタンク排水に¡とゴミを洗い流
します。汚水WXタンクを排水させます。

ab: ち%がっているホッパーは、¦ち
るoれがあります。ホッパー$ピン
を¢けてください。
ab: 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。

9. _`.Jタンクabc`バルブを\じます。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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3. 排水プラグハンドルを持ち½げて、タンクか
ら排水プラグをxりyします。

6. いた排水Âから¡とゴミを洗い落と
します。

4. 汚水WXタンクÁ@排水バルブをきます。

7. 排水Âを洗浄して排水プラグをxり
けます。 ハンドルを7に押して締めます。
締めるfに、排水プラグが¿Gにはめまれ
ているのを確認してください。
: QRな<=は、ハンドルを4してwxプ
ラグをはめ{みます。

5. 汚水WXタンク背から汚水WXタンク排水
ホースをxりyして、ホースから¡とゴミを
タンクに流しみます。
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8. _`.Jタンクabc`バルブを\じます。

;<=タンクのKHと;<
ES マシンºyの洗浄液タンクは、
点検整が要です。 タンクのÄに沈殿物が
溜まっているABは、温水をくÅきかけてタン
クを洗浄します。
ビニールクリーナーで洗浄液タンクのy¼を洗浄
します。
本機に ES オプションが装されているABは、
毎日洗浄液タンクを排水して洗浄する要があ
ります。

9. 汚水WXタンクの背に汚水WXタンク排水
ホースをxりけます。
10. ホッパーI持FGピンを抜いてIJチューブ
に格納します。 ホッパーを7げます。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。

11. 汚水WXタンクカバーを+じます。

2.
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排水の横に洗浄液タンク排水ホースノズル
を置きます。
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3. 洗浄液タンクÁ@排水バルブをきます。

6. 洗浄液タンクÁ@排水バルブを+じます。

4. 洗浄液タンクを水洗いします。 洗浄液タン
ク排水に¡とゴミを洗い流します。

7. 汚水WXタンクの背に洗浄液タンク
排水ホースをxりけます。
8. 洗浄液タンクカバーを+じます。

5. フロートセンサーとスクリーンフィルターを
水洗いします。 洗浄液タンクを
排水させます。
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ãg/アラート
機械/電気的な° が本機にある4#、故障/アラ
ート警Pがオペレータに表示されます。

ãg/アラートインジケーター - プロパネル
故障/アラートが発生したことを示す /アラー
トインジケーターボタンが点滅し続けます。
Ä色の背景が、 色に¤わります。

故障/アラートインジケーターをリセットするに
は、本機を止してから故障/アラートのÒÓを
り除いてください。
故障インジケーターは、本機をZするとリセ
ットされます。
Q記の故障/アラートインジケーターの表を照
し、故障/アラートのÒÓとÔÕ措置を特bして
ください。
ãg/アラートインジケーター - âパネル
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
ターをえています。
赤色のインジケーターライトは故障/アラートが
発生すると点滅し続けます。

点滅する¥¦のインジケーターボタン
をして、故障を表示します。
故障/アラート画がディスプレイに表示
されます。
点滅している¦のアラートインジケータ
ーボタンをしてアラートを表示します。
故障/アラート画がディスプレイに表示
されます。
故障/アラートテキストが、画O±のアイコン
のQに表示されます。

LCD は故障/アラートコードを表示します。
故障が2種 N=あると、それぞれの故障コード
をÖに表示します。

rmnボタンをして、故障/アラートで
×に進みます。
pmnボタンをして、故障/アラートで
ります。
ホームボタンをして、メイン操[画に
ります。
き矢 ボタンをして、の画に
ります。
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ãgコ
ードª
ð
0x0010

ãgコード
âパネル

ãgコードプロパネ
ル



ñ*

パーキングブレーキ
の故障
ECH2Oの故障
フラッシュがE要

パーキングブレーキ
の故障
ECH2Oの故障
フラッシュがE要

パーキングブレーキを[Z

パーキングブレーキを解除
してください
ec-H2O
システムをフラッシュ

故障 洗¶が空
故障
洗浄液タンクが空
故障
hiタンクが満杯
故障
フィルターの目詰り

故障 洗¶が空
故障
洗浄液タンクが空
故障
hiタンクが満杯
故障
フィルターの目詰り

0x07A1

故障 ホッパー発火

故障 ホッパー発火

ホッパー@で発火

0x07A2

故障
ホッパーが規b²置
からはずれている
故障
シェーカーの目詰り
故障
シートに誰もいない

故障
ホッパーが規b²置
からはずれている
故障
シェーカーの目詰り
故障
シートに誰もいない

ホッパーが§にQがって
いない

故障
エンジンの温が=
がりすぎ
故障
[Z油の温が=が
りすぎ

故障
エンジンの温が=
がりすぎ
故障
[Z油の温が=が
りすぎ

エンジンがオーバーヒート

0x07B2

故障
エンジン故障インジ
ケーター

故障
エンジン故障インジ
ケーター

エンジンが故障

0x07B3

故障 燃料が 足

故障 燃料が 足

燃料タンクがほとんど空で
す

0x07B4

故障
エンジンオイルmが
くなっている
故障
エンジンオルタネー
ターの電mがくな
っている

故障
エンジンオイルmが
くなっている
故障
エンジンオルタネー
ターの電mがくな
っている

オイルレベルがいW能X
があります

0x0701
0x0781
0x0790
0x0791
0x07A0

0x07A3
0x07A4

0x07B0
0x07B1

0x07B5

ec-H2O
システムに 純物が詰まっ
ています
洗¶タンクが空です
洗浄液タンクが空です
汚水hiタンクが満杯です
[Z油フィルターが詰まっ
ています

フィルターシェーカーが詰
まっています
エンジンZ[O、オペレー
ターがシートにÝっていま
せん

[Z油温がくなってい
ます

エンジンへの電mÊ給が
すぎます

洗浄¶タンクをØÙします
洗浄液タンクをØÙしてく
ださい。
汚水hiタンクを空にして
ください
本機の電源スイッチを¯っ
てください。
テナント社のサービスÚ理
Ûに連絡してください。
本機の電源スイッチを¯っ
てください
火を消してください。
E要に¡じて、非u時Ü®
者に連絡してください。
ホッパーを§にQげてく
ださい
ホッパーフィルターの清掃/
り換えを行ってください
本機のZ[Oはオペレータ
ーがオペレーターシートに
Ýっていなければなりませ
ん。
ßà材をßàシステムに追
gしてください
本機の電源スイッチを¯っ
てください。
テナント社のサービスÚ理
Ûに連絡してください。
本機の電源スイッチを¯っ
てください。
テナント社のサービスÚ理
Ûに連絡してください。
燃料タンクをØÙします（
ガソリン）
燃料タンクを換します。
（LPG）
E要であればエンジンオイ
ルを追gしてください
本機の電源スイッチを¯っ
てください。
テナント社のサービスÚ理
Ûに連絡してください。

*： そのÝすべてのコードについては、テナントßのサービスàOáにâãしてください。
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オプション

3. E要であれば、スプレーノズルをi納部から
りAし清掃します。

スプレーノズル（オプション）
スプレーノズルは、本機とそのÃ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Ê給されます。
スプレーノズルにはワンドが7まれています
：
<:のにスプレーノズルをうGH、<:の
æç èに"をかけないようéしてください。
のために：
からtれるCXまたは>¬をAうCXは
、を®¯なCDにZめ、パーキングブレーキを
°けて&¦をってください。
1. キーをオンの²置にhしてください
（エンジンはZしない）。

のために：
S¼の3または®をするCXは、を
するための !Êを$してください。

!

