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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!0を#$す

るときは、%1に�い、&2
に34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

���では、�の����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。


�の��は、オペレーターが��にさらされる
おそれがある��を�しています。
��な��が��する�	�を
�してください
。
��の���の��をすべて��してください
。 ��が��したり���が�じた��は、
�ちに��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01ガスが45され
ます。
�または��を�う6れがあります。
78に95してください。

�
： やけどする�
があります。
�:��。 �れないでください。

�
：
;の<や-に=けて>�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CずD�でEってください
。

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

�!によって、MN"#のネットワークをR�し
た$S%&がT'されています。
$S%&をT'した�!U(で��するMN"#
が、��の-�にV)をWえる"*�があるXY
は、$S�*のZ[�\について、テナント+の
サービスa,bにご-.ください。

��のために：

1. cdのXY、��を��しないでください
。
- トレーニングをfけておらず、��を/
"されていないXY。

- ��マニュアルを0んで、,1していな
いXY。

- アルコールや2のV)dにあるXY。
- MN"#またはその;の"j�kを��

しているXY。
- バキュームファンがオンになっていない

、3nのoい4pのXY。
- フィルターがない、またはフィルターが
56まりしているXY。

- ��の��にC�な、7qおよびrqが
ないXY。

- ��がstに�-しないXY。
- テナント+8sまたはテナント+9uの
パッドまたはアクセサリーcyをz{け
ているXY。
;のパッドを��すると、���が|な
われる"*�があります。

- "#�の5r、}rまたは3nが	~す
るXY。

- ��/ヘッドライトが��していない:り
、��のコントロールや��を;うため
に��に<=が>�できないほど�いX
Y。
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- ヘッドガードを{けない?�での、@d
の6れのあるX�での��。

2. ��の���：
- �-�の�れを��してください。
- #�ABX�に�CやD�を�づけない

でください。
- すべての��%&が�uの�&にあり、
E�に�-することを>9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FGして、シートベルトをHめ
てください。

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

4. ��の���：
- �z�K��にL'されていない�\で
��しないでください。

- ブレーキで、��をZ[します。
- タバコ、マッチ、M�の�など、#��

または�が�ている?�のものを'(し
ないでください

- ��や�りやすいX�ではゆっくりNん
でください。

- ��が10%c�の��での��の��、ま
たは��が14%の��でのOP（GVWR）は
Sけてください。

- �=�9するときはT を@としてくだ
さい。

- ��をU��、�rのV¡はすべてオペ
レーターのU�¢に�Wしてください。

- ��のU��はtにU£に��してくだ
さい。

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

- ��をH¥りさせるXYは、78に��
してください。

- おj¦やY§Zcyを��に�づけない
でください。

- ��のいかなるV8にも¨�Zを�せな
いでください。

- tに��[©とª$[©に«ってくださ
い。

- ��が\|したり]-�が^じたXYは
、_ちに¬
 してください。

- ®2¡の¯Yやzり�い、°±につい
ては、²kのK�に«ってください。

- ³が´れているXYの`X��µaに«
ってください。

5. ��から れるときや��を��¶·する
�：
- "#��、3n、ガス、または}rの
�くにbcしないでください。

- ��を¸¹なX�にZめてください。
- パーキングブレーキをLけます。
- ��をオフにしてキーをºきzります。

6. ��を��¶·するとき：
- �»はCず、78な¼�があり、<=が
d½な?¾で¿Àしてください。

- �»Xの$5をdくしてください。
- '�パッドなど�-�のe�には�づき
�ぎないようにしてください。
ゆったりとしたfÁやアクセサリーは�
�せず、gがhいXYはまとめてくださ
い。

- ��をジャッキでEち�げる�に、タイ
ヤ[めをÃててください。

- �uされた�&にのみジャッキをÃてて
ください。
ジャッキで��をÄえてください。

- ��の�iにEしたジャッキを�ってく
ださい。

- オペレーターがU�¢にいない?�で�
�をÅしたりj�したりしないでくださ
い。

- "5V¡の�くで��にMÆ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Èkをyしてから、��で
の�»を¿À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ÉÊË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Éやしてください。
- #�lmのÌBU(にÍや�Cを�づけ

ないでください。
78に95してください。

- Înを��し、Æqをfけている�-�
の�れをoつけてください。

- Ï,はCずpqをfけたÏ,¶·Ðが¿
Àしてください。

- ��のÑrは;わないでください。
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- テナント+sまたはテナント+がÒ9し
たª9V¡を��してください。

- C�に&じて、また��でÓÔされてい
るXYは、Õ<���Öを��してくだ
さい。

��のために：
t×を��してください。

��のために：
���uを��してください。

��のために：
����を��してください。

��のために：
vnマスクを��してください。

7. トラック/トレーラーへの��の�み�ろし	：
- ��およびオペレーターの�を�えられる�
��、トラックまたはトレーラーを��してくださ
い。

- ��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。
- ��をロープで��する�に、��ヘッドとスク

イージーを!げてください。
- ��の"#をオフにしてキーを%き&ります。
- ��が18% /

10°を'える���で�み(しをしないでくだ
さい。

- ��の�み�み)*+は、パーキングブレーキ
を-けてください。

- タイヤに/0めを12してください。
- ��をトラックまたはトレーラーにロープで��し

てください。
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�
のO#した¦?に34ラベルがあります。ラ
ベルがy§、z{、@¨,:のL@は¨りjえて
ください。

�
ラベル - ��は01ガスを4�します。
��や�などの��を�き	こすことがあります。95を
78に;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
wにx{されています。(LPG�のみ)

��ラベル - ��のU��にz�K
��をお0みください

U�¢のÚ�にx{されて

います。

U�¢のÚ�にx{されて

います。

U�¢のÚ�にx{されて

います。

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

れてください。
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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x{されています。

バンパーのÛ、45シールドの�、�-�タ
ンクの�、ÜÝヘッドの�（ディスクヘッド
�のみ）にあります。

�
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。

ÜÝ}タンクカバー
のwとÜßタンクに

x{されています。

�
ラベル- ;の<や

-に=けて>�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CずD

�でEってください。

��のフレームにx
{さ れています。
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��

��の+,	-

C

G

F

K
B

S

A

E

D

L

R

T

I

M

U

H

N

P

V

J

O

Q

W

A.オーバーヘッドカード（オプション）
B.
4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.ゴミトレー@4リリースレバー
I.ABタンク
J.シートカバー
K. FaSTの34 

(カートン)、ESの�5タンク、�5メータータンク、また
はec-H2Oシステムモジュール;（オプション）)

L.CDEタンクカバー

M.��F
N.スプレーワンド – HFIのノズル
（オプション）

O.�LM（オプション）
P.�NI��L�（オプション）
Q.OPタンクQRホース
R.OPタンクカバー
S.CDEタンクQRホース
T.ゴミトレー@4
U.テールライト
V.リアスクイージー
W.エンジンカバー
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àá�kとykz

A

B

C

D

G

H

E

F

A. パーキングブレーキペダル
B. ブレーキペダル
C. J;ペダル
D. スプレーノズルスイッチ / 
MÆ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. �5メータースイッチ（オプション）
G. ハンドル|チルトノブ
H. イグニッションスイッチ
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åæタッチパネル

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q Q

R

S

T

U

A. ホーン
B. ç}/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. ÜÝ}タンクインジケーター
G. ê¸'(タンクëìインジケーター
H. エンジン'�íボタン
I. LCD ディスプレイ
J. ブラシÆボタン
K. ブラシÆ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ÜÝ/ 

FaST ボタン（オプション）
N. ÜÝメインブラシボタン
O. ÜÝバキュームファン / スクイージーボタン
P. ÜÝサイドブラシ（オプション）
Q. ÜÝ}オン/オフボタン
R. ÜÝ}îiボタン（-）
S. ÜÝ}フローインジケーターライト
T. ÜÝ}ïiボタン（+）
U. USBポート（��ñ�）
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プロパネルコントロール

A

B

CD

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

P

Q

R
S S

T

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

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'�íボタン
G. メインÜÝブラシÆアクセスボタン
H. リアビューカメラボタン
I. ÜÝ}コントロールアクセスボタン
J. ÜÝメインブラシボタン

K. ÜÝバキュームファン / スクイージーボタン
L. ÜÝサイドブラシ（オプション）
M. 1-STEPボタン
N. ビデオにYするヘルプ
O. ゾーンコントロール1ボタン
P. ゾーンコントロール2ボタン
Q. ゾーンコントロール3ボタン
R. ゾーンコントロール4ボタン
S. ÜÝ}オン/オフボタン
T. USBポート（��ñ�）
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ホーン ����!（-）

"�/アラートインジケーター ���)*（+）

��+,タンク �����

���タンク ���オン/オフ

メインブラシ234 オン

1-STEP オフ

ES（リサイクル��）（オプション） ec-H2O（オプショ）

FaST （オプション） ��ガソリンのみを	 してください。

��モード スプレーノズル（オプション）

A�ライト/!B" アワーメーター

ヘッドライト ��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

コントラストコントロール ジャッキポイント

エンジン+#PQR�

��メーター�� ��メーター	�
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プロパネルの�U

ヘルプ ゾーン$W1

ゾーン$W2 ゾーン$W3

ゾーン$W4 アワーメーター

アラート/"� チェックリスト%&Z��

アワーメーター チェックリスト%&��'

ログイン ログアウト

(] )
*$W

��の+�を+# )
*メニュー

カメラの$W スタートアップビデオ

コントロールに,するヘルプ ビデオに,するヘルプ

-.�� 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A�/0）
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プロパネルの�U

cdき1e 
dき1e

ログインを�fにする gdき1e

プロファイルの2*/34 ログインをhfにする

オペレーター タッチのキャリブレーション

)
* チェックリストの$W

プロファイルの34 すべてをエクスポートする

プロファイルの2* i5をエクスポートする

プロファイルのj6 チェックリストのエクスポート

プロファイルのコピー lm
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コントロールの�� - åæ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7nの8�を+�します。
タンクが9に:oくと、"�インジケータが;<
してp7nレベルメッセージが+�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7nの8�を+�しません。
タンクの�に7nがある=り、すべてのインジケ
ーターバーが+�されます。
LPGタンクが9に:oくと、"�インジケータが
;<してp7nレベルメッセージが+�されます
。

タンクcのLPG
���が、LPGタンクの7n8�を+�します。

アワーメーター

アワーメーターは��のA�s>を�?します。
この��にtづいて、��の;uvwxyを�W
します。

ê¸'(タンクëìインジケーター

+,タンクが@zになると、���!タンク"#
インジケーターは、FULLを+�します。
��+,タンクがいっぱいになると、すべての�
��	が{|します。
インジケーターボックスがFULLを+�した��は
、��+,タンクを9にしてください。
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ÜÝ}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�}�が�されます。
インジケーターボックスが9を+�した��は、
���タンクをいっぱいにしてください。
���タンクが9になると、��は��を{|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Aけると
、LCD ディスプレイの�るさをBCできます。

エンジン'�íボタン

1-STEPボタンを~した��は、エンジンD�がE
�FにQRされます。
G�または��をしていないときは、エンジン�
,-ボタンを~すとエンジンの+#D�がcがり
HID�がDくなります。
エンジン�,-ボタンを��~すと、エンジンの
+#D�がJくなります。

エンジン+#Pアイコンのc
にあるバーは、エ
ンジン+#Pの$Wを�します。
アイコンのc
に2�の.いバーがKれ、アイコ
ンのLMだけがKれていたら、エンジンの+#P
はpい$Wになっています。

エンジン+#Pアイコンのc
に2�の.いバー
がKわれ、.いバーとアイコン�}が;"してい
たら、エンジンの+#PはNい$Wになっていま
す。
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1-STEPボタン

1-STEPボタンを~して、(]したすべての���
	をhfにします。
1-STEPボタンを~す�に、(]したすべての��
�	のライトがオンになりますが、(]した�	
は1-STEPボタンを~すまで��モードとなります
。
��がO�したら1-STEPボタンをもう��~して
、すべての���	を{|します。

��：
1-STEPボタンが./になった0、1りの2を�!
するため、スクイージーは3がったままで、バキ
ュームファンが-67オンのままとなります。

1-STEPボタンがhfになると、ボタンのcにある
インジケーターライトが;"します。

ÜÝ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:します。
インジケーターライトが;"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~します。
インジケーターライトがQ"します。

��：
$%サイドブラシは、メインの$%ブラシから;
<した=では>?できません。
$%サイドブラシボタンを:すと、メインの$%
ブラシもオンになります。

ÜÝバキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーを
げ、バキュームファンをオンに
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;"します。

スクイージーをc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:します。
インジケーターライトがQ"します。
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ÜÝ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~します。
インジケーターライトが;"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~します。
インジケーターライトがQ"します。

ÜÝ}オン/オフボタン

���フローは、��ブラシがオンの��にはB
にオンのままとなるよう$Rされています。
SのxTなどで、$%&オン/オフボタンを~し
、10U>オフにできます。$%&@AのBCの%
も�Vしてください。

�����のO�（10U>）：
$%&オン/オフボタンを~します。
すべての�����インジケーターがQ"します
。
（�����は、10U�にE�Fに�W�します
）。

���の�れをX�するには：
$%&オン/オフボタンを~します。
���インジケーターが��;"し、���の�
�は��に	 した$W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X�

��： Pro-ID
ログインDEは、FGでIDがBCされているHI
にのみJ�されます。
KCされたユーザーアカウントを、MNOモード
で?QするRSがあります。

Pro-IDログイン/0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YUを
キーバッドのcにあるディスプレイにlmします
。

Enterボタンを~して��にログインしま
す。

�Zに�じBackspaceボタンを~して、Y
Uをj6し�びlmします。

プロパネルが)
*モードの��、�[の�Uが
/0の�
に+�されます。
オペレーターモードの��、ビデオの�Uが+�
されます。

��ステータスボタン

FG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+�では、��がオンの��、7n
のステータスが+�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+�として$Wできます。

FGステータスボタンを~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+�されるま
で、PU>ディスプレイに+�されます。

ガソリン�の��：
��インジケーターはタンク�の7n8�
を+�します。
タンクが9に:oくと、"�インジケータ
が;<してp7nレベルメッセージが+�
されます。
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LPG�の��：
��インジケーターはLPGタンクにある7
nの8�を+�しません。
LPGタンクが9に:oくと、"�インジケ
ータが;<してp7nレベルメッセージが
+�されます。

タンクcのLPG
���が、LPGタンクの7n8�を+�します。

アワーメーターは��のA�s>を�?し
ます。
この��にtづいて、��の;uvwxy
を�Wします。

$%&タンクインジケーターには、���
タンク�の�}�が�されます。
インジケーターのバーが+�されなくなっ
たら、���タンクに���をlれてくだ
さい。
���タンクが9になると、��は��を
{|します。

T2�!タンク"#インジケーターは、+
,タンクが@zになると、FULLを+�しま
す。
��+,タンクがいっぱいになると、すべ
ての���	が{|します。
インジケーターにFULLが+�された��は
、��+,タンクを9にしてください。

デフォルトのボタンのóô

4つのすべての��ステータスボタンがディスプ
レイに+�されている>に、��する��ステー
タスボタンを~し、i5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+�されなくなり、iたに(]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~して、(]したすべての���
	をhfにします。
��がO�したら1-STEPボタンをもう��~して
、すべての���	を{|します。

��：
1-STEPボタンが./になった0、1りの2を�!
するため、スクイージーは3がったままで、バキ
ュームファンが-67オンのままとなります。

1-STEPボタンを~すと、1-STEPボタンと(]した
すべての���	ボタンが;"します。。

1-STEPボタンが~されるまで、(]したすべての
��ボタンの]が;"し、��モードであること
を�します。
1-STEPボタンを~すと、(]したボタンが��に
;"します。

ÜÝ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~します。
ボタンが;"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~します。
ボタンがQ"します。

ÜÝバキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーを
げ、バキュームファンをオンに
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;"します。

スクイージーをc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:しま
す。 ボタンがQ"します。
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ÜÝ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~します。
ボタンが;"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~します。
ボタンがQ"します。

��：
$%サイドブラシは、メインの$%ブラシから;
<した=では>?できません。
$%サイドブラシボタンを:すと、メインの$%
ブラシもオンになります。

ÜÝ}オン/オフボタン

���フローは、��ブラシがオンの��にはB
にオンのままとなるよう$Rされています。
SのxTなどで、$%&オン/オフボタンを~し
、10U>オフにできます。$%&@AのBCの%
も�Vしてください。

�����のO�（10U>）：
$%&オン/オフボタンを~します。
すべての�����インジケーターがQ"します
。
（�����は、10U�にE�Fに�W�します
）。

���の�れをX�するには：
$%&オン/オフボタンを~します。
���インジケーターが��;"し、���の�
�は��に	 した$Wに�ります。

エンジン'�íボタン

1-STEPボタンを~した��は、エンジンD�がE
�FにQRされます。
G�または��をしていないときは、エンジン�
,-ボタンを~すとエンジンの+#D�がcがり
HID�がDくなります。
エンジン�,-ボタンを��~すと、エンジンの
+#D�がJくなります。

エンジンの+#D�がNい$Wでは、エンジン�
,-ボタンが;"します

エンジンの+#D�がpい$Wでは、エンジン�
,-ボタンがQ"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�wした�^は、\なる�G� _
で、��4つのプリセット��$Wを��にプロ
グラムできます。
$Wは、)
*モードを	 して��にIう�Z
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�
Vしてください。

�Zなゾーンコントロールボタンを~します。
(]したプリセットボタンが;"し、ゾーン�が
ボタンのcに+�されます。
$%&@Aインジケータバー/Bvボタンブラシ
4mインジケータバーとブラシWXインジケータ
バー/Bvボタンがディスプレイに`s>+�さ
れ、(]したゾーンの$Wを+�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~してG�の�I�a
をチェックします。
リアビューカメラ/0は、コントロールパネルの
/0に`s>+�されます。
メインのA�/0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A�/0に�ります。

��のために：
��を��する~には、CずUりに5をつけてく
ださい。

[\ペダルが�bにlっており、��が�bして
いる>はBに、カメラがE�Fにオンになります
。

リアビューカメラは、+,タンクのバキュームホ
ースが りoけられている��のc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X�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~して、ヘルプ/0にアクセスし
ます。

�Zなヘルプトピックについて、c¡するボタン
を~します。

`abcボタンを~して、de/0にf�
します。

ログイン/ログアウトボタンを~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~して、コン
トロールヘルプ/0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ghします。

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

>?jチェックリストボタンを~して、A
��チェックリストにアクセスします。

de(]ボタンを~します。
�iからj¢なdeを(]し、��のオペレーテ
ィングシステムのdeを��します。
(]したdeを�す£が、/0ckに+�されま
す。

3lきmnボタンを~して、de�iを

にf�します。

olきmnボタンを~して、de�iをc
にf�します。

plきmnボタンを~して、�の/0に�
ります。

>?jチェックリストボタンを~して、A
��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��にアクセスします。

plきmnボタンを~して、メインヘルプ
/0に�ります。

ホームボタンを~して、メインA�/0に
�ります。
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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��にアクセスしま
す。

3lきmnボタンを~して、�iを
にf
�します。

olきmnボタンを~して、�iをcにf
�します。

>?jチェックリストボタンを~して、A
��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/0に�
ります。

rlきmnボタンを~して、�iから��
の��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X�にアクセスしないでください。
（プロパネル）

��：
ビデオヘルプDE/ビデオにアクセスするjに、
FGをstしてください。
FGがuいている7は、ビデオヘルプDE/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/0にアク
セスします。

j¢なビデオボタンを~して、��のlW
のコンポーネントについてのヘルプビデオ
を+�します。

FGを�,ボタンを:して、FGのjまた

は0ろ、そのvのwE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~して、メインA�/0に
�ります。

plきmnボタンを~して、�の/0に�
ります。

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

ビデオxyボタンを~してビデオ�iにアクセス
した��、j¢なビデオを�iから(]して+�
します。

3lきmnボタンを~して、�iを
にf
�します。

olきmnボタンを~して、�iをcにf
�します。

>?jチェックリストボタンを~して、A
��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/0に�
ります。
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Pro-Checkの���チェックリストを¿;

��にプロパネルコントロールがある��、Pro-
CheckA��チェックリストを	 して��にプ
ログラムをIえます。オペレーターは、��のA
��にプログラムを��する�Zがあります。

3lきmnボタンを~して、チェックリス
トを
にf�します。

olきmnボタンを~して、チェックリス
トをcにf�します。

z{（チェックマーク）ボタンを~して、
チェックリスト%&をチェックしたことを
��します。
チェックリスト%&のチェックのmに¤n
がoつかった��、����（X）ボタン
を~します。

ビデオヘルプボタンを~して、lWのチェ
ックリスト%&に,pするビデオを+�し
ます。

チェックリストの���に��の	 をX
�する��、Enterボタンを~します。

ヘルプボタンを~して、Pro-CheckA��
チェックリストヘルプ/0にアクセスしま
す。

plきmnボタンを~して、A��チェッ
クリストに�ります。

オペレーターは、Pro-CheckA��チェックリス
トが��するまで、メインのA�/0にアクセス
/��を	 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/0
に�ります。
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コントロールの�� - すべての�!

��ライト

>?/フラッシュライトスイッチのckを~し、
ヘッドライトとテールライトを;"させます。
ライトスイッチを�¥¦に�し、ライトをQ"
します。

フラッシュライト（オプション）

>?/フラッシュライトスイッチの
kを~し、
ヘッドライトとテールライトを;"させます。
ライトスイッチを�¥¦に�し、ライトをQ"
します。
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U�¢

オペレーターシートは、2^qのBv
（オペレーターの}rとシートの��¦）がで
きます。

}rBvノブはオペレーターシートの§さをBv
します。

§くする：
}rBvノブをsR+りに+します。

¨らかくする：
}rBvノブを©sR+りに+します。

シートの��¦は��BvレバーでBvします
。

Bv：
シートにdかってレバーを~し、シートをおªき
な¦にスライドf�します。
レバーをs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qすと、バキュー
ムファンはsまります。ボタンのAのライトが|
えます。

ハンドルチルト)�レバー

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

2. 
ハンドルチルト)�レバーをC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EFbまでDみEみ、F�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Dむと、パーキングブレー
キがGHされます。パーキングブレーキ
ペダルは、ロックGHの¦?に}ります。

XYペダル

'�ペダルの�~をDむと�Iし、)~をDむと
)Iします。�
が)I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¦?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z{を8ぎます。

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

�
はWれた�を¤��に34することができま
す。
1-STEPボタンを%�すると、すべての34
:が
��し、すぐに34を*�できます。

1-STEPボタンにより、12
:または34
:の
��を'います。
（�
が34_、12することも«:です）

��の34モードでは、Xと3�の�@!を%�
して�を34します。

��メーターのオプションは、�れのひどい��で��の
��を��させます。

オプションのFaST（b34）モードでは、FaST3
4システムでFaSTパック3�と¬-のXを�@し
た、-の�¡な34�のbを�ります。
FaSTシステムは、ダブル34やJ®なWれの34
など、すべての��に%�できます。

オプションのES（リサイクル34）モードでは、
WXvwタンクの%� み34!をESシステムで
ろKし、34!タンクに}してª°�します。
タンクに}った34!に3�が��され、34!
の34�:をª<させます。

オプションのec-H2O（�GX）モードでは、�(
のXがモジュールを�Kし、L�がX_に7りE
まれ、�9が��されます。
�=!GされたXは、L�とアルカリ�の�@!
にf�して、pH±が_�のクリーナーが</され
ます。
この�GXはWれに��し、Wれを�lな�²に
!Gして�&からMCさせるため、�
での34
および12が�³になります。
この�GXは、WXvwタンクに�ると��のX
に}ります。
ec-H2Oシステムを、ダブル34の>に%�できま
す。
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ブラシ[\

�/の34/12�を�るために、
お´Iの34/12��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µブラシが�Bなアプリケーシ
ョンはb�の�りです。

��： Wれの-とタイプにより、
%�するブラシのタイプをN�します。
N�のOには、テナントカンパニーの
��¶にお·い@わせください。

ナイロンブラシ (ディスク)* 
�らかい�のナイロンブラシは、コーテ
ィングされた�の34にお¹めです。
ºつけづに12します。

ポリエステルブラシ（シリンダー） 
�らかい»��ポリエステル�でPい¼
を�いSげ、34しながらPく12
します。ºつきやすい�&に
w��です。ポリエステルはX!を
½wしないので、34�5にはナイロン
よりも¾まれます。

ポリプロブラシ（シリンダー） 
/�:ポリプロピレン�により�¡な
12
:が«:で、¼の¿、z�、
�などを�³に�いSげ、
�れた34
:を��します。

ポリプロプレンブラシ（シリンダーとデ
ィスク）* 
»��ポリプロプレン�で、
À�コーティングされた�でもこすりあ
とを�さずに、Pい¼の¿を�いS
げます。

スーパー AB ブラシ
（シリンダーとディスク）* 
���をNんだナイロンQRで、しみや
¼の¿をHÁします。どのような�&も
�¡に34します。 こびりついたWれ、
i、タイヤSなどを¨りHきます。

* このブラシは、サイドブラシにも
��されます。

ストリップパッド  このT2のパッドは
�をはぎ¨ります。UV・ GにÂいコ
ーティングをÃぎ¨って、ªコーティン
グのT$をします。

スクラブパッド  このT2のパッドは
�を34します。¼、こぼれ、こすり
ºを¨りHきます。ªコーティングでき
るきれいな�にします。

バッフパッド  このT2のパッドは
�を�きます。UVにこすりºのSを
きれいに¨りHき、À�のある�に
�きます。

ポリッシュパッド  この�2のパッ
ドは�を�きます。À�をそのままk
ちます。W(に�らかいコーティングと
P�りの¬ないL�を�くL@に%い、
 の�のソフトワックスを�きます。

/�:パッド  このX2のバッドは、
�のコーティング/シールを�¡にÃぎ
¨るときなど、W(に�¡な34に%
います。このパッドは、グリップパッド
ドライバでのみ%�«:で、タフトパッ
ドドライバでは%�できません。
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�����パッド -
�ÄY�を%�せずに�0&を�¡にÃがすL@
は、この��パッドを%�します。

グリップパッド ドライバ  グリップ
&のZ�てにより、パッドの4&を%�
することが«:で、パッドを¡きÅさず
にk¢することができます。 このデバ
イスは、ばねによってセンタリングされ
ていて、すべてのテナントパッドが¨
り¥け«:です。また、パッドをUVか
つ Gに¨りjえることができます。

タフトパッドドライバ  STパッドド
ライバで、Zに¥いている£いi�、
つまり”タフト”でパッドを�#の
¦?にk¢します。このドライバには、
Xの/�:パッドをHくすべてのテナン
トパッドが¨り¥け«:です。

����_の)*

34や12�に、きなz�をvwして
ください。 ワイヤ、¤、,い¥、
きな �などブラシにÆきついたり¦
みついたりする§れのあるz�をvwし
てください。

Ç�るだけ¨©ぐに5'してください。
ªに[¡したり、�
のCでこすったり
しないでください。 34/12mを[セ
ンチ（[インチ） ねてください。.

�
がI'_のL@は、ハンドルをき
く©らないでください。�
はハンドル
の�きにx+にÈ«します。\¬-を
Hいて、¬なv#を]けてください。

34するときは、��に«じて�
のV、ブラ
シの�¡、34!の9-を)®してください。ブ
ラシの�¡と34!の9-を�Éにすると、�/
の�:を��します。FaSTまたはec-H2Oシステム
を9$した
>では、FaSTまたはec-H2Oシステム
を%�すると�
の34�が�られます。

��を{ºさせないよう、�
をE
ヶ�でsめず(に5'させてください。

12¤が¯いL@は、12�5を
Ësして、このマニュアルの"�
の
トラブルシューティング"をÌ°して
ください。

%�)は、±v±*の���$を�'し
てください。（このマニュアルの”
�
の���$”をÌ°）。

�²&では、�
をゆっくりと5'して
ください。bり�²&では、ブレー
キペダルでVをコントロールして
ください。bり�²&よりもSり
�²&で34してください

'�のために: ��を"#するとき、`�やaり

やすいbcではゆっくり�んでください。

ÎÏ³が 43_C (110_F) をSvるL�で�
を
(#しないでください。ÎÏ³が´�b
0_C (32_F) をbvるL�で�
を(#しないで
ください。

�
では、34のOの�µ¶^は 
10% です。 ·�のOの�µ¶^は 14%
です。
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��dの��e�

- i�オイルのレベルを��します。

- UVレベルを��します。

- ¸れ¹�を��してください。

- メインブラシのº»を��します。
ブラシのÎりに¦み¥いている¤、
バンド、プラスティックラップなどの
z�をHÁします。

- シリンダーブラシ：ゴミトレー
がdになっていて1¼であるのを
+�します。

- メインブラシw,�のÐスカート、
シール、スクイージーにz{や�_が
ないか��します。

- サイドブラシ (オプション）：
ブラシのº»を��します。ブラシの
Îりに¦み¥いている¤、バンド、
プラスティックラップなどのz�を
HÁします。

- サイドブラシ (オプション）：
サイドブラシスカートとスクイージー
のº»を��します。

- ラジエーターとi�オイルクーラーの
フィンにz�が¥½していないか
��します。

- エンジン��X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w,�のÑスカート、
シール、スクイージーにz{や�_が
ないか��します。

- Ñ34!タンクカバーのシールに
z{や�_がないか��します。

- WXvwタンクカバーのシールにz{
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。

- WXvwタンクをeXして34
します。

- ES オプション：34!タンクを
eXしてタンク、フロートセンサー、
ES フィルターを12します。

- Ðの34!タンクカバーのシールにz
{や�_がないか��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z{や�_がないか、
またスクイージーのゆがみ)®を��
します。

- FaST 34：FaSTパック¾a�の
レベルを��します。��に«じてパ
ックを+�します。マニュアルの
"FaSTパックのインストール"を
Ì°してください。