4. ノズルがâきにくい4Yを清掃する4#には
、ワンドをスプレーノズルにりけます。

：
エンジンが=5·は、スプレーノズルを45でき
ません。スプレーノズルをJするGHはエンジ
ンをおêりください。
2. スプレーノズルスイッチのQáをして、水
のÊ給を止します。
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。

5. ノブのオフ/オンをhし、ワンドをオンにし
ます。

6. 清掃が終わったら、スプレーノズルとワンド
をi納部にします。
7. スプレーノズルスイッチのQáをして、水
のÊ給を止します。
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バキュームワンド（オプション）
のために：
からtれるCXまたは>¬をAうCXは
、を®¯なCDにZめ、パーキングブレーキ
を°けて&¦をり、キーを±いてください。

5. 1-ステップスクラブボタンがオンになってい
ることを確認してください。
6. バキュームファン/スクイージーボタン を
して、バキュームファンをオンにします。

1. バキュームワンドのノズルおよびホースをÑ
ã用バッグからりAしてください。

âパネル

プロパネル

： スクイージーが#がります。
2. ワンドホースをバキュームホースにりけ
ます。

3. ワンドとノズルを組み立てます。
4. 本機をZしてください。
：
エンジンを-*すると./ガスが23され
ます。
òなóôj{ や«õをき こすこと
があります。 56に73してください。
23ガスに«するÝ@レベルにiしては¬
ö÷にご12ください。
エンジンはsしくL¬してください。
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7. こぼれた水またはゴミを清掃します。

8. 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 をしてバ
キュームを止します。
ボタンの=のライトが消えます。
9. 本機の電源を¯ります。
10. バキュームワンドアッセンブリをりAし、
Ñ管用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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S¼ウォッシャー（オプション）
mウォッシャーは、本機とそのÃの洗浄に>
用します。

3. ホースのもう)方の端をワンドに接続してく
ださい。

：
<:のにWウォッシャーをうGH、<:
のæç èに"をかけないようéしてください
。
のために：
からtれるCXまたは>¬をAうCXは
、を®¯なCDにZめ、パーキングブレーキを
°けて&¦をってください。
のために：
S¼の3または®をするCXは、とを
!するための !Êを$してください。
1. 本機をオフにして、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Wウォ
ッシャーは=5しません。

4. ワンドのノズルを、E要なmに調節してく
ださい。
ø¼にする4#はノズルをÏきåし、 S¼に
する4#はノズルをし込んでください。
またノズルを¢にhして、 スチームまたは
ファンに¯り替えてください。

2. ホースをmウォッシャーシステムにつない
でください。

5. 本機をZしてください。
：
エンジンを-*すると./ガスが23され
ます。
òなóôj{ や«õをき こすこと
があります。 56に73してください。
23ガスに«するÝ@レベルにiしては¬
ö÷にご12ください。
エンジンはsしくL¬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
ることを確認してください。

âパネル

9. E要な4#は、mを調整してください。
mを=げるときはノブを時計りにhし、
mをQげるときは´時計りにhしてくだ
さい。

プロパネル

7. エンジン ボタンをすと、エンジンの
h転数があがります。

：
システムでこのWXÅ¨をするjに、ワンドでW
XをÅ¨してください。
10. レバーを握って、清掃を開してください。
：
EのFや*にGけてH 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LずMで>ってください
。

âパネル

プロパネル

8. Wウォッシャースイッチのo£Úを6して
ください。

11. 清掃が終わったら、レバーを離してください
。
12. エンジン ボタンをすと、エンジンの
h転数がQがります。
13. ウォッシャーをオフにする4#は W"スイ
ッチのQ部Dをしてください。
14. 本機の電源を¯ります。
15. ホースとワンドをAし、正しいÑ管4Yに
してください。
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のトラブルシューティング
Æ,
水のきずり 水の£い½げがÊ
いかまったく£い
½げない。

洗浄バキュームフ
ァンが稼sしない

ÇÈ

¹É方法

洗浄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磨耗

スクイージーブレードのpきをし@え
るか換します。

スクイージーの調整良

スクイージーを調整します。

洗浄液タンクに洗°が無く、スクイー
ジーがガタガタしている

洗浄液タンクに洗°をします。

バキュームホースの詰り

バキュームホースを水で洗い流します。

バキュームスクリーンの汚れ

バキュームスクリーンを清掃します。

汚水hiタンクカバーのシールが磨耗
しています。

シールを換します。

スクイージーにゴミが着

ゴミをxり きます。

スクイージーまたは汚水WXタンクに
繋がるバキュームホースが©断または
破損

バキュームホースを接続するか換
します。

汚水WXタンクカバーが¿Gに+まっ
ていない

Ì物がないか点検し、カバーが正$に
+じているのを確認します。

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。

汚水WXタンクが杯

汚水WXタンクを排水します。

汚水WXタンクに泡が杯

汚水WXタンクを空にします。
洗°のを減らすか、または消泡材を
えるか、あるいはそのÍ方を行います。

汚水WXタンクのセンサー汚れまたは
詰り

センサーを洗浄するか換します。

に洗浄液がほと
んど流れないか、
まったく流れない
（$の洗浄モー
ド）

洗浄液タンクが空

洗浄液タンクに補水します。

洗浄液の流がオフ

洗浄液の流をオンにします。

洗浄液給ラインの詰り

洗浄液給ラインを水で洗い流します。

¡が-Î

ブラシスカートやダストシール
が破損、または調整良

ブラシスカートまたはブラシシール
（あるいはそのÍ方）を換するか調整
します。

ホッパーダストフィルターの詰り

ダストフィルタをシェークまたは換
（あるいはそのÍ方）します。

清掃バキュームファンシールが破損

バキュームファンシールを換します。

清掃バキュームファンの故

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

サーモセントリーがs

サーモセントリーをさせます。

ブラシ毛が磨耗

ブラシを換します。

ブラシ接8uがÐなすぎる

ブラシ接8uをÑやします。

メインブラシの調整良

ブラシを調整します。

メインブラシドライブ機構にゴミが絡
みいている

メインブラシドライブ機構からゴミを
します。

清掃率が悪い

M20 Gas/LPG 9016054 (8-2016)
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Æ,
清掃率が悪い

洗浄率が悪い

FaST システムが
稼sしない

ES システムが
稼sしない

清掃または洗浄機
能が稼sしない
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ÇÈ

¹É方法

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Í方）が
故

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

ホッパーが杯

ホッパーを空にします。

ホッパーリップスカートの磨耗または
破損

リップスカートを換します。

メインブラシが#©

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

ワンステップHkボタンがオフ

ワンステップ洗浄ボタンをオンにします
。

#©な洗°またはブラシ

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

洗浄液タンクが空

洗浄液タンクに補水します。

メインブラシに破片が絡みいている

破片ををxり きます。

メインブラシが磨耗

ブラシを換します。

ブラシ接8uがÐなすぎる

ブラシ接8uをÑやします。

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- パック給ホースまたはコネ
クタ（あるいはそのÍ方）の詰まり

コネクターとホースを温水に浸して洗浄
します。

FaST- パックが空かまたは接続され
ていない

FaST- パックを換して給ホースを
接続します。

FaST システムがプライム
（#用f準）されていない

準するには、 FaST 洗浄液システム
を数稼sします。

フィルタースクリーンが詰まっている

洗浄液タンクを排水して、フィルタース
クリーンをxりyして洗浄します。

ヒューズが©れている

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

洗浄液ポンプの故

テナントカンパニーの認をÏけたサー
ビスセンターにご.絡ください。

ES ボタンがオフになっている

ES ボタンをオンにします。

タンクの4の ES センサー汚れ

センサーを清掃します。

ES ポンプフィルターの詰り

ES フィルターを清掃します。

汚水WXタンクの水のレベルがÒく
-ぎる

汚水WXタンクを約»±²します。

洗浄液タンクの水のレベルがÒく
-ぎる

洗浄液タンクに補水します。

ホッパーが½がっている

ホッパーを¿Gに7します。

ホッパーの4で火災が発生

本機の源をオフにしてください。
消火します。 要なABは、消に
緊¬.絡してください。

汚水WXタンクが杯

洗浄バキューム ファン/ スクイージー
ボタンを押して、1 水のWXをt
します。汚水WXタンクを空にします。
ES モデル：ES システムを有にして、
この故が発生しないようにします。
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¬
NQの表には、æ[業のìíPが記載されています。
O = オペレーター
T=
をeけたj
¶·¸/
=¹
EO
WG



³´
1
1

HYDO
-

1
3
2
1
1

-

1
1
2

清掃
ES フィルターを清掃

-

1
1

清掃

-

1

ホッパー、ダストスク
リーン、ホースを清掃
破損を点検、清掃、
要なAB換

-

1

-

1

清掃

-

1

ブラシパターンの
を
し、
のブラシをれえ
ます。
ホイールナットの締め
け
（最の50時のみ）

-

2

-

1

®ùj

¯°±
²
1

O
O
O
O

10
8, 9
3
4

O

6

リアースクイージーブ
レード

O

7

O
O

8
8

O

9

O

5

サイドスクイージーブ
レード
WXタンク
WXタンク、ES
モード（オプション）
洗浄液タンク、ES
モード（オプション）
ホッパー

20 時

O

5

ホッパーダストフィル
ター

50 時

O

16

T

3

FaST / ec-H2O
フィルター
スクリーン
メインブラッ

T

13

f

T

15

バッテリー

バッテリーケーブルの
接続 を清掃して締め
る（最の50時のみ
）

-

1

T

1

エンジン

ベルトテンションを点
検

O-

1

®
毎日

70

³´
エンジン
油uオイルタンク
タンクカバーシール
メインブラシ
サイドブラシ
(オプション)

µw
オイルレベルを点検
リザーバータンクのク
ーラントレベルを点検
オイルレベルを点検
破損または磨耗を点検
破損または磨耗を点検
破損または磨耗を点検
スクイージーブレード
の破損または磨耗を点
検
破損または磨耗を点検
きを点検
破損または磨耗を点検
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®
100
操[時
間毎

®ùj
T
T
T
O
T

200
操[時
間毎

T
O
T
T
T
T
T
T
T
T

¯°±
²
19
19
1

³´
ラジエーター
オイルクーラー
エンジン

13、20 タイヤ
6
リヤスクイージーキャ
スター
6
リヤスクイージー
2
洗浄ヘッドスカート
12
フロントホイールサポ
ートベアリング
1、17 トルクチューブ
12
ステアリングシリンダ
ー
1、19 ラジエーターのホース
とクランプ
11
ブレーキペダル
14
ホッパーリフトアーム
ピボット
5
ホッパードアピボット
18
ホッパーリフトアーム
ラッチ
1
エンジン

400
操[時
間毎

T
T

20

800
操[時
間毎

T

10

T
T
T

1、19
13

T

13

フロントホイール

T

15

バッテリー

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)

リアホイールベアリン
グ
[Z油タンク
油mホース
ßà装置
走行モーター

¶·¸/
=¹
EO



³´
1
1
1

SPL

3
2

水準の点検
損çや摩耗の点検
注油

SPL

1
1
2

注油
注油

SPL
SPL

4
1

µw
コアの洗浄
コアの洗浄
オイルとフィルターを
換してください
損çの点検
注油

締けè#や摩耗の点
検
調整状Vの点検
注油

-

2

SPL

1
2

注油
清掃と注油

SPL
SPL

2
1

エアフィルターの換
燃料フィルターの換
点検、注油、調整する

SPL

1
1
2

フィラーキャップの
換
損çや摩耗の点検
洗浄
シャフトナットの締め
け
ホイールナットの締
け
バッテリーターミナル
の清掃、締け

1
WG
-

て
2
1

-

1

-

1
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®
1000
操[時
間毎

®ùj
T
T

¯°±
²
1、19
16

1200
操[時
間毎
2400
操[時
間毎

T

10

³´
ラジエーターのホース
FaST システムフィル
ター
[Z油タンク

T

10

[Z油タンク

¶·¸/
=¹
-



³´
2
2

油mフィルターを換
してください

-

1

[Z油の換
コンセントのストレー
ナーの換

HYDO

1
1

µw
é裂やê½の点検
換

潤滑油/液Ô
EO ..... エンジンオイル、5W30 SAE-SG/SH のみ
HYDO ... Tennant'(プレミアム[Z油またはë等
WG .... 水またはエチレングリコール アンチフリーズ、-34 淸(-30 渹)
SPL .... 特殊潤滑油、Lubriplate EMB グリース ( テナントカンパニー

番Õ 01433-1)

: ゴミが~`にいところでは、のがくなるB があります。
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¯¡のタッチポイント
本機にはシンプルなÔ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ìèがE要ありません
。

スクイージーキャスターベアリング
100 稼s時ごとに、スクイージーキャスター
ベアリングに注油します。

サポートベアリング

°X

200 稼s時ごとに、fサポートベアリング
に注油します。Ífサポートのグリース注Ö
は、フレームサポートプレートの7にあります。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
エンジンオイル
毎日エンジンオイルのレベルを点検します。
100稼s時ごとに、オイルとオイルフィルター
を換します。エンジンオイル: ディーゼル
規格で CD º½の等級のみ。

ステアリングシリンダー ベアリング
200 稼s時ごとに、ステアリングシリンダーに
注油します。ステアリングシリンダーベアリング
は、fサポートのにあります。

ディップスティックの½7インジケーターマーク
のにオイルがるまで、エンジンにオイルを注
します。½のインジケーターマークを超えて注
しないでください。エンジンオイルのはオ
イルフィルターきで6 L (6.35 qt) です。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)
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リアホイールベアリング

リフトアームラッチ

400操[時間ごとに、リアホイールベアリングに
破損がないかどうかを点検し、りけ直して調
整してください。 Lubriplate
EMBグリース（テナントパーツ番_01433-1）を>
用します。

200稼s時ごとに、リフトアームラッチとラ
ッチストップを清掃して注油します。

トルクチューブ
ホッパーリフト アームピボット
200 稼s時ごとに、ホッパーリフトアー
ムピボットに注油します。

ホッパードアピボット
200 稼s時ごとに、ホッパードアピボット
に注油します。

74

200 稼s時ごとに、トルクチューブに注油し
ます。本機のオペレータ¼では、トルクチューブ
のグリース注Öが燃料タンクの7にあります。

オペレータのª¹¼では、トルクチューブのグリ
ース注Öがプロペルポンプの7にあります。
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¸¼システム
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。

800 時稼sごとに、フィラーキャップを換
します。キャップをタンクにxりけるfに、
フィラーキャップガスケットに液u液で薄い膜を
つくります。

毎日、稼s温時の油uオイルレベルを点検し
ます。油uオイルレベルは、液u計の½7ライン
のになければなりません。油uオイルレベルを
点検するときは、ホッパーを7げてください。

1200 稼s時ごと、または油uタンク4の液温
が約32°C(90°F) のとき、油uタンクのゲー
ジが/ 赤のゾーンにあるABに、
油uフィルタを換します。

&': ¸¼オイルタンクを½¾にしぎたり、
¿いオイルレベルのままをÀさせたりしな
いでください。の¸¼システムがÁするo
れがあります。
2400操[時間毎に[Z油タンクを空にし、新しい
Tennant'(プレミアム[Z油を給油してくださ
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。
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2400 時稼sごとに、油uストレイナーアウト
レットを換します。
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¸¼オイル