- FaST 34：��の34�が、
34!タンクからeXされてX3いさ
れているのを+�します。

- FaST 34：34!タンク
が1¼な�XでEZになっているの
を+�します。

- ヘッドライト、テールライト、
ならびに34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
、34ライト、)bアラームを+�してくだ
さい（9$されているL@）。

- ブレーキとハンドルがx(に��して
いるかを��します。

- サービス�cから、���$の
��がないか)べます。
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LPG タンクのfg

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい

てください。

'�のため： ��から�れるか����
をするdに、Riなn�(にoめ、パーキングブ
レーキをpけ、�k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dじます。

3. �
のエンジンを��して、UVがMくなり
エンジンがËsするまで¿�させます。
�
の�`をオフにしてください。

4. オペレーターシートを¢ちSげて*き、シー
トラッチをÀけて*いたまま®#します。

'�のため： ��を����するときは、

AB�qbcにrやs�を�づけないでく

ださい。 gtを�くしてください。

5. �eを½�して、�Ò©Nタンクカップリン
グ9?を¨りVします。

6. ¨り¥けストラップをVして、dの LPG
UVタンクを¨りVします。

7. タンクリングのÁをセンターピンにÂえて、
��Ãく�しい LPG タンクをトレイ
に�れます。 タンクを¨り¥けストラッ
プで®#します。

8. LPG UVラインをタンクサービスカップ
リング9?にÄÅします。 タンクカップリ
ング9?は1¼でz{がMく、UVラインカ
ップリングにÓ«していることを+�
します。

9. タンクサービスバルブをÆ々に*いて、
ガス¸れがないのを+�します。 ガス¸れ
があるL@は、©ちにサービスバルプを
dじて、��Ô¶にf¦してください。
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��の���u

1. LPG マシン： !0サービスバル
ブをÆ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/0�1った!、また2々にバルブを�
いてください。

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

'�のため： ��をスタートするbhは、

ブレーキを�んで、XY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vします。

��: スターターモーターを45に１０067、
8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 01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i�システムがÈ=されるまで
3 !から5 !Éってください。

�L: エンジンはvwなガスをxy
します。�zな{|�}や~�を�き�こ

す�れがあります。 ��なgtが�
�です。vwガスの @!�は、��の"
��#にお�いh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�kオフ

1. �
をËsして、すべての34/
12
:をËsします。

2. イグニッションスイッチキーを-�とÈÓ'
�にvして、�
をオフにします。
エンジンがËsするまで、オペレーターシー
トにÉ
してください。

)*: キーをオフにしたI、LPG

エンジンは��%��します。��から�
れるdにパーキングプレーキをpけて

ください。

��: LPG マシンでは、エンジンのエミッショ
ン��をCD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/0�G:をHけます。

'�のために: ��から�れるbh、または��
��を�うbhは、 �A��&、��、ガス、 

またはENの�くに'�しないでください。��
をRiなbcにjめ、パーキングブレーキをかけ

て�kをlり、キーをmいてください。
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CDEタンクへのqR

�CD (FaSTモード) / ec-H2OCD
(ec-H2Oモード)

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい
てください。

1. ÑまたはÐ34!タンクaXカバーを*
きます。

2. 34!タンクを、きれいな�X（21°C/
70°F [b）のみでÕÖします。 ÊËや
Ì�の3�は��しないでください。
FaST システムがf.する§れがあります。

�L: �A��&は�xやs�の��と

なります。タンクに�A��&を�れない

でください。

��: FaST- パックのJKけまたはLMは、
マニュアルの"FaST- パックのLM" をNOし
てください。

�:
PQのRSRTをRSUタンクにVれたWXで、
FaSTやec-H2OシステムをZ[しないでください。
FaSTやec-H2Oシステムを\:する]に、RSUタ
ンクの^を_きJってからRSし、きれいな;^
で`たしてください。PQのRSRTがabで、
FaSTやec-H2Oシステムがc	するd�eがありま
す。

(�のCDモード

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい

てください。

1. ÑまたはÐ34!タンクaXカバーを*
きます。

2. 34!タンクに×!ÍX（60°C / 140°F
[b）を��します。 34!タンクに��
な-の3�を��します。 インジケーター
タブのbまで34!タンクをXでÕÖ
します。

�L: �A��&は�xやs�の��と

なります。タンクに�A��&を�れない
でください。

)*: (�のCD��のbh、��#に) 
されているC¡のみを"ってください。
¢$�なC¡の"#による£¤は、��の *を
¥¦にします。

��: fgタンクの"にhがi
にjkしている
� は、lm[にndされたohTをタンクにV
れてください。 pqRTについては、テナント
カンパニーのstuにおvい わせください。
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+�qR ES (EXTENDED SCRUB §,CD) モード

'�のため： ��から�れるか����をする

dに、Riなn�(にoめ、パーキングブレーキ

をpけ、�kをオフにします。

1. aX（X³は60°C / 140°F [b）
ホースを+�aX9?にÄÅします。

2. イグニッションスイッチをオンの¦?にvし
（スタートはしない）、aXØをオンに
します。 +�aX9?により、タンクに
Bxなレベルまで+�aXされます。

3. 34�タンクにB©な3�を��します。

)*: ES CD��のbh、��#に) され
ているC¡のみを"ってください。 ¢$�な
C¡の"#による£¤は、��の *を¥¦に
します。

¨�qR ES (EXTENDED SCRUB §,CD) モード

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい

てください。

1. ÑまたはÐ34!タンクaXカバーを*き、
インジケータータブのbまで34!タンクを
X（60°C / 140°F [b）でaXします。

2. vwタンクカバーを*き、vwタンクがÎ×
!になるまでX（60°C / 140°F [b）
を��します。

�L: �A��&は�xやs�の��とな

ります。タンクに�A��&を�れないで

ください。
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CDモードの- 

34する�に、どの34モードを%�するかの�
#を'います（FaST、ES、ec-H2O、��C）。
そして、34ブラシの�¡を�#し34!9-の
)�を'います。
�`のオン/オフ-に、�v%�-の�#がB�
されます。

ec-H2Oモードの- 

��：
ec-H2Oシステムモデルをx$yのz{でC|また
は�する� には、}~な��を��する��
があります。
「C|��」の�に��された��CD��にP
ってください。

©ª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��させるには
、1-STEPボタンを%�します。
ボタンのSのライトが��します。

©ªパネル

ec-H2Oボタンの�7のLED（j�ダイオード）ラ
イトのy�にある$�する��のライトは、ec-H
2OシステムをRSする��があることを�します
。
「$���」の�の「ec-H2OモジュールのRS�
�」の�をNOしてください。

©ªパネル

プロパネルコントロールを.�した�¬：
gÏがXから»2にfわり、²めhが
ec-H2Oボタンから|え、ec-H2Oボタンがqされ、
%�«:であることが0Pされると、ボタンが�
�します。

プロパネル

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

©ªコントロールパネルを.�した�¬：FaSTボ
タンでFaSTシステムを��させるL@は、1-STEP
ボタンを%�します。
ボタンのCのライトが��します。

©ªパネル

プロパネルコントロールを.�した�¬：²めの
hがFaSTボタンから|え、FaSTボタンをqして%
�«:なことがPされているL@、ボタンが��
します。

プロパネル

ES（リサイクルCD）モードの- 

��：

ESシステムをオンにしてからESポンプが�:を�
\するまで、����がかかります。

©ªコントロールパネルを.�した�¬：
ESボタンでESシステムを��させるL@は、1-ST
EPボタンを%�します。
ボタンのCのライトが��します。

©ªパネル

プロパネルコントロールを.�した�¬：
²めのhがESボタンから|え、ESボタンをqして
%�«:なことがPされているL@、ボタンが�
�します。

プロパネル
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ブラシの- 

�(の34ÐÙでは、ブラシ�を��に�#して
ください。
Wれがひどい34では、/いブラシ�に�#して
ください。
5'Vと�のÐÙは、34�:にÑiをÚえま
す。
ブラシが�_しているL@は、ブラシ�を/くす
る��があります。
�`のオン/オフ-に、�v%�-の�#がB�
されます。

ブラシの-  - ©ªパネル

ブラシ�の�#をfKするL@は、1-STEPボタン
をオンにしたº»でブラシ�ボタンをqします。
ブラシ�インジケーターライトに;Ûのブラシ�
の�#が0Pされます。

ブラシの-  - プロパネル

ブラシ�ボタンをqして、ブラシ�ボタン7げ（
+）ボタン、ブラシ�yげ（-）ボタン、ブラシ�
インジケーターバーにアクセスします。

ブラシ�7げ（+）ボタンとブラシ�yげ（-）ボ
タンを%�して、ブラシ�をfKします。
ブラシ�インジケーターバーに;Ûのブラシ�の
�#が0Pされます。
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CDEの®/- 

5'Vと�のÐÙは、34�:にÑiします。
�(の34のL@は、34!の9-レベルを��
に�#してください。
Wれがひどい34のL@は、34!をより/い9
-レベルに�#してください。
�
の�`のオン/オフ-に、�v%�-の�#
がB�されます。

ES（リサイクルCD）のCDE®/

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
。
�(の34のL@は、34!の9-を_>から�
�の>で©りjえてください。
�#が_>になっていると34!と3�のW'が
%えます。
��の�#では、3�を<£せずに34!が�a
されます。
¤��に34するために、34!の9-に@わせ
て3�をÅけて<£する��はありません。

CDE®/の-  - ©ªパネル

1-STEPボタンをオンにし、RSU�
ボタン（+
）またはRSU�
ボタン
（-）のいずれかをqすと、34!の9-を�#
できます。
34!9-インジケーターライトには、;Ûの3
4!の9-�#が0Pされます。

CDE®/の-  - プロパネル

RSU-
ボタンをqして、RSU�
ボタン（
+）、RSU�
ボタン（-）、RSU-
インジ
ケーターバーにアクセスします。

RSU�
ボタン（+）とRSU�
ボタン（-）
を%�して、34!の9-レベルを�#します。
RSUフローインジケーターバーには、;Ûの3
4!の9-�#が0Pされます。
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CD - ©ªパネル

1-STEPボタンによりすべての34
:を��する
ことができます。
（�
が34_、Òき12することも«:です）

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

1. �
を��してください。

��：
RS]に、RSモード/ ¡の ¡を¢nしてく
ださい。

2. 1-STEPボタンをqしてください。
ボタンのSのライトが��します。
プリセットされた34
:がすべてオンにな
ります。

��：

PQのRS£¤をZ["に、FaSTやec-H2Oシステ
ムを�:させないでください。
PQのRSRTがabで、FaSTやec-H2Oのシステ
ムがc	するd�eがあります。
FaSTやec-H2Oシステムを\:する]に、RSUタ
ンクの^を_きJりRSし、きれいな;^を¥¦
してください。

3. パーキングブレーキをGHし、§¨ペダルを
Dむと、34が�まります。

�L：
�s��&や¯°�&は、�xやs�の�
�になります。 OPしないでください。

'�のために：
��を"#するとき、`�やaりやすいbcでは

ゆっくり�んでください。

��：
��を!�させると、©:ªにスクイージーが7
がります。
これにより、スクイージーの«?が��されます
。

4. §¨ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
Ësしてください。

5. 1-STEPボタンをqし、34をËsしてくださ
い。
ボタンのSのライトが|�し、しばらくする
と34
:がËsします。

��：
��で¬��をZ[していた� 、フィルター
シェーカーにより、1-STEPボタンがオフの� に
は®f¯��フィルターが°:します。

��：
��±�"にc	やアラートコードが³つかった
� 、��を��し、�マニュアルの「c	/ア
ラート」の�をNOしてabを´べ、c	やアラ
ートをなくすためのµ¶·¸をJってください。

6. シフトÓÜごと、または��に«じて、ホッ
パーと#!vwタンクをdにしてください。
�マニュアルの「¹Ufgタンクから^を_
き¬する」の!をÌ°してください。
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CD - プロパネル

1-STEPボタンによりすべての34
:を��する
ことができます。

'�のために：
��マニュアルを�み、��しない!り、��を

��しないでください。

1. �
を��してください。

2. j�するL@、�
にログインします。
PRO-ID ログイン��をÌ°してください。

3. j�するL@、Pro-Check���チェックリ
ストを�'してください。
「Pro-Checkの±�]チェックリストを»¼
」をいÌ°してください。

��：
RS]に、RSモード/ ¡の ¡を¢nしてく
ださい。

4. 1-STEPボタンをqしてください。
1-STEPボタンとN�したその
すべての34
/12ボタンが��します。

��：

PQのRS£¤をZ["に、FaSTやec-H2Oシステ
ムを�:させないでください。
PQのRSRTがabで、FaSTやec-H2Oのシステ
ムがc	するd�eがあります。
FaSTやec-H2Oシステムを\:する]に、RSUタ
ンクの^を_きJりRSし、きれいな;^を¥¦
してください。

5. パーキングブレーキをGHし、§¨ペダルを
Dむと、34が�まります。

�L：
�s��&や¯°�&は、�xやs�の�
�になります。 OPしないでください。

'�のために：
��を"#するとき、`�やaりやすいbcでは

ゆっくり�んでください。

��：
��を!�させると、©:ªにスクイージーが7
がります。
これにより、スクイージーの«?が��されます
。

6. リアビューカメラボタンをk-qして、�

の)'の12の�'ºÔをチェックします。

7. §¨ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
Ësしてください。

��：
��±�"にc	やアラートコードが³つかった
� 、��を��し、�マニュアルの「c	/ア
ラート」の�をNOしてabを´べ、c	やアラ
ートをなくすためのµ¶·¸をJってください。

8. シフトÓÜごと、または��に«じて、ホッ
パーと#!vwタンクをdにしてください。
�マニュアルの「¹Ufgタンクから^を_
き¬する」の!をÌ°してください。
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ダブルCD

ダブル34は、WれのひどいL�を2v[S34
するプロセスです。
1v�は、34!を�にÕl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Sげて'い
ます。
WれがひどいL�では、ダブル34を�8します
。

ダブル34は[bを%�して'います。 
FaST34システム（オプション）、 
ec-H2O34システム（オプション）または 
��の34'%

ダブル34の�5を�める�に、サイドブラシバ
ンパーを¨りVしてください。
ピンを�き、スクイージーバンパーを¨りVして
ください。

��：
RS]に、RSモード/ ¡の ¡を¢nしてく
ださい。

©ªパネルを.�した�¬：1-STEPボタンをqし
、�にバキュームファン/スクイージーボタンを
qします。
RSバキュームファン/スクイージーボタンが|
�しスクイージーがSがります。�に、バキュー
ムファンの��がËsします。
WれのひどいL�を34します。

©ªパネル

��：
RS]に、RSモード/ ¡の ¡を¢nしてく
ださい。

プロパネルを.�した�¬：
1-STEPボタンをqし、�にバキュームファン/ス
クイージーボタンをqします。
バキュームファン/スクイージーボタンが|�し
スクイージーがSがります。バキュームファンの
��がËsします。
WれのひどいL�を34します。

プロパネル

�を34!でÖらせ、5～15!É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SにÝ�り¨り¥けます。

'�のために：
��を"#するとき、`�やaりやすいbcでは

ゆっくり�んでください。

RSバキュームファン/スクイージーボタンをª
びqすと、スクイージーがbがり、バキュームフ
ァンが��します。
2v�の�の34では、34!をvwします。

�L：
�s��&や¯°�&は、�xやs�の�
�になります。 OPしないでください。

��：

��に½じ、¾の2f¿のRSでは、RSUの-

を�らしてください。

��：

ダブルRSは、RSUがÀのyに-れたり、ÁÂ
を?@するような�Ãではpqしません。
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ROPモード（CDなし）

�
は、34を'わずにXやWp×�の!0をv
wすることができます。

�L：
�s��&や¯°�&は、�xやs�の�
�になります。 OPしないでください。

XやWp×�の!0をvwする�に、1-STEPボタ
ンが"¤でその
すべてのØÞ
:がオフになっ
ていることを+�してください。

©ªコントロールパネルを.�した�¬：
RSバキュームファン /
スクイージーボタンをqします。
ボタンのSのライトが��し、スクイージーがb
がります。�に、バキュームファンが��を*�
します。
こぼれたXまたはWp×�の!0をvwします。

©ªパネル

プロパネルコントロールを.�した�¬：
RSバキュームファン /
スクイージーボタンをqします。
ボタンのSのライトが��し、スクイージーがb
がります。バキュームファンが��を*�します
。
こぼれたXまたはWp×�の!0をvwします。

プロパネル
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ゴミトレを±にして²³する ー
シリンダースクラブヘッドのみ

1. ゴミをÙてるL�に�
を·�
します。

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい
てください。

2. ゴミトレー Dのリリースレバーをq
します。

3. ゴミトレー DをpっÚって
*きます。

4.  DからゴミトレーをpきÇします。

5. ゴミトレーの_nをdにします。

6. ゴミトレーからゴミスクリーンを¨り
Vします。

7. ゴミスクリーンとゴミトレーを34
します。
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8. リアカップリングからバキュームホー
スを©りCします。

9. バキュームカップリングのUØにある
ポートからXをスプレーして、ゴミト
レーカップリングからゴミを3い9
します。

10.リアカップリングにバキュームホース
をªÄÅします。

11.ゴミスクリーンとゴミトレーをªび¨
り¥けます。

12.ゴミトレーをゴミトレー Dに
Âえて、ハンドルを%いゴミトレーを
ゴミトレー Dの_にoßします。
そして、ハンドルをゴミトレーの
_にhりEませます。

13.ゴミトレー Dのハンドルを¬し¢ち
Sげて、ゴミトレー Dがロックされ
てdじるまでqしEみます。
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´ROPタンクをQR・²³する

±*WXvwタンクからeXして34し
てください。WXvwタンクのYXイン
ジケーターが��したときも�Iです。

ビニールクリーナーでWXvwタンクの
VØを34します。

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい

てください。

QRホースで´ROPタンクをQRする

1. WXvwタンクカバーを¢ち
Sげます。

2. �eXのCにWXvwタンクeXホー
スノズルを?きます。

3. WXvwタンク«feXバルブを
*きます。

4. ¼とz�をÛ8sトレーのeXÁから
バキュームホースに9しEみ、3い9
します。

�Ä： タンクのRSにÅÆをZわない
でください。 �ÇなÈで、
タンクとそのÉÊ�Âが?@します。

5. WXvwタンクからバキュームスクリ
ーンを¨りVして、スクリーンをX3
いします。
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6. フロートセンサーをX3いします。

7. ES マシン：ES フィルターをX3い
します。��なL@は、WXvwタン
クから ES フィルターを
¨りVします。

8. WXvwタンクeXに¼とゴミを
3い9します。 WXvwタンクを
eXさせます。

9. WXvwタンク«feXバルブを
dじます。

10.WXvwタンクのg&にWXvwタン
クeXホースを¨り¥けて、WXvw
タンクカバーをdじます。

QRプラグで´ROPタンクをQRする

WXvwタンクのeXがÇ�ないか、
またはeXホースがÄÅされている
L@は、eXプラグでタンクをeX
します。

1. WXvwタンクのきいほうのeXQ
がbXÜのSに¦?するように、
�
を·�します。パーキングブレー
キをÀけます。

'�のために: ��から�れるbhまたは���
�を�うbhは、��をRiなbcにjめ、パー
キングブレーキをかけて�kをlり、キーをmい
てください。

2. シリンダースクラブヘッドを.�する
マシンのみ：Xとゴミがゴミトレーに
�らないように、ゴミトレー Dを*
いてゴミトレーを¨りVします。
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3. eXプラグハンドルを¢ちSげて、
タンクからeXプラグを¨りV
します。

4. WXvwタンクの«feXバルブを
*きます。

5. WXvwタンクg&からWXvwタン
クeXホースを¨りVして、ホースか
ら¼とゴミをタンクに9しEみます。

6. *いたeXÜからゴミやz�を3い9
します。

7. eXQを34してeXプラグを¨り¥
けます。 ハンドルをbにqしてp
めます。pめる�に、eXプラグ
がà4にはめEまれているのを+�
してください。

�Ä：��な� は、ハンドルをÌfり
にÍしてÎめKけるか、ÏfりにÍして
Ðめます。
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8. WXvwタンクの«feXバルブをd
じます。

9. WXvwタンクのg&にWXvwタン
クeXホースを¨り¥けます。

10.¶·スクラブヘッドを.�するマシン
のみ：ゴミトレーをゴミトレー
 Dにª9Öして、 Dをdじます。

11.WXvwタンクカバーをdじます。

CDEタンクをQR・²³する

ES マシン[Vの34!タンクは、
���$が,�です。 タンクのÝに
Þß0がàまっているL@は、³Xを
�くáきかけてタンクを34します。

�
に ES オプションが9$さ
れているL@は、±*34!タンクを
eXして34する��があります。

ビニールクリーナーで34!タンクのV
Øを34します。

'�のために：��から�れるか
����するdに、Riなnにoめ、
パーキングブレーキをpけ、マシンをオ
フにしてキーをmきます。

1. 34!タンクカバーを*きます。

2. �eXのCに34!タンクeXホー
スノズルを?きます。
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3. 34!タンク«feXバルブを
*きます。

4. 34!タンクをX3いします。
34!タンクeXに¼とゴミを3い9
します。

5. フロートセンサーとスクリーンフィル
ターをX3いします。
34!タンクをeXさせます。

6. 34!タンク«feXバルブを
dじます。

7. WXvwタンクのg&に34!タンク
eXホースを¨り¥けます。

8. 34!タンクカバーをdじます。
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¸�/アラート


t/�=�な·qが�
にあるL@、f./アラ
ートrâがオペレータに0Pされます。

f./アラートインジケーターをリセットするに
は、�
をËsしてからf./アラートのãäを
¨りHいてください。
f.インジケーターは、�
をª��するとリセ
ットされます。

b�のf./アラートインジケーターの0をÌ°
し、f./アラートのãäとåáâ?をã#して
ください。

��：エンジンを��させずに�	をオンにすると、エンジ
ンオイル�の�、オルタネーター��の�、エンジン
��ランプエラーが��されます。これは��な��です
。

¸�/アラートインジケーター - ©ªパネル

�
はs2のインジケーターライトとLCD
（!äディスプレイ）の2>"のtuインジケー
ターを$えています。

s2のインジケーターライトはf./アラートが
�<すると�åしÅけます。

LCD はf./アラートコードを0Pします。
f.が2>"[Sあると、それぞれのf.コード
を+æに0Pします。

¸�/アラートインジケーター - プロパネル

f./アラートが�<したことをPすc	/アラー
トインジケーターボタンが�åしÅけます。
»2のgÏが、X2にfわります。

�åする��のc	インジケーターボタン
をqして、f.を0Pします。

f./アラート\&がディスプレイに0P
されます。

�åしている��のアラートインジケータ
ーボタンをqしてアラートを0Pします。

f./アラート\&がディスプレイに0P
されます。

f./アラートテキストが、\&_çのアイコン
のbに0Pされます。

ÌÑÒボタンをqして、f./アラートで

�にIみます。

ÏÑÒボタンをqして、f./アラートで
}ります。

ホームボタンをqして、メイン��\&に

}ります。

Ñ�きæhボタンをqして、�の\&に}
ります。
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ç}コ
ード�
õ

ç}コード 
åæパネル

ç}コードプロパネ
ル

�� ö&

0x0010 パーキングブレーキ
の"�

パーキングブレーキ
の"�

パーキングブレーキを�� パーキングブレーキを�6
してください

0x0701 ECH2Oの"�
フラッシュが�Z

ECH2Oの"�
フラッシュが�Z

ec-H2O
システムに«tuがvまっ

ています

ec-H2O
システムをフラッシュ

0x0781 "� �¬が9 "� �¬が9 �¬タンクが9です ��¬タンクを®します

0x0790 "�
���タンクが9

"�
���タンクが9

���タンクが9です ���タンクを®してく
ださい。

0x0791 "�
+,タンクが@z

"�
+,タンクが@z

��+,タンクが@zです ��+,タンクを9にして
ください

0x07A0 "�
フィルターの&vり

"�
フィルターの&vり

��wフィルターがvまっ
ています

��のxyスイッチを¢っ
てください。

テナントzのサービス°

±にp{してください。

0x07A4 "�
シートに|もいない

"�
シートに|もいない

エンジン���、オペレー
ターがシートに²っていま

せん

��の���はオペレータ
ーがオペレーターシートに
²っていなければなりませ

ん。

0x07B0 "�
エンジンの}�がc

がりすぎ

"�
エンジンの}�がc

がりすぎ

エンジンがオーバーヒート ´µ¶を´µシステムに2
*してください

0x07B1 "�
��wの}�がcが

りすぎ

"�
��wの}�がcが

りすぎ

��w}�がNくなってい
ます

��のxyスイッチを¢っ
てください。

テナントzのサービス°

±にp{してください。

0x07B2 "�
エンジン"�インジ

ケーター

"�
エンジン"�インジ

ケーター

エンジンが"� ��のxyスイッチを¢っ
てください。

テナントzのサービス°

±にp{してください。

0x07B3 "� 7nが«~ "� 7nが«~ 7nタンクがほとんど9で
す

7nタンクを®します（
ガソリン）

7nタンクを·¸します。
（LPG）

0x07B4 "�
エンジンオイル4が
pくなっている

"�
エンジンオイル4が
pくなっている

オイルレベルがpい�	�
があります

�Zであればエンジンオイ
ルを2*してください

0x07B5 "�
エンジンオルタネー
ターのx4がpくな

っている

"�
エンジンオルタネー
ターのx4がpくな

っている

エンジンへのx4¹�がp
すぎます

��のxyスイッチを¢っ
てください。

テナントzのサービス°

±にp{してください。

*��： そのÓすべてのc	コードについては、テナントÔのサービスÕÖ×に�Ø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ÎÏの34に%�
します。
スプレーノズルには、34!タンクからX/34
!が�aされます。
スプレーノズルにはワンドがNまれています

��：
��のRSにスプレーノズルをZう� 、��の
�ÆfÛに^をかけないよう�Äしてください。

'�のために：
��から�れるbhまたは����を�うbhは
、�をRiなbcにjめ、パーキングブレーキを

pけて�kをlってください。

1. キーをオンの¦?にvしてください
（エンジンは��しない）。

��：
エンジンが:�"は、スプレーノズルを±�でき
ません。スプレーノズルをZ[する� はエンジ
ンをおÜりください。

2. スプレーノズルスイッチのbØをqして、X
の�aをËs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��します。

3. ��であれば、スプレーノズルをw,�から
¨りVし12します。

'�のために：
0の±tまたはRを"#するbhは、$を �
するための �#ºを»#してください。

4. ノズルがèきにくいL�を12するL@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vし、ワンドをオンにし
ます。

6. 12がÓわったら、スプレーノズルとワンド
をw,�に}します。

7. スプレーノズルスイッチのbØをqして、X
の�aをËsします。
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�5メーター（オプション）

��メーターのスイッチ
は、�れのひどい��で��の��を���に��さ
せます。��タンクから、��メータースイッチ�の��が
��されます。

��タンクに� な��を!れます。

�"#にスイッチの$%を&すと、��の��が��し
ます。スイッチの'%を&すと、��の��がさらに��
します。スイッチのライトは、*+な,-を./します。

��：このスイッチは�の��になるように� !"でき
ます。デフォルトの��を!"したい&'は、テナントサー
ビス+,-にご./ください。
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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bhまたは����を�うbhは

、��をRiなbcにjめ、パーキングブレーキ

をpけて�kをlり、キーをm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k
l�バッグから¨りV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çみèてます。

4. �
を��してください。

�L：
エンジンをu�するとvwガスがQtされ

ます。

�zな{|4£¤や~�を�き�こすこと

があります。 ��にgtしてください。

Qtガスに½する�!レベルに#しては¾
¿ÀÁにごÂ1ください。

エンジンは�しく2�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+�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q
して、バキュームファンをオンにします。

©ªパネル プロパネル

��： スクイージーがyがります。

7. こぼれたXまたはゴミを12します。

8. バキュームの%�がÓわったら、RSバキュ
ームファン/スクイージーボタンをqしてバ
キュームをËsします。
ボタンのSのライトが|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Vし、
kr�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
ªび¨り¥けます。
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パワーワンド (オプション）

パワーワンドは、バキュームと34!シ
ステムのW'を%います。パワーワンド
を%うと、マシンからはèかない�を3
4することができます。

'�のために： ��から�れるか
����するdに、Riなnにoめ、
パーキングブレーキをpけ、
マシンをオフにしてキーをmきます。

1. WXvwタンクカバーのSにある
krバッグからパワーワンド9?を
¨りÇします。

2. リアスクイージーアッセンブリーの
S~からスクイージーバキュームホー
スを¨りVします。

3. アダプタでバキュームワンドホース
とスクイージーバキュームホースを
ÄÅします。

4. 34!ホースをUVに©N«:なカッ
プリングに¨り¥けます。sまるまで
コネクタをqしEんでください。ホー
スをpっÚって、ÄÅされているのを
+�します。

5. 34!ホースとバキュームホースの、
もうE'の~をパワーワンドに¨り¥
けます。

6. �
をスタートします。

�L： エンジンからはvwガス
がÃÄされます。�い{|4Å3の
�}や~�を�き�こす�れがあ
ります。��にgtしてください。
vwガスの @!�は、
ÆÇの"��#にごÂ1ください。
�にエンジンを�しくチューニング
しておいてください。
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7. 1-ステップスクラブボタンがオンになってい
ることを+�してください。

8. バキュームファン/スクイージーボタンをÝ
します。
バキュームファンが��を*�します。

Standard Panel Pro-Panel

�Ä： また、スクイージーがyります。

9. スプレーノズルスイッチのS~を
qして、Xの�aをオンにします。

10.パワーワンドにある34!レバーをぎ
ゅっとéって、34!を�にスプレー
します。12ツールのブラシØで�を
34します。

11.12ツールをZvしにしてスクイージ
ーØをbにし、34!をバキュームで
½い¨ります。

12ツールがqさえにくいため34!
がうまくvwできないL@は、X2の
)�ノブをêしてツールのローラーホ
イールを)�します。
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�Ä：¬ツールを]!にÝすとスクイ
ージーブレードが�しßがるWXだと、
ホイールは�eに´áされています。