¸¼ホース

Ø温の/いにより、次の 3
種 のs油をÙ用できます。

800 時稼sごとに、油uホースに磨耗や損¢
がないか点検します。

Tennant True プレミアム* (ûüý|)
パーツ
ªð

©}

1057710 3.8 リットル
(1 ガロン)
1057711 19 リットル
(5 ガロン)

ISO ±
グレード
の±
é (VI)

UT
の

ISO 100
VI 126
N=

19_C
(65_F)
N=

1069019 3.8 リットル ISO 68
(1 ガロン)
VI 155
1069020 19 リットル N=
(5 ガロン)

7～
43_C
(45 ～
110_F)

1057707 3.8 リットル ISO 32
(1 ガロン)
VI 163
N=
1057708 19 リットル
(5 ガロン)

16_C
(60_F)
NQ

3販の油uオイルをお#いのABは、テナントの
油uオイル?様に#Bしていることをご確認くだ
さい。Ú替 は、油uシステム
のÛÜを短く
する恐れがあります。
&': ¸¼システム*の¶·Âは、システム
µの=ÃにÄÅしています。ÆやÇ が¸¼
システムにÈすると、Â j、É®ÊË、
Áをmきnこします。
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$のため： をしているときは、
Ì¼による¸¼オイルÍれをカードボードでÎ
してください。
0$にさな穴から排¨されているuオ
イルは、殆ど見えませんが¦な¢Ìをき起こ
すことがあります。

00002

漏¨油uオイルにより¢Ìを負ったABは、直ち
にÝÞの診ßをÏけてください。直ちにÝ療É置
を講じないと、い病症をき起こす恐れがあり
ます。
オイル漏れを発見したときは、サービスàáまた
は管理者に.絡してください。
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エンジン
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。

200 時稼sごとに、ラジエーターホースとク
ランプを点検します。緩んでいるクランプを締め
てください。破損しているホースとクランプは
換します。

ÏÐシステム
のために: を>¬するときは、く
なっているエンジン¾¿®にれないでください
。エンジンがいdラジエーターからキャップを
yりxさないでください。エンジンを¾やしてく
ださい。
リザーバー@のクーラントレベルは、毎日点検し
てください。クーラントのレベルは、エンジンが
ßえている時に、インジケーターマークの間でな
ければなりません。水/クーラントの混#に関す
る詳細は、クーラントのメーカーにお°い#せく
ださい。

100 時ごとに、ラジエータコアーyと
油uuクーラーひれに破片がっいていないか
点検します。$の空気流とはª¹方pに、ラジ
エーターグリルとフィンをってすべてのゴミを
Åき1ばすか洗い流してください。清掃している
とき、フィンを曲げないように注意してくだ
さい。ひれに¡がこびりかないように、フィン
を¿Gに清掃してください。ラジエーターにひび
がらないように、清掃するfにラジエーターと
クーラーフィンをさせてください。

800 時稼sごとに、ラジエーターとシス
テムを水洗します。
エンジンを-熱させないためには、システム
がクーラントの4で¿Gに杯になっている要
があります。クーリングシステムに補水するAB
は、ドレインコックをいてシステムから空気を
流¨させます。
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エアーフィルター

PQライン

400 時稼sごとに、エアーフィルターを換
します。

50 稼s時ごとに、燃料ラインを点検して
ください。 クランプバンドが緩んでいる
ABは、緩んでいるねじに注油してバンドをしっ
かりと締めてください。

PQフィルター
燃料フィルターは、燃料から純物をxり
きます。400 稼s時ごとに、燃料フィルター
を換します。

$のため： をするときは、
PQÑ^´にÒやÓをづけないでくだ
さい。rsをよくしてください。

ゴム製の燃料ラインは、エンジンがâり#われて
いなくても磨耗するABがあります。 2 äごと
に燃料ラインとクランプバンドをxり替えてくだ
さい。
$のために： をする、
ÒやÓをPQシステムのÑ^´にÔけない
でください。pqにrsしてください。
2 äの期ºfにも、燃料ラインとクランプボ
ンドで磨耗または破損が発見されたABは、直ち
にå理または換してください。 燃料ラインを
換したときは、燃料システムから空気を抜いて
ください。”燃料システムをプライム（#用f準
）する”を¯照してください。 燃料ラインが
xりけられていないときには、清潔なæまたは
紙でÍ方の穴をふさぎ、¡がラインにらないよ
うにしてください。 ラインに¡がると、
燃料インジェクションポンプに故が発生する恐
れがあります。
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PQシステムをプライム（[Õ）する
$のディーゼルシステムでは、燃料ラインや燃
料コンポーネントにエアーポケットが発生するの
をぐため、プライム（#用f準）する要が
あります。 燃料©れ、燃料フィルターの換、
燃料システムコンポーネントのå理などの)に
要となります。 燃料に空気がると、ç滑な
エンジン稼sに支が生じます。

バッテリー
最の50 時稼s)、そしてその)800 時稼
sごとに、バッテリーの接続 を清掃して締めて
ください。バッテリーから気プラグを抜
いたり、バッテリーに水をえたりしないで
ください。

本機の燃料システムは、プライムが自s的に行わ
れます。 2流ラインがインジェクターの½に
っていて、空気をこの2流ラインからyに¨
します。
エンジンベルト
を50defgする-に、ベルトのijを01
してください。ベルトのijはklにmじて
してください。nしいベルトのijは、ベルトの
opいYのqer[に4〜5kg (8〜10 lb) のjを
sえたdに13mm ( 0.50 in) t<たわむuvが
B です。
$のため：
をする^_は、バッテ
リーの=とÖ×しないよう&'してください。

ab: ÀZのベルトやファンには
づかないでください。
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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、4がoになったとき、を
させてワイヤーハーネスをhするnいて
のtuです。リレーは、のm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,りき、フューズと
リレーにアクセスします。

: フューズは、Qずじアンペア9の
フューズと./してください。 ./@の15ア
ンペアフューズが、リレーパネルのきしの6
にあります。

フューズとI護されているW3は、次のテーブ
ルを¯照してください。
フューズ

Ø

FU1

15 A

補êリレー/
エンジンコントロール



されているIÙ

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

洗浄バキューム/ 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/
ス清掃バキューム有

FU7

15 A

洗浄液/ ホッパーラッチとド
アー/自s給水/)!/シェーカー

FU8

15 A

ES/FaST/ 洗°/ 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
ラーボード用

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

リレーパネル½のフューズとリレーの置は、
次のèを¯照してください。オプションのスプレ
イノズル用 M10 リレーは、バッテリーの
)ろにあります。
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リレーとKLされているW3は、次のテーブル
を¯照してください。
リレー

Ø

M1

12 VDC, 40 A

補ê 1

|ÚされているIÙ

M2

12 VDC, 40 A

補ê 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

スターター（ディーゼル）

M9

12 VDC, 40 A

リレースターター

M10

12 VDC. 40 A

スプレーワンド（ëのリレー
）

M11

12 VDC. 40 A

燃料ポンプ

サーキットブレーカー (ec−H20)
サーキットブレーカーは、本機の電気h路が過負
荷状Vとなったときに電気の流れを遮断するため
のリセットW能なÑ護装置です。操[Oにサーキ
ットブレーカーが[Zした4#、そのÒÓを確認
し、モーターの温がQがるのをってから、サ
ーキットブレーカーをしてリセットします。