12.34がÓわったら、バキュームファン/スク
イージーボタンをqし、バキュームの�`を
©り、スプレーノズルスイッチのb�をqし
てXの�aを©ります。

13.�
をËsします。

14.スクイージーバキュームホースからパ
ワーワンドバキュームホースを、UV
に©N«:なカップリングから34!
ホースをそれぞれ©りCします。

15.リアスクイージーアッセンブリーにバ
キュームホースをªÄÅします。

16.パワーワンドアッセンブリーを
!Gして、krバッグに}します。
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0ウォッシャー（オプション）

	0ウォッシャーは23な�れの�"に4�します。	
0ウォッシャーを4う�5は、�"6タンクの��は4�
しないでください。	0ウォッシャーが78する9:;があ
ります。

��：
��のRSに��ウォッシャーをZう� 、��
の�ÆfÛに^をかけないよう�Äしてください
。

'�のために：
��から�れるbhまたは����を�うbhは

、�をRiなbcにjめ、パーキングブレーキを

pけて�kをlってください。

'�のために：
0の±tまたはRを"#するbhは、$と4を

 �するための �#º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��ウォ
ッシャーは:�しません。

2. ホースを/�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E'の~をワンドにÄÅしてく
ださい。

4. ワンドのノズルを、��な�¡に)®してく
ださい。

ÉにするL@はノズルをpきÇし、0に
するL@はノズルをqしEんでください。
またノズルをÑÐにvして、スチームまたは
ファンに©りjえてください。

5. �
を��してください。

�L：
エンジンをu�するとvwガスがQtされ
ます。

�zな{|4£¤や~�を�き�こすこと

があります。 ��にgtしてください。

Qtガスに½する�!レベルに#しては¾
¿ÀÁにごÂ1ください。

エンジンは�しく2�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+�してください。

©ªパネル プロパネル

7. エンジンf�/ボタンをqすと、エンジンの
v#[があがります。

©ªパネル プロパネル

8. ��ウォッシャースイッチの7�ãをÝして
ください。

9. ��なL@は、�¡を)�してください。
�¡をSげるときはノブを-�Îりにvし、
�¡をbげるときはÈ-�Îりにvしてくだ
さい。

��：
システムでこの�ä´�をする]に、ワンドで�
äを´�してください。

10.レバーをéって、12を*�してください。

�L：
ÊのËや��にYけてÌ5しないでくださ

い。 �¤を�き�こすことがあります。

 �Í6を»#してください。

スプレイヤーは�ずÏ¨で�ってください

。

11.12がÓわったら、レバーをCしてください
。

12. エンジンf�/ボタンをqすと、エンジンの
v#[がbがります。

13.ウォッシャーをオフにするL@は��^スイ
ッチのb�!をqしてください。

14.	0ワンドを>?な@AにAけ、レバーをDってシス
テムから0GをHIします。

15.�
の�`を©ります。

16.ホースとワンドをVし、xしいkrL�に}
してください。
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��のトラブルシューティング

·q ãä Óê'%

Xのpきずり -
Xの½いSげがë
いかまったく½い
Sげない。

34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�きを�しfえ
るか+�します。

スクイージーの)�,
 スクイージーを)�します。

34!タンクに3�がMく、スクイー
ジーがガタガタしている

34!タンクに3�を<£します。

バキュームホースの`り バキュームホースをXで3い9します。

バキュームスクリーンのWれ バキュームスクリーンを12します。

WXvwタンクカバーのシールが�_
しています。

シールを+�します。

スクイージーにゴミが¥½ ゴミを¨りHきます。

スクイージーまたはWXvwタンクに
wがるバキュームホースが©Nまたは
z{

バキュームホースをÄÅするか+�
します。

WXvwタンクカバーがà4にdまっ
ていない

./0がないか��し、カバーがx(に
dじているのを+�します。

34バキュームフ
ァンが¿�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。

WXvwタンクがEZ WXvwタンクをeXします。

WXvwタンクにbがEZ WXvwタンクをdにします。

3�の-をìらすか、または|b�を£
えるか、あるいはそのW'を'います。

WXvwタンクのセンサーWれまたは
`り

センサーを34するか+�します。

�に34!がほと
んど9れないか、
まったく9れない
（�(の34モー
ド）

34!タンクがd 34!タンクに=Xします。

34!の9-がオフ 34!の9-をオンにします。

34!�aラインの`り 34!�aラインをXで3い9します。

34¤�が¯い ワンステップRSボタンがオフ ワンステップ34ボタンをオンにします
。

,B©な3�またはブラシ テナントカンパニーの�#をëけたサー
ビスセンターにごf¦ください。

34!タンクがd 34!タンクに=Xします。

メインブラシにz�が¦み¥いている z�をを¨りHきます。

メインブラシが�_ ブラシを+�します。

ブラシÄc�が¬なすぎる ブラシÄc�をìやします。
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·q ãä Óê'%

FaST システムが
¿�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�aホースまたはコネ
クタ（あるいはそのW'）の`まり

コネクターとホースを³XにÕして34
します。

FaST- パックがdかまたはÄÅされ
ていない

FaST- パックを+�して�aホースを
ÄÅします。

FaST システムがプライム
（%��T$）されていない

T$するには、 FaST 34!システム
を[!>¿�します。

フィルタースクリーンが`まっている 34!タンクをeXして、フィルタース
クリーンを¨りVして34します。

ヒューズが©れている テナントカンパニーの�#をëけたサー
ビスセンターにごf¦ください。

34!ポンプのf. テナントカンパニーの�#をëけたサー
ビスセンターにごf¦ください。

ES システムが
¿�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_の ES センサーWれ センサーを12します。

ES ポンプフィルターの`り ES フィルターを12します。

WXvwタンクのXのレベルがÉく
Kぎる

WXvwタンクをÎ×!ÕÖします。

34!タンクのXのレベルがÉく
Kぎる

34!タンクに=Xします。
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����7

º
の+には、»�¼の��Oが��されています。
O = オペレーター
T = pqをfけたZ

ÐÑ �÷Z
ÒÓÔ
Õ ��Öc ��×@

ØaÙ/
EN

��
��
Öc

±* 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 i�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 z{または�_を�� - 3

O 3, 14 メインブラシ z{または�_を�� - 2

O 4 サイドブラシ
(オプション)

z{または�_を�� - 1

スクイージーブレード
のz{または�_を�
�

- 1

O 6 リアースクイージーブ
レード

z{または�_を�� - 1

�きを�� - 1

O 7 サイドスクイージーブ
レード

z{または�_を�� - 2

O 8 vwタンク 12 - 1

O 8 vwタンク、ES
モード（オプション）

ES フィルターを12 - 1

O 9 34!タンク、ES
モード（オプション）

12 - 1

50 -> O 16 FaSTフィルターLM 12 - 1

O 16 ec-H2O
フィルターLM（S/N
000000-013000）

12 - 1

T 3, 14 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 �3 ホイールナットのpめ
¥け
（�¢の50->のみ）

- 1

T 15 バッテリー バッテリーケーブルの
ÄÅ�を12してp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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ÐÑ �÷Z
ÒÓÔ
Õ ��Öc ��×@

ØaÙ/
EN

��
��
Öc

100
A�s
>�

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 �½¾に�まった
wを�し¿します

- 1

O 13、20 タイヤ �Áの;u - 3

T 6 リヤスクイージーキャ
スター

�w SPL 2

T 6 リヤスクイージー ��の;u - 1

O 2 ��ヘッドスカート �ÁやÂ�の;u - 1

T 3、14 ÃÄ��ヘッド{|バ
ンパー

�ÁやÂ�の;u - 2

200
A�s
>�

T 12 フロントホイールサポ
ートベアリング

�w SPL 2

T 17、18 トルクチューブ
(シリンダーブラシ)

�w SPL 4

T 3、14 トルクチューブ
(ディスクブラシ)

�w SPL 4

T 12 ステアリングシリンダ
ー

�w SPL 1

T 1、19 ラジエーターのホース
とクランプ

�oけÆ�やÂ�の;
u

- 2

T 11 ブレーキペダル Bv��の;u - 1

400
A�s
>�

T 1 エンジン エアフィルターの·¸ - 1

7nフィルターの·¸ - 1

T 20 リアホイールベアリン
グ

;u、�w、Bvする SPL 2

800
A�s
>�

T 10 ��wタンク コンセントのストレーナーの
ST

1

T - w4ホース �ÁやÂ�の;u - �て

T 1、19 ´µ� �� WG 2

T 13 HIモーター シャフトナットの�め
oけ

- 1

T 13 フロントホイール ホイールナットの�o
け

- 1

T 15 バッテリー バッテリーターミナル
のG�、�oけ

- 1
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ÐÑ �÷Z
ÒÓÔ
Õ ��Öc ��×@

ØaÙ/
EN

��
��
Öc

1000
A�s
>�

T 16 FaST システムフィル
ター

·¸ - 2

T 1 エンジン、È�� スパークプラグの·¸ - 4

T 1 エンジン PCV システムの;u - 1

T 1、19 ラジエーターのホース É�やÊ½の;u - 2

1200
A�s
>�

T 10 ��wタンク w4フィルターを·¸
してください

- 1

2400
A�s
>�

T 10 ��wタンク ��wの·¸ HYDO 1

コンセントのストレー
ナーの·¸

1

5000
A�s
>�

T 1 エンジン、È�� カムシャフトとバラン
スシャフトベルトの·
¸

- 2

ghi/!0

EO エンジンオイル、5W−30 SAE−SMV$。.....
HYDO Tennant��プレミアム��wまたはË�Ì...
WG Xまたはエチレングリコール アンチフリーズ、-34 í(-30 î)....
SPL ãïghi、Lubriplate EMB グリース ( テナントカンパニー��Fï 01433-1)....
 
��: ゴミがçèに�いところでは、$���の�5が�くなるd�eがあります。
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��のタッチポイント

��にはシンプルなÍ
アイテムを�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ÎÆが�Zありません
。

ø�

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

エンジンオイル

±*エンジンオイルのレベルを��します。
100¿�->ごとに、オイルとオイルフィルター
を+�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�してください。インジ
ケーターマークの�ckを�えて�しないでく
ださい。

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

スクイージーキャスターベアリング

100 ¿�->ごとに、スクイージーキャスター
ベアリングに�iします。

��サポートベアリング

200 ¿�->ごとに、�3サポートベアリング
に�iします。W�3サポートのグリース��ð
は、フレームサポートプレートのbにあります。

ステアリングシリンダー ベアリング

200 ¿�->ごとに、ステアリングシリンダーに
�iします。ステアリングシリンダーベアリング
は、�3サポートのAにあります。
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リアホイールベアリング

400A�s>ごとに、リアホイールベアリングに
��がないかどうかを;uし、 りoけ�してB
vしてください。 Lubriplate
EMBグリース（テナントパーツYU01433-1）を	
 します。

トルクチューブ  シリンダーブラシ

200 ¿�->ごとに、トルクチューブに�iし
ます。�
のオペレータØでは、トルクチューブ
のグリース��ðがUVタンクのbにあります。

オペレータのÈÓØでは、トルクチューブのグリ
ース��ðがプロペルポンプのbにあります。

トルクチューブ  ディスクブラシ

200¿�->ごとに、3 つのトルクチュー
ブフィッティングに�iします。2 つの
フィッティングはマシンのWØに、
3 F�のフィッティングはセンター
ブラシのSにあります。

ピボットシャフト  ディスクブラ

200¿�->ごとに、ピボットシャフトに
�iします。
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Ùシステム

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

±*、¿�³-のi�オイルレベルを��し
ます。i�オイルレベルは、!��のSbライン
の>になければなりません。i�オイルレベルを
��するときは、ホッパーをbげてください。

)*: ÙオイルタンクをÜÝにし8ぎたり、

Éいオイルレベルのまま��を��させたりしな

いでください。��のÙシステムがÞ£する�
れがあります。

2400A�s>�に��wタンクを9にし、iしい
Tennant��プレミアム��wを�w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 ->¿�ごとに、フィラーキャップを+�
します。キャップをタンクに¨り¥ける�に、
フィラーキャップガスケットに!�!でxいyを
つくります。

1200 ¿�->ごと、またはi�タンク_の!³
がÎ32°C(90°F) のとき、i�タンクのゲー
ジが1/ sのゾーンにあるL@に、
i�フィルタを+�します。

2400 ->¿�ごとに、i�ストレイナーアウト
レットを+�します。
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Ùオイル

ÎÏ³のzいにより、�の 3
>"の��iを°�できます。

Tennant True プレミアム�-� (üýþh)

パーツ
�õ

²i ISO � 
グレード
の� �
í (VI)

U£� 
の�£

1057710 3.8 リットル
(1 ガロン)

ISO 100

VI 126
ºc

19�C
(65�F)
ºc

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
ºc

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
ºc

16�C
(60�F)
º


1057708 19 リットル
(5 ガロン)

^{のi�オイルをお%いのL@は、テナントの
i�オイルeIにB@していることをご+�くだ
さい。òj�は、i�システム��のóôを£く
する§れがあります。

)*: Ùシステム	-のØa�9は、システム
×	のE®にßàしています。áや¢â�がÙ
システムにã�すると、�9�}、äÑå:、
Þ£を�き�こします。

Ùホース

800 ->¿�ごとに、i�ホースに�_や{º
がないか��します。

'�のため： ��を����しているときは、

æによるÙオイルçれをカードボードで�Ä
してください。

W(に�さなÁからeÇされている/�オ
イルは、ðど|えませんが なº/をpき}こ
すことがあります。

00002

¸Çi�オイルによりº/を~ったL@は、©ち
にõñの�öをëけてください。©ちにõòê?
を�じないと、 いóôをpき}こす§れがあり
ます。

オイル¸れを�|したときは、サービスÔ¶また
はrw;にf¦してください。
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エンジン

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

èéシステム

��のために: ��を��¶·するときは、:く
なっているエンジンÉÊ¸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Éやしてく
ださい。

リザーバー�の´µ¶レベルは、�Ò;uしてく
ださい。
´µ¶のレベルは、エンジンが´えているsに、
インジケーターマークの>でなければなりません
。
�/´µ¶の��に,する-.は、クーラントの
メーカーにお¤い�せください。

800 ->¿�ごとに、ラジエーターと��シス
テムをX3します。

エンジンのオーバーヒートを�|するために、´
µ��にはÓÔな�の´µ¶が�れている�Zが
あります。

200 ->¿�ごとに、ラジエーターホースとク
ランプを��します。�んでいるクランプをpめ
てください。z{しているホースとクランプは+
�します。

1000 ��->±に、ラジエーターのホースの÷
�とø�を��してください。

100 ->ごとに、ラジエータコアーV&と
i��クーラーひれにz�がpっ¥いていないか
��します。�(のd=9とはÈÓ'�に、ラジ
エーターグリルとフィンを�ってすべてのゴミを
áき�ばすか3い9してください。12している
とき、��フィンをõげないように��してくだ
さい。ひれに¼がこびり¥かないように、フィン
をà4に12してください。ラジエーターにひび
が�らないように、12する�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 ->¿�ごとに、エアーフィルターを+�
します。