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²置
については、ヒューズボックスのカバーを照し
てください。

: フューズは、Qずじアンペア9の
フューズと./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m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
洗浄システムは、シートのろにりけられて
います。
リレー

u格

`aされるh路

-

DC 12V 40A

スプレーワンド

-

DC 12V 40A

mウオッシャー

-

DC 12V 40A

FaST
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ホッパーダストフィルターのª«
シフト)、ホッパーを空にするfにダストフィ
ルターをシェークします。 20 稼s時ごとに、
フィルターを点検して清掃します。
破損したダストフィルターは換します。
: を~`にれているでnう
<=は、ダストフィルターをよりにする
QRがあります。
次に4べる方法のいずれかで、ダストフィルター
を清掃します。
シェーキング - フィルターシェーカーボタンを
押します。
タッピング - フィルターの¡¼を7にして
たい表を%くたたきます。 フィルターのエ
ッジが破損しないよう、注意してください。
フィルターのエッジが破損していると、フィルタ
ーフレームの4でフィルターは正$にシールしま
せん。

水 - Òuガーデン用ホースで、矢Dとª¹方
pにダストフィルターに水をして水洗いし
ます。

: ダストフィルターのにxをnう
<=は、Qずフィルターを ¡に¢かしてから、
ホッパーに£¤¥してください。
¦ったダストフィルターを¤¥しないで
ください。
エアー - u縮空気を#うABは、I護眼5を
着用してください。 矢Dとª¹の方p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) を超える
空気uを#わないでください。フィルター
から50mm (2in) ºíにノズルを6づけな
いでください。本機の4にダストフィルター
を置いたままで清掃Á能です。
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サーモセントリー
サーモセントリーは、ホッパーのí¼に置かれて
いて、ホッパーから£される空気の温を検知
します。 ホッパーíで火災が発生すると、
サーモセントリーはバキュームファンを¸止さ
せて、空気の流れを©断します。 えると、
サーモセントリーは自s的にリセットされます。
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メインブラシ

3. í¼のブラシドアをきます。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
毎日、メインブラシにワイヤや糸の絡みつき、
磨耗、破損がないか、また調整が要ないかを点
検します。
清掃果がなくなったらブラシを換してくださ
い。
本機を50時間運転する毎にのブラシをれ替
えることで、ブラシのîïと洗浄を最©限にÏ
きåすことができます。

4. ブラシアイドラプレートをxりyします。

: ブラシは2 セットずつ./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§くHkし、¨©がª«に
なります。
メインブラシのÜrまたは[BÝしÞえ
フロントブラシは本機の¼からアクセスし、
リアーブラシは®¼からアクセスします。
1. スクラブヘッドを水洗いします。
2. y¼のブラシドアをきます。
5. スクラブヘッドからブラシを抜きます。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)

83


6. 新しいブラシまたは方pをれ替えた
ブラシを、ドライブモーターハブに滑り
ませながら、ブラシの端を7に押さえてxり
けます。

7. #用4のブラシは、f)のみをれ替えてく
ださい。端と端をれ替えないでください。

A

B

Before

B

A

After

8. ブラシアイドラプレートをxりけます。
9. í¼とy¼のブラシドアを+じます。
10. ブラシのパターンを確認し、のブラシを
れ替えたに、E要に¡じて調整します。
「メインブラシパターンの³´とÅ¨ 」を
照してください。
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メインブラシパターンの
1.

の滑らかでîな箇所に、チョークまたは
ïのマーキング物質をまきます。

7. ブラシパターンが 細りになっている
ABは、このマニュアルの
"メインブラシ 細りの調整"
を¯照してください。

: チョークなどがない<=は、ブラシを2
®¯ので4°させます。¯のに±き²が³
ります。
2. スクラブヘッドを持ち½げて、チョークをま
いた箇所の½にブラシを移sします。
3. パーキングブレーキを掛けます。
4. ワンステップ清掃ボタンを押してスクラブヘ
ッドを7げます。 ブラシuを最Òに
設し、ブラシを15 ～ 20 秒稼sさ
せます。 チョークをまいた箇所で、
スクラブヘッドは1 箇所に止めておきます。
5. スクラブヘッドを持ち½げて、バーキングブ
レーキをyし、チョークをまいた箇所から本
機を移sして*します。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。

10652

8. ブラシを7げたときのブラシパターンは、50
～ 75mm (2 ～ 3in)
で、Í方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ABは、このマニュ
アルのメインブラシの調整を¯照してくだ
さい。

6. ブラシパターンを観ßします。 ブラシパ
ターンがブラシのGにわたり じ
で、さらにÍブラシのバターンが じで
あれば、調整は要です。

10653

10355
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メインブラシßàりのá
1. ブラシドライブハウジングの4 本のxり
けボルトを緩めます。

2. スクラブヘッド¼のパターンを減らすには
ブラシドライブハウジングを½げ、パターン
をÑやすには7げます。
3. xりけボルトを締めます。
4. ブラシパターンを点検します。
要に«じて調整します。
メインブラシâのá
1. スクラブヘッドのÍ¼でドラッグリンクの
さを調節します。 Íドラッグリンクを
くしてリアブラシパターンをÑや
します。 Íドラッグリンクを短くしてフロ
ントブラシパターンをÑやします。
ずドラッグリンクのナットを じW数だ
けWしてください。
: ドラッグリンク´ボルトをµに2
4°すると、ブラシ¶が·25mm（1in）¸!
します。

2. ブラシパターンを点検します。
要に«じて調整します。
86

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)


サイドブラシ ( オプション)

4. サイドブラシアッセンブリーの7からサイド
ブラシをxり きます。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
毎日、サイドブラシの磨耗と破損を点検します。
サイドブラッシとサイドブラシドライブ
ハブから、絡みついた糸やワイヤーをxり
きます。
サイドブラシのÜr
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. 要に«じて、サイドブラシを½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見えるよう
になるまで、ブラシをWします。

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. 新 のサイドブラシをサイドブラシアッセン
ブリーの7に置き、持ち½げてサイドブラッ
シハブにしみロックさせます。

3. スプリングハンドルをぎゅっと握って、サイ
ドブラシを に落とします。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)
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FaST システム
FaST- パックのÜr
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. サイドアクセスドアをきます。
2. シートを番fまでスライドします。
3. FaST 給ホースコネクターの½のボタ
ンを押し、X納ðから空の FaSTパックを抜きxり破棄します。

4. 新しい FaST- パックのミシン目の を
©り*します。 パックから袋はxりy
さないでください。バッグのÄ にあるホー
スのコネクターをき¨して、コネクターか
らホースキャ ップをyします。
: FaST- パック（¯Hk¹º»）は、
FaST システムHk¼>@に½¾に_:さ
れたものです。 ¿ÀuはÁしてnわないで
ください。FaST システムがÂÃするおそれ
があるので、ÄのHk»はÅÆにn@しないでく
ださい。
5. FaST- パックを FaST-パックブラケッ
トに滑りませます。
6. FaST 給ホースを FaST- パック
ホースコネクターと接続します。
7. 洗°からñ成される水泡が最¦になるまで、
数 FaST システムで洗浄します。
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FaST ãホースコネクターのª«

FaSTシステムのフィルターの¢7

洗°がò着しているABは、コネクターをぬるま
湯に浸します。 FaST- パックがxりけられ
ていないABは、給ホースコネクターをI管プ
ラグにしんでI管し、ホースの詰りをぎ
ます。