ABフィルター（LPG）

400 ->¿�ごとに、LPG UVフィルター
を+�します。

UVロックを!Gしてバルブから¨りVすと、
LPG UVフィルターが;れます。

'�のため： ��を����するときは、
AB�qbcにrやs�を�づけないでくだ

さい。gtをよくしてください。

LPG tê4

100 A�s>�に LPG �½¾に�まったwを�
し¿してください。

'�のため： ��を����するときは、

AB�qbcにrやs�を�づけないでくだ

さい。gtをよくしてください。
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��フィルター（ガソリン）

400 ->¿�ごとに、ガソリンUVフィルター
を+�します。

'�のため： ��を����するときは、

AB�qbcにrやs�を�づけないでくだ

さい。gtをよくしてください。

エンジンベルト

��を 50 s>�#する�に、ベルトのÕmを;
uしてください。ベルトのÕmは�Zに�じてB
vしてください。ÖしいベルトのÕmは、ベルト
の�Y�い×の�>¦に 4 ～ 5 kg (8 ～ 10
lb)のmを*えたsに13 mm
(0.50 インチ)��たわむ��が�jです。

�L: ��_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 A�s>�に、PVC
システムを;uしてください。
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スパークプラグ - ë;<エンジン

スパークプラグは、��を1000s>�#する�
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 A�s>�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 ->¿�)、そしてその)800 ->¿
�ごとに、バッテリーのÄÅ�を12してpめて
ください。バッテリーから�=プラグを�
いたり、バッテリーにXを£えたりしないで
ください。

'�のため：
��を����するbhは、バッテ
リーの=Eとì>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、fÛが�éêになったとき、�-を
��させてワイヤーハーネスをCDするZいíて
の�Âです。リレーは、��の�Æシステムに
-れる�äをオン/オフにするスイッチです。
リレーパネルカバーをJり�き、フューズと
リレーにアクセスします。

��: フューズは、�ずîじアンペアï
の
フューズとLMしてください。 LM[の15ア
ンペアフューズが、リレーパネルのðきñしの"
にあります。

リレーパネルSのµフューズとリレーの¦?は、
�のYをÌ°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。

µフューズとk�されているv�は、�のテーブ
ルをÌ°してください。

フューズ  í  �されているO?

FU1 15 A =ù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 キャブワイパー／Z[り（オプション）

FU5 15 A 34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12バキューム"¤

FU7 15 A 34!/ ホッパーラッチとド
アー/+�aX/)I/シェーカー

FU8 15 A ES/FaST/ 3�/ ホッパーダウン/
スプレーワンド

FU9 15 A ライト

FU10 15 A キャブファン（オプション）

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 \4�（S/N 000000-013000）

FU13 15 A �"6ポンプ (S/N 013001-       )

FU14 15 A %われていない

− 20 A ec−H20
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µリレーとmRされているv�は、�のテーブル
をÌ°してください。

リレー  í �îされているO?

M1 12 VDC, 40 A mRされているv�  1

M2 12 VDC, 40 A mRされているv�  2

M3 12 VDC, 40 A %われていない

M4 12 VDC, 40 A )I

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 %われていない

M11 12 VDC. 40 A FaST Xポンプ (FaST
ハーネスに�?)

M12 12 VDC. 40 A スプレワンド
（スプレワンドハーネ
スに�?）

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¦
については、ヒューズボックスのカバーを�Vし
てください。

��: フューズは、�ずîじアンペアï
の
フューズとLM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4mワンドリ
レーは、バッテリーの�ろに りo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oけられて
います。

リレー u� QRされる+�

- DC 12V 40A スプレーワンド

- DC 12V 40A N4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x�+�が��
���となったときにx�の�れを�Ùするため
のリセット�	なÚ��です。A��にサーキ
ットブレーカーが��した��、そのÛÜを��
し、モーターの}�が
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。
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スクラブブラシとパッド

�
は、ディスク、シリンダースクラブ
ブラシ、または12パッドで9$するこ
とができます。±*スクラブブラシまた
はパッドを��して、ブラシやブラシド
ライブハブから、¦みついた¤やワイヤ
ーを¨りHいてください。また、ブラシ
やパッドにz{や�_がないか��して
ください。

ディスクブラシ

����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。

12パッドは%�する�に、パッドドラ
イバに9½しなければなりません。
12パッドは、センターディスクにより
�#の¦?にk¢されます。

12パッドは、%�)©ちにXと.�で
12する��があります。�¡ワッシャ
ーでパッドを34してはいけません。
パッドを�にぶらbげるか、nらに?い
てúöします。

�Ä： ブラシとパッドは、
�ずセットでLMしてください。
そうしないと、ブラシやパッドの
òさがóô4になります。

ディスクブラシまたはパッドドラ
イバーを+�する

1. スクラブヘッドをSげます。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

2. ÐVØのブラシドアを*きます。
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3. GHレバーをqさえたまま、セン
ターブラッシに�がèくようになる
まで)��ディスクブラシヘッドを
v#します。

4. スプリングハンドルが|えるようにな
るまで、ブラシをêします。

5. スプリングハンドルをぎゅっと
éって、ブラシを�に�とします。

6. スクラブヘッドのbからブラシを¨り
Áります。

7. 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

8. ��のブラシをスクラブヘッドのbに
?いて、ブラシがハブにロックされる
までµブラシをハブに¢ちSげます。

9. �#の¦?にロックされるまでディス
クブラシヘッドをv#して、34¦?
に}します。

10.ÐVØのブラシドアをdじます。

11. ÑVØのブラシドアーを*いて、Ñブ
ラシでも�じ��を�りvします。

�Ä： センターブラシには、��の
Ìõからのみアクセスすることが
できます。
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ディスクパッドを+�する

1. �
からパッドドライバを¨りV
します。

2. スプリングクリップをWØからぎゅっ
と÷って、センターディスクを¨りV
します。

3. スクラブパッドをZvしにするか
+�して、スクラブバッドをパッドド
ライバにセンタリングします。
それから、センターディスクをパッド
ドライバにª9Öしてパッドをドライ
バの�#の¦?に®#します。

4. �
にパッドドライバをª��
します。

シリンダーブラシ

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

ブラシのóôを�にして�ûの
34�を�るためには、50¿�->ご
とにブラシパターンを��し、ブラシの
�)を�しjえます。

G�fÝがなくなったらブラシを·¸してくださ

い。

��： �_したブラシはペアー
で+�します。i�の,さが,üE
なブラシで34すると、
34¤�がì¬します。

シリンダーブラシを+�または�)を�
しjえる

フロントブラシは�
のÑØからアク
セスし、リアブラシはÐØからアクセス
します。

1. スクラブヘッドをX3いします。

2. VØのブラシドアを*きます。
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3. UØのブラシドアを*きます。

4. ブラシアイドラプレートを¨りV
します。

5. スクラブヘッドからブラシを
�きます。

6. ��または�しjえのブラシを
ドライブモーターハブにhりEま
せながら、ブラシのW~をqしEんで
9½します。

7. %�_のブラシは、�)のみを�れj
えてください。 ~と~を�れj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
¨り¥けます。

9. UØとVØのブラシドアをdじます。

10. ブラシのパターンを��し、��のブラシを
lれÞえた�に、�Zに�じてBvします。
「メインブラシパターンの��と��」を�
Vしてください。
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�kブラシ パターンを�する

1. �のhらかでnýな¹�に、チョー
クまたは"þのマーキング0�を
まきます。

�Ä： チョークなどがない� は、
ブラシを 2ã�¾の7でf�させます。
¾の7にöき÷がøります。

2. スクラブヘッドを¢ちSげて、チョー
クをまいた¹�のSにブラシを·�
します。

3. パーキングブレーキをÀけます。

4. 1STEP 34ボタンをqして、
スクラブヘッドをbげます。
ブラシ�を�Éに�#し、ブラシを
15～20ø¿�させます。 チョークを
まいた¹�で、スクラブヘッドは
1¹�にsめておきます。

5. スクラブヘッドを¢ちSげて、バーキ
ングブレーキをVし、チョークをまい
た¹�から�
を·�してCします。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

6. ブラシパターンを�öします。
ブラシパターンがµブラシの4,にわ
たり�じmで、さらにWブラシの
バターンが�じmであれば、)�は
,�です。

10355

7. ブラシパターンが�lりになっている
L@は、このマニュアルの”シリン
ダーブラシの�lりを)�する”
セクションをÌ°してください。

10652

8. ブラシがbろされたº»の-、ブラシ
パターンはmが 50～75 mm (2～3 in)
の>で、W'のパターンが�じmでな
ければなりません。Wブラシのmが
,üEのL@は、このマニュアルの
”シリンダーブラシのmを)�する”
セクションをÌ°してください。

10653
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シリンダーブラシの�lりを)�する

1. ブラシドライブハウジングの
4�の¨り¥けボルトを�めます。

2. スクラブヘッドØのパターンmを
ìらすにはブラシドライブハウジング
をSげ、パターンmをìやすには
bげます。

3. ¨り¥けボルトをpめます。

4. ブラシパターンをª��します。
��に«じてª)�します。

シリンダーブラシのmを)�する

1. スクラブヘッドのWØでドラッグリン
クの,さを)®します。 Wドラッグ
リンクを,くしてリアブラシパターン
mをìやします。Wドラッグリンクを
£くしてフロントブラシパターンmを
ìやします。�ずµドラッグリンクの
ナットを�じv[だけvしてく
ださい。

��： ドラッグリンク)�ボルトをE
Zに 2 v#すると、ブラシmがÎ
25mm（1in）f�します。

2. ブラシパターンをª��します。
��に«じてª)�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XYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

±*、サイドブラシの�_とz{を��
します。 サイドブラシとサイドブラシ
ドライブハブから、¦みついた¤やワイ
ヤーを¨りHきます。

サイドブラシ（オプション）をfgする

����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S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|えるようになるまで、ブラシをv
します。

3. スプリングハンドルをぎゅっと
éって、サイドブラシを�に�と
します。

4. サイドブラシアッセンブリーのbから
サイドブラシを¨りH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bに?き、¢ちSげて
サイドブラシハブに�しEみロックさ
せます。
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FaST システム

FaST- パックのfg

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをº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EF�までスライドします。

3. FaST �aホースコネクターのSのボタ
ンをqし、w,�からdの FaST-
パックを�き¨りz$します。

4. �しい FaST- パックのミシン�の�!を
©りCします。 パックからeは¨りV
さないでください。バッグのÝ�にあるホー
スのコネクターをpきÇして、コネクターか
らホースキャ ップをVします。

��: FaST- パック（¾RSùúU）は、
FaST システムRS�l[に}~に�jさ
れたものです。 ÕûÂはüしてZわないで
ください。FaST システムがc	するおそれ
があるので、ÓのRSUはýþにZ[しないでく
ださい。

5. FaST- パックを FaST-パックブラケッ
トにhりEませます。

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

7. 3�からù/されるXbが�になるまで、
[!> FaST システムで34します。
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FaST ðqホースコネクターの²³

3�が®½しているL@は、コネクターをぬるま
ËにÕします。 FaST- パックが¨り¥けられ
ていないL@は、�aホースコネクターをkrプ
ラグに�しEんでkrし、ホースの`りを8ぎ
ます。

FaST システムフィルタースクリーンの²³

FaST システムフィルタースクリーンは、
34!タンクからFaSTシステムに9れEむXを
úKします。

�ùの Dからフィルタースクリーンを¨りVし
て、50 ¿�->ごとにスクリーンを12してく
ださい。フィルターを¨りVす�に、34!タン
クをdにしてください。.

FaSTシステムのフィルターのª9

FaSTシステムのフィルターは、��を1000s>�
#する�に·¸してください。フィルターを·¸
する�に、���タンクを9にしてください。
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ec-H2OシステムÜÝ��

このß�は、アラームが�りec-H2Oシステムの 
�のインジケーターライトが;<したsだけ�I
してください。

Ec-H2O モジュールの��?@ (S/N 000000-013000)

��のために: ��から れるXY、または��¶
·を;うXYは、¸¹な³�に[め、パーキングブ

レーキをLけて"ùを�ってください。

1. �#à�ろのÚá バッグからâãの��ホ
ースを りäしてください。

2. �#àカバーをロックしてください。

3. ec-H2Oシステムのlåホースを���¹�ホ
ースからäし、lå��ホース
(¡�のコネクタ)
をec-H2Oシステムlåホースに2Aしてくだ
さい。

4. ec-H2Oシステムの¿åホースを��ヘッドに
2Aするホースからäし、¿å��ホース
(¢�のコネクタ)
をec-H2Oシステムの¿åホースに2Aしてく
ださい。

5. ec-H2Oシステムのlå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lっ
た�¾にlれてください。¿åホースを9の
バケツにlれてください。

6. エンジンを��せずに、キーをオンの¦に
+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X�してください。

�: $%サイクルが�{すると
(�7�0)、モジュールの��は�u�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��するには、モジュールをz�に7�
7�,しなければなりません。
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8. 7Ô>の��サイクルの�、ビネガーの�¾
からæいcげホースをçき り、ホースをき
れいな´�のlった�¾にlれてください。
��フラッシュスイッチを~し、モジュール
に8ったビネガーを�い�してください。1
〜2Ô�、フラッシュスイッチをもう��~
してモジュールを{|してください。

9. ec-H2Oシステムのlåホースと¿åホースか
ら��ホースを りäし、Úá バッグに�
してください。

10. ec-H2Oのlåホースと¿åホースを2Aして
ください。ec-H2Oシステムのインジケーター
ライトが;<をAける��は、��ß�を�
��èしてください。それでも\BがAく�
�は、¡zサービスセンターにごp{くださ
い。

11.¿åホースとlåホースを、ec-H2Oアセンブ
リとブラケットの>にlれてください。

�:
��ホースと��ホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの7に3ろし、�,�シートカバーを�
じたときに、�んだり��させたりしないように
してください。

12.�#àカバーを£めてください。
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Ec-H2O モジュールの��?@ (S/N 013001-           )

ABにCするDEFG：��からHれるIJまたはK
LMNをOうIJは、�をPQなIRにSめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をTってください。

1. �"6タンクを^にしてください。

2. _`�"ホース (bcのコネクタ)
をefghろのij�バッグから[りlしてください
。

3. efgカバーをロックしてください。

4. ec-H2Oシステムの_`ホースを�"ヘッドにo�す
るホースからlし、_`�"ホース (bcのコネクタ)
をec-H2Oシステムの_`ホースにo�してください。