FaSTシステムのフィルターは、本機を1000時間運
転する毎に換してください。フィルターを換
するに、洗浄液タンクを空にしてください。

FaST システムフィルタースクリーンのª«
FaST システムフィルタースクリーンは、
洗浄液タンクからFaSTシステムに流れむ水を
濾-します。
7ñのMからフィルタースクリーンをxりyし
て、50 稼s時ごとにスクリーンを清掃してく
ださい。フィルターをxりyすfに、洗浄液タン
クを空にしてください。.
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ec-H2Oシステム
このðは、アラームがり ec-H2Oシステムの赤
色のインジケーターライトが点滅した時だけ¬行
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。å:ホースを空の
バケツにれてください。

のために: からtれるCX、または>¬
をAうCXは、®¯なªにZめ、パーキングブ
レーキを°けて&¦をってください。

1. 運転ñろのÑã用バッグからB方の洗浄ホ
ースをりAしてください。
2. 運転ñカバーをロックしてください。
3. ec-H2Oシステムの:ホースを洗浄液Ê給ホ
ースからAし、:洗浄ホース
(灰色のコネクタ)
をec-H2Oシステム:ホースに接続してくだ
さい。

6. エンジンをZせずに、キーをオンの²置に
h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、洗浄サイクルを開してください。

4. ec-H2Oシステムのå:ホースを洗浄ヘッドに
接続するホースからAし、å:洗浄ホース
( 色のコネクタ)
をec-H2Oシステムのå:ホースに接続してく
ださい。
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: サイクルが>yすると
(ñ7Ú )、モジュールのæòは»=¼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ó×するには、モジュールをxôに7Ú
)õしなければなりません。
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8. 7D間の洗浄サイクルの、ビネガーのU(
からòい=げホースをÍきり、ホースをき
れいなß水のったU(にれてください。
フラッシュスイッチをし、モジュール
に残ったビネガーを洗い流してください。1
〜2D、フラッシュスイッチをもう)
してモジュールを止してください。

ec-H2Oのフィルタースクリーンのª«
50時稼s毎にec-H2Oのフィルタースク
リーンをxりyし、清掃してください。.

9. ec-H2Oシステムの:ホースとå:ホースか
ら洗浄ホースをりAし、Ñã用バッグに
してください。
10. ec-H2Oの:ホースとå:ホースを接続して
ください。ec-H2Oシステムのインジケーター
ライトが点滅を続ける4#は、洗浄ðを
¬施してください。それでも異uが続く4
#は、®社サービスセンターにご連絡くださ
い。
11. å:ホースと:ホースを、 ec-H2Oアセンブ
リとブラケットの間にれてください。

:
ö÷ホースと÷ホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの)に#ろし、õøシートカバーをù
じたときに、úんだり¾Óさせたりしないように
してください。
12. 運転ñカバーを閉めてください。
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スクイージーブレード

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

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
毎日スクイージーブレードが破損または磨耗して
いないかを点検します。ブレードが磨耗している
ABは、ブレードのエッジとエッジ、または½と
7をし替えて、新しい拭きxりエッジに
します。 すべてのエッジが磨耗したときは、
ブレードを換します。
毎日スクイージーブレードのゆがみを点検します
。異なるタイプの を洗浄するABも 様です
。100稼s時ごとに、リアスクイージーのき
を点検します。
リアースクイージーブレードのÜr
（またはTUÝÞえ）
1. スクラブヘッドを7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抜きxります。

7. リアスクイージーをxりyします。

3. リアスクイージーアッセンブリーからÍ方の
xりけノブをxりyします。
4. 本機に源をれ、スクラブヘッドを持ち½
げてから、源をオフにします。
5. 本機からリアスクイージーアッセンブリーを
xりyします。
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8. 新しいリアスクイージーブレードをxりけ
るか、または#用4のブレードの方pをし
替えて新しいエッジにします。スクイージー
プレードのすべての穴をタブにっ掛けてく
ださい。

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

12. フロントスクイージーをxりyします。
9. 穴をタブに揃えて、リアサポートバンドをx
りけます。

10. リアサポートバンドテンションラッチを締め
ます。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)

13. 新しいフロントスクイージーブレードをxり
けるか、または#用4のブレードの方pを
し替えて新しいエッジにします。スクイー
ジープレードのすべての穴をタブにっ掛け
てください。
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14.ノッチをタブに揃えて、フロントサポートバ
ンドをxりけます。

サイドスクイージーブレードのÜr
（またはTUÝÞえ）
1. 要なABは、スクラブヘッドを持ち
½げます。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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. y¼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½のラッ
チをyします。

15. フロントサポートバンドテンションラッチを
締めます。
16. 本機にリアスクイージーアッセンブリーを
装着します。
17. 要なABは、リアスクイージーを点検して
調整します。 このマニュアルの
”リアスクイージーブレードきの調整”
と" リアスクイージープレードを水
にする" セクションを¯照してください。

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xりy
します。
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5. サイドスクイージーブレードをyします。
スクイージーブレードのy¼のエッジが磨耗
していないABは、本機のª¹¼のスクイー
ジーブレードとれ替えます。Í方のエッジ
が磨耗しているABは破棄します。

8. サイドスクイージーサポートバンド½のラッ
チをっ掛けます。

9. y¼のブラシドアを+じます。
6. 新しいスクイージープレードまたはª¹¼と
れ替えたブレードをx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装着
します。

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)
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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¢7またはL¬

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。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
サイドブラシスクイージーブレードに損çや摩耗
がないことを、毎日点検してください。×端がブ
レードのóDNQのôさにĆ磨耗または損çして
いる4#は、ブレードを換してください。
1. 洗浄ヘッドをQげてください
2. ピンをÍき、スクイージーバンパーをり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Å
¨にJするûのüがあります。
5. バンパーのピンに該®する穴を#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。

3. リテーニングバンドのテンションラッチを開
いてください。

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
し込んでください。
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リアスクイージーをHにする

リアスクイージーブレードäきのá

スクイージーブレードが洗浄している とG
にわたり様に接触するように、スクイージーを
水にします。この調整は、îで水な で
行います。

きとは、本機がf!するときスクイージー
ブレードGÔがたわむBです。最ôのきは、
スクイージーが最のきで を¿Gに拭きxり
õいた状態にするABです。

1. スクイージーを7ろして、本機を数メートル
（フィート) f!させます。

:
Çきを´するcに、スクイージーがxÈになっ
ているのをÉAしてください。"リアスクイー
ジーをxÈにする" を23してください。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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Gにわたって、ス
クイージーのきを観ßします。
3. ブレードのGできがóでないABは、
スクイージーレべリングナットをWして調節
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。

1. スクイージーを7ろして、本機を数メートル
（フィート) f!させます。
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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きまたは
"たわみ" のBを観ßします。正しいき
Bは、ç滑な の洗浄には12mm(0.50in)、
粗い の洗浄には15mm (0.62in)です。
12 mm
(0.50 in)

4. スクイージーレべリングナットを時計とª¹
方pにWすと、スクイージーブレード 端の
きが減ります。

3. 調整ノブを時計とª¹方pにWしてきをÑ
やすか、時計方pにWしてきを減らし、
スクイージープレードGÔのきを調整
します。

5. スクイージーレべリングナットを時計方pに
Wすと、スクイージーブレード 端のきが
Ñえます。
6. スクイージーを7ろして本機をf!させ、調
整が良¤であるかスクイージーブレードの
きを点検します。
7. 要なABは、スクイージープレードを調
整します。
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4. 調整)、本機をf!させてスクイージー
ブレードのきを点検します。
5. 要なABは、スクイージープレードのき
を調整します。

;<=タンクシール
毎日、洗浄液タンクカバーのシールに破損や磨耗
がないか点検します。

スカートとシール
のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
スクラブヘッドスカート
100 稼s時ごとに、スカートに破損と
磨耗がないか点検します。