5. _`ホースを^のバケツに!れてください。

6. ホワイトビネガーまたはライスビネガーをs5ガロン（19
リットル）、^の�"6タンクにuいでください

7. エンジンをvwせずに、キーをオンのxyにzしてくだ
さい。

8. ec-H2Oモジュールフラッシュスイッチをオンにして、�
"サイクルを~vしてください。

��：�0サイクルが12すると
(3745)、モジュールの�8は9�: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<=するには、
モジュールを>?に74@ABしなければなりません。

9. 7��の�"サイクルh、�"6タンクからビネガー
を�?に�_し、すすぎます。きれいな��をs3ガ
ロン（11リットル）�"6タンクに�えてください。��
フラッシュスイッチを&し、モジュールに�ったビネガー
を�い�してください。1～2�h、フラッシュスイッチを
��&し、モジュールを��してください。

10.�"ホースをec-H2Oシステムの_`ホースから[り
lし、ij�バッグに�してください。

11. ec-H2Oアウトレットホースを�o�します。ec-H2O
システムのインジケーターライトが��を�ける�5
は、�"��を����してください。それでも�
�が�く�5は、��サービスセンターにご��くだ
さい。
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12.¿åホースとlåホースを、ec-H2Oアセンブ
リとブラケットの>にlれてください。

�:
��ホースと��ホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの7に3ろし、�,�シートカバーを�
じたときに、�んだり��させたりしないように
してください。

13.�#àカバーを£めてください。

ec-H2OフィルターUVのWX（S/N 000000-013000）

50->¿�±にec-H2Oのフィルタースク
リーンを¨りVし、12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XYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

±*スクイージーブレードがz{または�_して
いないかを��します。ブレードが�_している
L@は、ブレードのエッジとエッジ、またはSと
bを�しjえて、�しいÒき¨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+�します。

±*スクイージーブレードのゆがみを��します
。ûなるタイプの�&を34するL@も�Iです
。100¿�->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fg
（またはXYñòえ）

1. スクラブヘッドをb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¨ります。

3. リアスクイージーアッセンブリーからW'の
¨り¥けノブを¨りVします。

4. �
に�`を�れ、スクラブヘッドを¢ちS
げてから、�`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
¨りVします。

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

7. リアスクイージーを¨りVします。
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8. �しいリアスクイージーブレードを¨り¥け
るか、または%�_のブレードの'�を�し
j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ÁをタブにpっÀけてく
ださい。

9. ÁをタブにÂえて、リアサポートバンドを¨
り¥けます。

10.リアサポートバンドテンションラッチをpめ
ます。

11.フロントサポートバンドテンションラッチを
�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¨りVします。

13.�しいフロントスクイージーブレードを¨り
¥けるか、または%�_のブレードの'�を
�しj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ÁをタブにpっÀけ
てください。
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14.ノッチをタブにÂえて、フロントサポートバ
ンドを¨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
pめます。

16.�
にリアスクイージーアッセンブリーをª
9½します。

17.��なL@は、リアスクイージーを��して
)�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)�”
と" リアスクイージープレードをXn
にする" セクションをÌ°してください。

サイドスクイージーブレードのfg
（またはXYñòえ）

1. ��なL@は、スクラブヘッドを¢ち
Sげます。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

2. VØ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Sのラッ
チをV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¨りV
します。
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5. サイドスクイージーブレードをVします。
スクイージーブレードのVØのエッジが�_
していないL@は、�
のÈÓØのスクイー
ジーブレードと�れjえます。W'のエッジ
が�_しているL@はz$します。

6. �しいスクイージープレードまたはÈÓØと
�れjえたブレードを¨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ª9½
します。

8. サイドスクイージーサポートバンドSのラッ
チをpっÀけます。

9. VØのブラシドアをd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ª9またはF¶

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

サイドブラシスクイージーブレードに�ÁやÂ�
がないことを、�Ò;uしてください。é¤がブ
レードのêÔº
のëさにĆ¥�または�Áして
いる��は、ブレードを·¸してください。

1. ��ヘッドを
げてください

2. ピンをçき、スクイージーバンパーを りä
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X
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ä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�
�に�する¡-の¢があります。

5. バンパーのピンにc¡する¦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o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oけてください。

7. スクイージーバンパーを りoけ、ピンをì
し§んでください。



����

98 T20 Gas/LPG 9016004  (9−2016)

リアスクイージーをRiにする

スクイージーブレードが34している�&と4,
にわたりEIにÄ�するように、スクイージーを
Xnにします。この)�は、nýでXnな�&で
'います。

1. スクイージーをbろして、�
を[メートル
（フィート) �Iさせます。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

2. スクイージーブレードの4,にわたって、ス
クイージーの�きを�öします。

3. ブレードの4,で�きがüEでないL@は、
スクイージーレべリングナットをvして)®
します。

スクイージーを45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ÈÓ
'�にvすと、スクイージーブレード�~の
�きがìります。

5. スクイージーレべリングナットを-�'�に
vすと、スクイージーブレード�~の�きが
ìえます。

6. スクイージーをbろして�
を�Iさせ、)
�が
¾であるかスクイージーブレードの�
きをª��します。

7. ��なL@は、スクイージープレードをª)
�します。

リアスクイージーブレードóきの2�

�きとは、�
が�Iするときスクイージー
ブレード40がたわむ@です。�ûの�きは、
スクイージーが��の�きで�をà4にÒき¨り
úいたº»にするL@です。

��:
�きを´�する]に、スクイージーが^�になっ
ているのを¢nしてください。"リアスクイー
ジーを^�にする" をNOしてください。

1. スクイージーをbろして、�
を[メートル
（フィート) �Iさせます。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをº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@を�öします。xしい�き
@は、�hな�の34には12mm(0.50in)、
üい�の34には15mm (0.62in)です。

12 mm
(0.50 in)

3. )�ノブを-�とÈÓ'�にvして�きをì
やすか、-�'�にvして�きをìらし、
スクイージープレード40の�きを)�
します。
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4. )�)、�
を�Iさせてスクイージー
ブレードの�きをª��します。

5. ��なL@は、スクイージープレードの�き
をª)�します。

スカートとシール

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをºい
てください。

スクラブヘッドスカート

100 ¿�->ごとに、スカートにz{と
�_がないか��します。

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

´ROPタンクシール

±*、WXvwタンクカバーのシールにz{や
�_がないか��します。

CDEタンクシール

±*、34!タンクカバーのシールにz{や�_
がないか��します。
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ブレーキとタイヤ

ブレーキ


týブレーキは、)3に9$されています。
ブレーキは、FのブレーキペダルとÄÅケーブル
で��されます。

200 ¿�->ごとに、ブレーキ)�を��
します。

ブレーキのBCを��する��、íWブレーキペ
ダルから、ペダルの�きにîïがある;までの¨
sを©Wします。¨sは、 6mm (0.25 インチ)
～ 19mm (0.75 インチ)
である�Zがあります。�Zに�じてブレーキを
BCします。

タイヤ

100 ¿�->ごとに、タイヤにz{と�_が
ないか��します。

d@

�¢の50 ¿�->)と、Åく800 ¿�->
ごとに、�3ナットをYの�þで、122 ～ 149Nm
(90 ～ 110ft/lb) のトルクで2 vpめます。

2

3

4

1

5

A�モーター

800 ¿�->ごとに、シャフトナットをgh¹�
でトルク508Nm (375 ft/lb)、Wgh¹�で
644Nm (475ft/lb) にpめます。
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��のプッシング、トーイングおよびBC

��のô�、Iõし

�
が�かなくなったL@、�)で)qしできま
すが、opは�のみです。

�
が)qしまたはopされるとき、5'ポンプ
にはバイパスバルブが9$されていて、i�シス
テムのz{を8ぎます。 このバルブにより、
f.
を£�C、1.6kp/h (1mph) [bの
Vで·�させることができます。 �
は、
,�Cを�いVで)qしまたはopするeIに
はなっていません。

A)*: A�システムがÞ£する�れがある
ので、,D�のIõしやô�はEけてください。

�
をプッシングまたはトーイングする�に、
プロペルポンプのÝにあるバイパスバルブを�(
の¦?から90 （いずれの'�でもより）vし
てください。)qしやopがÓÜしたら、バイパ
スバルブを�(の¦?に}してください。
�(の¿�_は、バイパスバルブを%わないでく
ださい。

��のBC

1. スクイージー、�"ヘッド、ブラシを$に$げます。�
�に�じてホッパーを$に$げて、タラップとの��を
さらに�iします。

ABにCするDEFG：��をトラックまたはトレーラー
に �み�むにあたっては、

�み�む�にタンクとホッパーを�にしてください。

�：CDEをFる�	のGHは、タイヤのJKやCD
�L、MNOP、そのQRSのTUをVけます。トレー
ラーによるXYは、	Zを[?に\み]む^_の`a
をVけたbcdはeなってはなりません。

2. ��をefしてトレーラーまたはトラックに�み�み
ます。��はその �が>?に�¡し、トレーラーま
たはトラックに>?にストラップ3-できるように¢y
します。
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3. パーキング
ブレーキを£け、¤ホイールのhろに¥�めをyき、
��がwかないようにしてください。

4. �"ヘッドを'げてください。

ABにCするDEFG：��をトラックまたはトレーラー
に�み�ろしするYは、��をロープで��する�に�
�ヘッドとスクイージーを!げてください。.

5. ��フロント%の¦§の'¨にある©とリヤタイヤの
hろにあるリヤジャッキング
ブラケットの©に3-�ロープを[り«けてください。

6. ��の¬®に3-�ロープを¯し、トレーラーま
たはトラックの°のブラケットに±めてください。3-�
ロープを²め«けてください。

��：トレーラーまたはトラックのfにg hブラケットを
jりkけるlRがある&'もあります。
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��のジャッキアップ

�
をジャッキで¢ちSげるL@は、j�にホッ
パー、vwタンク、34!タンクをdにします。
O#されたL�にジャッキを�てて¢ちS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Xnな�&SにËめ、
タイヤsめをつけてからジャッキで¢ちSげてく
ださい。

�
)�のジャッキ¦?は、Wサイドの)3タイ
ヤのすぐ)にあります。

��ジャッキ¦?は、�3タイヤの©ぐ�の
フレームのSにあります。

��のために: ��から れるXYまたは��¶
·を;うXYは、��を¸¹なX�に[め、パー
キングブレーキをかけて"ùを�り、キーをº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jめをつけて

ください。��の�/に$するジャッキを"って

ください。ö された÷Fにのみジャッキを�て
てください。ジャッキで��をøえてください。

��の ù

�
を,�>krするL@は、j�に�の��を
�'してください。

1. 34!タンクとvwタンクをeXして34し
ます。vwタンクと34!タンクのカバーを
*いてd=を9�させます。

2. �
をnýでúいL�に��します。
�
を�にさらさないでください。
TUでkrします。

3. バッテリーを¨りVすか、または3ヶ�ごと
にバッテリーをÕ�します。
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Z[\S (ec-H2Oシステムを1Nしていない�])

ABにCするDEFG：��からHれるIJまたはK
LMNをOうIJは、�をPQなIRにSめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をTってください。

1. �"6タンクと��z³タンクは�ず^にしてくださ
い。

2. 1ガロン（3.8リットル）のプロピレングリコールをµ¶�と
する·¸6またはRV�·¸6を�"6タンクに!
れてください。

3. オプションの�5タンクのみ1Nした�]：1/2ガロン
（1.9リットル）のプロピレングリコールをµ¶�とする·
¸6/RV�·¸6を��タンクに!れてください。

��：オプションのES／��メーターシステムをopした
	qでは、
プロピレングリコールをuv4とするwxyまたはRVhw
xyをポンプラインに¹ºする��があります。

4. キーをオンのxyにzしてください（エンジンは^_し
ない） 。

5. �0メインブラシボタンを&します。

6. 1-STEPボタンを&してください。

7. �"6の��が»¼の,-になるまで、�0y{
�ボタン（+）を½り¾し&してください

8. ^~ペダルを¿むことによりシステム?Àに·¸6を
ÁÂさせます。

9. オプションの�5メーターのみ1Nした�]：��メ
ーターボタンを&して��メーターをÄwさせます。

10.1-STEPボタンを&し、システムのÅÆを ってくださ
い。

11.オプションのスプレーノズルのみ1Nした�]：ノズル
からRV�·¸6がÉ_するまでポンプのÅÆをオン
にしてください。

12. キーをオフのxyにzしてください。

13. �ったRV�·¸6は、�"6タンクからÊき[る�
�はありません。

��：�	にESまたはFaSTシステムをjりkけた��で
、��の��で��またはXYする&'には、��
な��を��するlRがあります。��は、,���
�にお�'せください。
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Z[\S (ec-H2Oシステムを1Nした�]）（S/N
000000-013000）

��のために:
��から れるXY、または��¶·を;うXY
は、¸¹な³�に[め、パーキングブレーキをL
けて"ùを�ってください。

1. ���タンクと��+,タンクの�をçき 
ってください。

2. lå��ホースを�#à�ろのÚá バッグ
から りäしてください。

3. ec-H2Oシステムのlåホースを���¹�ホ
ースからäし、lå��ホース
(¡�のコネクタ)
をec-H2Oシステムlåホースに2Aしてくだ
さい。

4. ec-H2Oユニットと�#ðの>からドレンチュ
ーブをñき¿します。チューブからキャップ
を りäし、チューブの¤を9の�¾にlれ
てください。キャップはªにいておいてく
ださい。キャップはªにいておいてくださ
い。

5. キーをオンの¦に+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�を2Ô>、
�¾にç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{|してください。

8. ec-H2Oシステムの¿åホースを、��ヘッド
に2Aするホースからäしてください。
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9. *4したエアー (344 kPa (50 psi) Z@)
をec-H2Oシステムの¿åホースに«ってくだ
さい。4¬9�を¿åホースにpAして«り
、ドレンチューブから�を��にçき って
ください。

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

11. ec-H2Oシステムのlåホースを���¹�ホ
ースに2Aし、ec-H2Oシステムの¿åホース
を��ヘッドに2Aするホースに2Aしてく
ださい。

12.¿åホースとlåホースを
ろし、ec-H2Oア
センブリとブラケットの>にlれてください
。

13.lå��ホースを�#à�ろのÚá バッグ
に�してください。
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Z[\S (ec-H2Oシステムを1Nした�]）(S/N
013001-                 )

ABにCするDEFG：��からHれるIJまたはK
LMNをOうIJは、�をPQなIRにSめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をTってください。

1. �"6タンクと��z³タンクを^にしてください。

2. 1ガロン（3.8リットル）のプロピレングリコールをµ¶�と
する·¸6またはRV�·¸6を�"6タンクに!
れてください。

3. キーをオンのxyにzしてください（エンジンは^_し
ない） 。

4. �0メインブラシボタンを&します。

5. 1-STEPボタンを&してください。

6. �"6の��が»¼の,-になるまで、�0y{
�ボタン（+）を½り¾し&してください。

7. ^~ペダルを¿むことによりシステム?Àに·¸6を
ÁÂさせます。

8. 1-STEPボタンを&し、システムのÅÆを ってくださ
い。

9. オプションのスプレーノズルのみ1Nした�]：ノズル
からRV�·¸6がÉ_するまでポンプのÅÆをオン
にしてください。

10. キーをオフのxyにzしてください。

11. �ったRV�·¸6は、�"6タンクからÊき[る�
�はありません。
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Z[\S（`aウォッシャーオプションを1Nした�]）