スカートは、スクラブヘッドが7がっている
とき、 からの8*が0 ～ 6mm (0 ～ 0.25in)
のでなければなりません。
GHIJタンクシール
毎日、汚水WXタンクカバーのシールに破損や
磨耗がないか点検します。
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ブレーキとタイヤ

çモーター

ブレーキ

800 稼s時ごとに、シャフトナットを潤滑箇所
でトルク508Nm (375 ft/lb)、0潤滑箇所で
644Nm (475ft/lb) に締めます。

機械öブレーキは、)に装されています。
ブレーキは、足のブレーキペダルと接続ケーブル
で操されます。
200 稼s時ごとに、ブレーキ調整を点検
します。
ブレーキの調節を確認する4#、¹bブレーキペ
ダルから、ペダルのZきにö÷がある点までの距
離を測bします。距離は、 6mm (0.25 インチ)
～ 19mm (0.75 インチ)
であるE要があります。E要に¡じてブレーキを
調節します。

タイヤ
100 稼s時ごとに、タイヤに破損と磨耗が
ないか点検します。
[æ
最の50 稼s時)と、続く800 稼s時
ごとに、fナットをèの÷で、122 ～ 149Nm
(90 ～ 110ft/lb) のトルクで2 W締めます。
4

2

5

1
3
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のプッシング、トーイングおよび
のèm、Béし
本機がsかなくなったAB、f)で)押しできま
すが、牽はfのみです。
本機が)押しまたは牽されるとき、走行ポンプ
にはバイパスバルブが装されていて、油uシス
テムの破損をぎます。 このバルブにより、
故機を短8*、1.6kp/h (1mph) º7の
9で移sさせることができます。 本機は、
8*を早い9で)押しまたは牽する?様に
はなっていません。
A&': çシステムがÁするoれがある
ので、êのBéしやèmはけてください。
本機をプッシングまたはトーイングするfに、
プロペルポンプのÄにあるバイパスバルブを$
の置から90 （いずれの方pでもより）Wし
てください。)押しや牽が終øしたら、バイパ
スバルブを$の置に戻してください。
$の稼s4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、ブラシを持
ち½げておきます。搭タラップのクリアラ
ンスにより、要なABはホッパーを持ち½
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搭エッジに本機を)
ろpきにして置きます。
3. 搭が水でないか、または8から381m
(15in) よりいABは、ウィンチで
本機を搭してください。
搭が水か8から380mm(15in)
º7のABは、本機を走行して搭すること
ができます。

$のため： をトラックやトレーラーに
ëìするときは、ウィンチをってください。
ëìがHでさらにí%から380mm(15in）
îïでない り、をçしてëìしないでく
ださい。
4. 本機をウインチで搭するABは、)タイ
ヤの)にあるリアù½げブラケットの穴にウ
ィンチチェインをxりけてください。
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5. 本機をトラックやトレーラーの¨来るだけ
f¼に置いてください。
6. パーキングブレーキを掛け、:の)ろを
木片などでòし、本機がsかないように
します。
7. スクラブヘッドを7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²ってÌuする
にヘッドとスクイージーを=げてください。

9. f の穴にしたストラップは本機の
) に、) の穴にしたストラップはf
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掛けます。ストラッ
プを締めます。
: <=によっては、トラックやトレーラーの
¯にÊËÌ@ブラケットを,り-けるQRがあ
ります。

8. 積荷用のストラップを、本機f の®7;と
7;にある穴、ならびに)タイヤの)に
あるリアù½げブラケットの穴にします。

10. 搭が水でないか、または8から
380mm (15in) よりかいABは、ウィン
チで本機を)ろしてください。
搭が水で、さらに8から380mm
(15in) º7のABは、本機を走行して
)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。
ëìがHでさらにí%から380mm(15in）
îï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

のö

本機をジャッキで持ち½げるABは、Hfにホッ
パー、WXタンク、洗浄液タンクを空にします。
指されたA所にジャッキを てて持ち½げ
ます。本機のを支えるジャッキを#ってくだ
さい。ジャッキスタンドで本機を支えてく
ださい。ず本機を水な ½に¸め、
タイヤ止めをつけてからジャッキで持ち½げてく
ださい。

本機を期I管するABは、Hfに次の手を
h行してください。

本機) のジャッキ置は、Íサイドの)タイ
ヤのすぐ)にあります。

1. 洗浄液タンクとWXタンクを排水して洗浄し
ます。WXタンクと洗浄液タンクのカバーを
いて空気を流させます。
2. 本機をîでõいA所に<:します。
本機を=にさらさないでください。
úíでI管します。
3. バッテリーをxりyすか、または3ヶ月ごと
にバッテリーを±します。

f ジャッキ置は、fタイヤの直ぐfの
フレームの½にあります。

のために: からtれるCXまたは>¬
をAうCXは、を®¯なCDにZ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。
$のため： をするときは、
ジャッキでち%げるまえにタイヤñめをつけて
ください。の に するジャッキをって
ください。òされたóôにのみジャッキをzて
てください。ジャッキでをõえてください。

102

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)


凍 Z
(ec-H2Oシステムを)していない%)
$のため： かられるかを
する[に、Hな %に¡め、パーキングブ
レーキを¢け、をオフにします。

凍

Z (ec-H2Oシステムを)した%)

のために:
からtれるCX、または>¬をAうCX
は、®¯なªにZめ、パーキングブレーキを°
けて&¦をってください。

1. 洗浄液タンクとWXタンクが空になっている
のを確認します。

1. 洗浄液タンクと汚水hiタンクの水をÍき
ってください。

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
液またはRV用
液を洗浄液タンクにれて
ください。

2. :洗浄ホースを運転ñろのÑã用バッグ
からりAしてください。

3. キーをオンの置にWします。（本機をスタ
ートしない）.
4. メインブラシボタンをします。

3. ec-H2Oシステムの:ホースを洗浄液Ê給ホ
ースからAし、:洗浄ホース
(灰色のコネクタ)
をec-H2Oシステム:ホースに接続してくだ
さい。

5. 1-STEPボタンをしてください。
6. 液流が最の設になるまで、洗浄液Ñ
ボタン (+) を繰り>し押します。
7.

µlペダルをýむことにより システムに
液をù環させます。

8. 1-STEPボタンをし、システムの電源を¯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
液がúåするまでポンプの電
源をオンにしてください。
10.キーをオフの²置にhしてください。
11. 残った
液は、洗浄液タンクからÍきる
E要はありません。

4. ec-H2Oユニットと運転ûの間からドレンチュ
ーブをÏきåします。チューブからキャップ
をりAし、チューブの端を空のU(にれ
てください。キャップは脇に置いておいてく
ださい。キャップは脇に置いておいてくださ
い。

: ES または FaST システムを¤してい
る<=、ÍZでhÎまたはÏÐするときは、
½¾のejがQRです。ÑÒは、テナントカ
ンパニーのKLÓにおNい=わせください。
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5. キーをオンの²置にh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。システムから水を2D間、
U(にÍ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
し、システムを止してください。
8. ec-H2Oシステムのå:ホースを、洗浄ヘッド
に接続するホースからAしてください。

9. gmしたエアー (344 kPa (50 psi) 未満)
をec-H2Oシステムのå:ホースに送ってくだ
さい。m縮空気をå:ホースに連続して送り
、ドレンチューブから水を§にÍ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モジュールと運転ûの間にチューブをし
てください。
11. ec-H2Oシステムの:ホースを洗浄液Ê給ホ
ースに接続し、ec-H2Oシステムのå:ホース
を洗浄ヘッドに接続するホースに接続してく
ださい。
12. å: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間にれてください
。

13. :洗浄ホースを運転ñろのÑã用バッグ
にしてください。
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ec-H2Oシステムのプライミング
洗浄液タンクまたはec-H2Oシステムを空にしたま
ま本機を長期間Ñ管した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tれるCX、または>¬をAうCX
は、®¯なªにZめ、パーキングブレーキを°
けて&¦をってください。
1. 洗浄液タンクにきれいなß水をれてくださ
い。本マニュアルのタンクの"の
照。
2. å:洗浄ホース ( 色のコネクタ)
を運転ñろのÑã用バッグからりAして
ください。
3. ec-H2Oシステムのå:ホースを洗浄ヘッドに
接続するホースからりAし、å:洗浄ホー
スをec-H2Oシステムのå:ホースに接続して
ください。

4. ec-H2Oシステムのå:ホースを空のU(に
れてください。
5. キーをオンの²置にh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。システムから水を2D間、
U(にÍ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
し、システムを止してください。
8. å:洗浄ホースをec-H2Oシステムのå:ホー
スからりAし、Ñã用バッグにしてくだ
さい。
9. ec-H2Oシステムのå:ホースを、洗浄ヘッド
に接続するホースに接続してください。
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÷ø
÷ø
の½ùúûとwのüu
"

úûýはw

G

2410 mm (95 in)

G

1470 mm (58 in)

G（オーバヘッドガードき）

2120 mm (83.5 in)

G/ フレーム（ローラーからローラー）

1270 mm (50 in)

G（リアースクイージー）

1300 mm (51 in)

G（サイドブラシき）

1470 mm (58 in)

清掃（メインブラシのさ）

1020 mm (40 in)

清掃（スクラブサイドブラシき）

1370 mm (54 in)

清掃パスの（スイープサイドブラシき）

1420 mm (56 in)

メインブラシ直ü(2)

300 mm (12 in)

サイドブラシ直ü（洗浄用）

410 mm (16 in)

サイドブラシ直ü（清掃用）

530 mm (21 in)

洗浄液タンク

212 L (56 ガロン)

汚水WXタンク

276 L (73 ガロン)

ホッパーWX

110 L (3.9 ft3)

ホッパーWX

177 kg (390 lbs)

ダンプ（@s）

1520 mm (60 in)

ダンプ時の最Ò?要な´ý

2500 mm (98 in)

 （空）

1497 Kg (3300 lbs)

総:@

2359 Kg (5200 lbs)

最Ò8½

80 mm (3 in)

Ñ護等級

IPX3

数¾は IEC 60335-2-72 にしたがって決bされています

Measure

mレベル LpA

84 dB(A)

の 確bX KpA

3.0 dB(A)

 åレベル LWA +

確bX KWA

106 dB(A)

振Z - ðから腕

< 2.5 m/s@

振Z - 身

< 0.3 m/s@

のÂüu
目

数þ

W 時の最3

2790 mm (110 in)

最¦f!9

12.9 Km/h (8 mph)

最¦)!9

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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÷ø
¸¼システムþ統
システム

U量

ISO
粘グレードの粘指数

Ã温の範Ã

[Z油タンク

38 リットル
(10 ガロン)

ISO 100 VI 126 N=

19_C (65_F) N=

[Z油総量

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

力
エンジン
Kubota
V1505−B

タイプ
ピストン

イグニッション サイクル
ディーゼル
4

£気
自然

シリンダー
4

排気

テナント規bå

1500 cc (91.4 cu in)

18.5 kw (24.8 hp) @ 2300 rpm

燃料
ディーゼル燃料タンク：
42 L (11 gal)

アイドル9、無負荷

システム
水/ エチレングリコール
アンチフリーズ
総： 7.5 L (2 ガロン)
ラジエータ： 3.8 L
(1ガロン)
9ガバナスピード、負荷時

950 + 50 rpm

2400 + 50 rpm

硫燃料の7有量は500ppm
未満です

ボア
ストローク
78 mm
78.4 mm
(3.07 in)
(3.09 in)
SAE J1995
による総間欠å
18.5 kw (24.8 hp) @ 2300
rpm
気系統
称 12 V
37 A 流発機

フィルターきエンジン潤
滑油
6 L (6.35 qt)
ディーゼルD CFN=

ブレーキシステム
タイプ

操

サービスブレーキ

機械öドラムブレーキ (2)、)に1 Mずつ、
ケーブルs

パーキングブレーキ

サービスブレーキÙ用、ケーブルs

タイヤ
置

タイプ

サイズ

f (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þ統
タイプ

源ソース

f、油uシリンダー、ロータリーバルブKL

油uアクセサリーポンプ

M20 Gas/LPG 9016054 (1−2017)
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÷ø
FaST システム
目

数þ

洗浄液ポンプ

DC 12V、11A、流量0.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiのm止

Ò洗浄液流

2.7 LPM (0.7 GPM)

洗浄液流

5.4 LPM (1.4 GPM)

Òコンセントレート液流

2.6 CC/  (0.085 液Ôオンス/ )

コンセントレート液流

5.2 CC/  (0.17 液Ôオンス/ )

ec-H2Oシステム
目

測b¾

洗浄液ポンプ

DC 12V、11A、流量0.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiのm止

洗浄液の流量

2.65LPM (0.7GPM) − 
5.30LPM (1.4GPM) − 
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÷ø
のúû

フレーム（ロー
ラーからローラー）
1270 mm (50 in)

リアースク
イージー
1300 mm
(51 in)

â
（サイドブラシÔき）
1470 mm (58 in)

1470 mm
(58 in)

ホイールベース
1280 mm
2410 mm
(95 in)

トレッド
（リヤ）
1270 mm

1014751

M20 Gas/LPG 9016054 (8−2016)
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コントロール
コントロール
プロパネルコントロール

2. ヘルプボタンを¦して、ヘルプjkにア

クセスします。

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。

3. ログインボタンを¦します。

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。

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。

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。

«に¬じBackspaceボタンを¦して
、をgし®びします。
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コントロール
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。

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。

6. プロファイルの¯°/±²に³みます。

«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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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コントロール
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。

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.
日/時ýの設bボタンをし、本機の日
と時ýをセットします。
「9)とþ付のBC/¬更」をª«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.

¨·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。
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コントロール
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。

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。

「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
。
M20 Gas/LPG 9016054 (12−2012)
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コントロール
6. キーバッドを>用して、新規のユーザー/管
理者にログイン番_をþり®てます。
新しいログイン番_は3～8桁の任Gの番_を
指bできます。 Enterボタンをします。

「¼る」ボタンを¦して、ユーザーア
クセスページに¼ります。
«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。

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。

ヘルプボタンを¦して、ヘルプjkに
アクセスします。
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コントロール
「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。

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。

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。

3. 「はい」ボタンを¦してデフォルトユー

ザーjkをlmします。

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。

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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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コントロール
ログインをÓにする
1. ABの¡¢をれ、LMNjkにログオ

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。

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。

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。

3. 「はい」ボタンを¦してデフォルトユー

ザーjkをlmします。

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|。

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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コントロール
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。

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。

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。

「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2ちます。

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。

「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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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コントロール
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。

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。

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。

»·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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コントロール

「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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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コントロール
]^ 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。

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
。

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。

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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コントロール
リアビューカメラのR2をTU
リアビューカメラの設bを¤更すると、 リアビュ
ーカメラのボタンを¤更のためした時オンにな
っている時間を¤更できます。
リアビューカメラは、5秒から15秒の間であれば
何秒にでも設b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。

「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。

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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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コントロール
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。

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。

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。

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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コントロール
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。

「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。
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。

「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。

M20 Gas/LPG 9016054 (NIL)
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管理者コントロール
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