ABにCするDEFG：��からHれるIJまたはK
LMNをOうIJは、�をPQなIRにSめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をTってください。

��：���は、�りの	Z�0yシステムがx��
�された5にのみ�eしてください。

1. �"6タンクにプロピレングリコールをµ¶�とする·
¸6またはRV�·¸6が�っていることを�Ëして
ください。��に�じてÌ�してください。

2. ��をvwしてください。

��：パーキングブレーキがかかっていないと��ウォッシャ
ーは��しません。

3. 1-STEPスクラブボタンがオフになっていることを�Ëし
てください。

4. エンジン��ボタンを&すと、エンジンのzfÍがあ
がります。

5. ��ウォッシャースイッチの$%を&して、	0ウォッ
シャーシステムをオンにします。

6. 	0ウォッシャーをÍÎ�Ïwさせ、�をポンプから
�_します。レバーをさらにÍÎ�HÐすると、リタ
ーンラインから�が�_され、·¸6が¹ºされます
。

7. 	0ウォッシャーをオフにする�5は��ウォッシャー
スイッチの'%�を&してください。

8. ��のÅÆを ります。
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cd+のefにNえて

·¸6は、��の4�Ñに�"システムから�?にÊ
き[る��があります。

ABにCするDEFG：��からHれるIJまたはK
LMNをOうIJは、�をPQなIRにSめ、"#を

Tり、パーキングブレーキを-けてください。

1. ·¸6を�"6タンクから�?にÊき[ります。

2. �"6タンクをすすいでください。�"6タンクのÒ
Ó@Ôは、「ÕÏ」のÖの、「�0yタンクの��と
��」のÖを×Øしてください。

3. 3ガロン（11.4リットル）のきれいな��を�"6タンク
に!れてください。

4. オプションの��タンクのみÙÚした�Û：1/2ガロン
（1.9リットル）のきれいな��を��タンクに!れてく
ださい。

5. ��をvwしてください。

6. 1-STEPボタンを&してください。

7. �"6の��が»¼の,-になるまで、�0y{
�ボタン（+）を½り¾し&してください。

8. ghijスイッチオプションを1Nした�]のみ：Ý
ÞÂß�"システムをÏwさせる�5は、� �
�スイッチの'%�を&してください。

9. ��サイドブラシオプションを1Nした�]のみ：サイ
ドブラシスイッチを&し、サイドブラシをÄwしてくださ
い。

10. タンクが^になるまで��をefしてください。

��：オプションのESシステムをopした	qでは、ポンプ
ラインからwxyを£きjるlRがあります。

11. ��を��させます。

12. 1-STEPボタンを&し、システムのÅÆを ってくださ
い。

13. スプレーノズルオプションを1Nした�]のみ：ワンド
をÍÎ�Ïwさせ、·¸6をポンプから�_してくだ
さい。

14. `aウォッシャーオプションを1Nした�]のみ：エン
ジン��ボタンを&すと、エンジンのzfÍがあがり
ます。

�"6タンクにo�するリターンラインをバケツに!れ
ます。

	0ウォッシャーをÍÎ�Ïwさせ、·¸6をポンプ
から�_します。レバーをさらにÍÎ�HÐすると、
リターンラインから·¸6がバケツに�_されます。	
0ウォッシャースイッチをオフにし、エンジン��を'げ
、リターンラインを�"6タンクに�します。

	0ウォッシャーをÍÎ�Ïwさせ、·¸6をポ
ンプから�_します。レバーをさらにÍÎ�HÐす
ると、リターンラインから·¸6がバケツに�_され
ます。	0ウォッシャースイッチをオフにし、エンジン
��を'げ、リターンラインを�"6タンクに�し
ます。

15.��のÅÆを ります。



����

110 T20 Gas/LPG 9016004  (8−2022)

ec-H2OシステムのkN（�lS/N 000000-013000）

���タンクまたはec-H2Oシステムを9にしたま
ま��を�y>Ú)した��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XY、または��¶·を;うXY
は、¸¹な³�に[め、パーキングブレーキをL
けて"ùを�ってください。

1. ���タンクにきれいな´�をlれてくださ
い。�マニュアルの$%&タンクの�2の%
�V。

2. ¿å��ホース (¢�のコネクタ)
を�#à�ろのÚá バッグから りäして
ください。

3. ec-H2Oシステムの¿åホースを��ヘッドに
2Aするホースから りäし、¿å��ホー
スをec-H2Oシステムの¿åホースに2Aして
ください。

4. ec-H2Oシステムの¿åホースを9の�¾にl
れてください。

5. キーをオンの¦に+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�を2Ô>、
�¾にç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{|してください。

8. ¿å��ホースをec-H2Oシステムの¿åホー
スから りäし、Úá バッグに�してくだ
さい。

9. ec-H2Oシステムの¿åホースを、��ヘッド
に2Aするホースに2Aしてください。
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úû

��のÜGüýと@/のZ�

�� ���は��

�� 2410 mm (95 in)

�� 1470 mm (58 in)

��（オーバヘッドガード�き） 2120 mm (83.5 in)

��/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)

�（サイドブラシ�き） 1470 mm (58 in)


,�（メインブラシの�さ）  シリンダーブラシ 1020 mm (40 in)


,�（サイドブラシ�きで��）  シリンダーブラシ 1370 mm (54 in)


,�（サイドブラシ�きで
,）  シリンダーブラシ 1420 mm (56 in)

メインブラシ2 (2)  シリンダーブラシ 300 mm (12 in)


,�（メインブラシの�さ）  ディスクブラシ 1070 mm (42 in)

メインブラシ2 (3)  ディスクブラシ 360 mm (14 in)

サイドブラシ2  �� 410 mm (16 in)

サイドブラシ2  
,（シリンダーのみ） 530 mm (21 in)

���タンク�� 303 L (80 gallons)

6789タンク�� 360 L (95 gallons)

��タンクà� 22.7 L (6 ガロン)

ゴミトレイ�� 31 L (1.1 ft3)

ゴミトレイ�� 50 kg (110 lbs)

�� （�） 1497 kg (3300 lbs)

����� 2223 kg (4900 lbs)

=>?@� 80 mm (3 in)

Ú�� IPX3

Pòは IEC 60335-2-72 にしたがって®Wされています Measure

¯4レベル LpA 84 dB(A)

¯の«�W� KpA 3.0 dB(A)

¯°¿mレベル LWA + «�W� KWA 106 dB(A)

ó� - ßから± < 2.5 m/s�

ó� - �² < 0.3 m/s�
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��の�9Z�

!� [±

v#-の����m 2790 mm (110 in)

��IV 12.9 Km/h (8 mph)

�)IV 4.8 Km/h (3 mph)

67-の�#�µ�^と��^ - （d） 10.0°/18 %

34-の�#�µ�^ 6.0°/10 %

� -（GVWR）での�#�µ�^と��^ 8.0°/14 %

�
(#-の�Î�³ 43℃ (110_F)

�
の34
:%�-の�É³ 0℃  (32_F)

ÙシステムÅ3

システム �� ISO
³�グレードの³�ôP

xõ}�の´õ

��wタンク 38 リットル
(10 ガロン)

ISO 100 VI 126 ºc 19�C (65�F) ºc

��wµ� 45 リットル
(12 ガロン)

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

ISO 32 VI 163 ºc 16�C (60�F) º


�þ

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

È� 2.0 ピストン プラグのコイル 4 E¶ 4 85mm
(3.35
インチ
)

88mm 
(3.46
インチ)

ö�� テナント5W¿m SAE J1995
によるµ>÷¿m

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

ガソリン、�p
2800rpm で 37.8kw
(50.7 hp)

LPG、2300rpm で 31.6kw
(42.4hp)

LPG、2800rpm で
38.5kw (51.6 hp)

7n ´µ� x���

ガソリン、�p87オクタ
ン、�� 
7nタンク: 42 リットル
(11.2 ガロン)

�/エチレングリコール«ø
�

ù·12V

LPG、
7nタンク: 15kg (33lb)

�R: 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、��� (ND) 5WD�、��あり ;¸�ú

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

1.1 mm (0.043 in)  OHC 4.7 L (5 qt) 5W30
SAE−SG/SH
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ブレーキシステム

タイプ ��

サービスブレーキ 
týドラムブレーキ (2)、µ)3に1 Dずつ、
ケーブル��

パーキングブレーキ サービスブレーキ°�、ケーブル��

タイヤ

¦? タイプ サイズ

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

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

ステアリングÅ3

タイプ �`ソース

�3、i�シリンダー、ロータリーバルブmR i�アクセサリーポンプ
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mn��

!� [±

�"6ポンプ 
(S/N 000000−014000)

 G データなし

�"6ポンプ 
(S/N 014001−          )

DC 12V、11A、3.6 GPM（13.6 LPM)、»¼45
psi（310.3kPa)

�"6�� - メイン�"ヘッド 
(S/N 000000−014000)

2.46 LPM (0.65 GPM) − �

9.46 LPM (2.5 GPM) − 	

�"6�� - メイン�"ヘッド 
(S/N 014001−          )

2.7 LPM (0.7 GPM) − �

9.1 LPM (2.4 GPM) − 	

�"6�� - サイドブラシ
(S/N 000000−014000)

0.87 LPM (0.23 GPM) − �

1.43 LPM (.38 GPM) − 	

�"6�� - サイドブラシ
(S/N 014001−          )

0.75 LPM (0.20 GPM) − �

1.51 LPM (.40 GPM) − 	

ec-H2Oシステム

!� [±

�"6ポンプ 
(S/N 000000−014000)

1. DC 12V、11A、��0.7 GPM（2.6LPM) & 1.4
GPM（5.3LPM)、(2スピード)、75
psi（517.1kPa)の	0��

�"6ポンプ 
(S/N 014001−          )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

�"6�� - メイン�"ヘッド 
(S/N 000000−014000)

2.65 LPM (0.7 GPM) − �

5.30 LPM (1.4 GPM) − 	

�"6�� - メイン�"ヘッド 
(S/N 014001−          )

1.9 LPM (0.5 GPM) − �

4.5 LPM (1.2 GPM) − 	

�"6�� - サイドブラシ
(S/N 000000−014000)

0. 79LPM (0.21 GPM) − �

0.87 LPM (.38 GPM) − 	

�"6�� - サイドブラシ
(S/N 014001−          )

1.13 LPM (0.30 GPM) − �ow

1.32 LPM (.32 GPM) − 	

FaST システム

!� [±

34!ポンプ DC 12V、11A、��0.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiのN4{|

É34!9- 2.7 LPM (0.7 GPM)

/34!9- 5.4 LPM (1.4 GPM)

Éコンセントレート!9- 2.6 CC/ ! (0.085 !0オンス/ !)

/コンセントレート!9- 5.2 CC/ ! (0.17 !0オンス/ !)
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�5メーターシステム

!� [±

�"6ポンプ DC 12V、11A、3.6 GPM（13.6 LPM)、»¼45
psi（310.3kPa)

�"6�� 38CC/� (1.3 Fl Oz/�) - �

174CC/� (5.9 Fl Oz/�) – 	

��のüý

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)

�
（サイドブラシ�き）

1470 mm (58 in)

ホイールベース
1280 mm

(50.38 in)

トレッド
（リヤ）
1270 mm
(50 in)

1014751
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���コントロール

プロパネル���コントロール

� !コントロール'(を)*して� !は
、オペレーターが.'で)*する/012を
プログラムできます。ロックアウト'(は、
オペレーターによる12の45や67を89
する'(です。

� !コントロール'(を)*することで、
いつでも: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GHをIJします。

オペーレーターホームLMをNOするユーザ
ーモードには2STあります。

オペレーターモード -
� !によってUVやWXがWYされた;<
で.'のZ[ができます。

� !モード -
すべての\=ボタンが^*V(な;<で.'
のZ[ができます。また、オペレーターモー
ドのUVやWXを12できます。

_`abcのde;<では、.'は� !モ
ードでfgします。LMにはhiにjりkて
られたデフォルト� !プロファイルがNO
されます。abG12の� !ログインno
は「1234」です。このログインnoはp�
qされるまでrsです。de12の� !プ
ロファイルtとログインnoは.セクション
でwxしたように45できます。�たにjり
kてられた� !モードログインnoをyれ
てしまった`z、テナント}のサービス��
までお�いzわせください。

� !モードの�� - d�のみ

1. ��スイッチを�れます。メインの\=
LMがディスプレイにNOされます。

2. ヘルプボタンを�して、ヘルプLM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)*して、abG12の�
 !ログインno「1234」を、キーバッ
ドの�にあるディスプレイに��します
。� !ログインnoの��が��した
ら、Enterボタンを�します。

�sに�じBackspaceボタンを�して
、noをI�し�び��します。
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5. � !.'\=LMが、ディスプレイに
NOされます。12ボタンを�して、�
 !12LMにアクセスします。

6. プロファイルの��/��に�みます。

� !モードの��

1. ��スイッチを�れます。ログインLM
がディスプレイにNOされます。

2. キーパッドを)*して、� !ログイン
noをキーバッドの�にあるディスプレ
イに��します。� !ログインnoの
��が��したら、Enterボタンを�しま
す。

�sに�じBackspaceボタンを�して
、noをI�し�び��します。

3. � !.'\=LMが、ディスプレイに
NOされます。12ボタンを�して、�
 !12LMにアクセスします。
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� !12LM/LMアイコン

� !メンテナンスLMを)*して、ユーザ
ーパスワードやユーザー.'12、その�の
.'12��を12/45します。

��き��ボタンを�して、メニュー
�� を�に¡gします。

¢�き��ボタンを�して、メニュー
�� を¢に¡gします。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。

¤¢のメニューボタンを)*して、さまざま
な� !12メニュー/LM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.

Òo/sûの$Wボタンを~し、��のÒ
oとsûをセットします。
「£7と¤¥のBC/¦§」を¨©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��/45

1. .'の��を�れ、� !LMにログオ
ンし、12ボタンを�して� !12L
Mにアクセスします。「� !モードの
��」を¥¦してください。

2. 「プロファイルの��/��」ボタンを�
して、「プロファイルの��/��」LM
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��」LMにアクセ
スします。

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

「プロファイルを��」ボタンを�し
て、¨7のプロファイルを��します
。

「プロファイルをコピー」ボタンを�
して、¨7のプロファイルをコピーし
ます。

「プロファイルをI�」ボタンを�し
て、¨7のプロファイルをI�します
。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。

4. 「オペレーター」ボタンを�して�§オ
ペレーターを��、または「� !」ボ
タンを�して�§� !を��します。

ª«：デフォルトの� !は、プロファイル
®からI�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��/��/
コピー/I�します。

「� !」ボタンを�して、� !の
プロファイルを��/��/コピー/I�
します。

5. キーパッドを)*して、�§のユーザー/
� !のti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、i5のユーザー/)

*にログインYUをüり¡てます。
iしいログインYUは3～8ýのþ�のYUを
ôWできます。 Enterボタンを~します。

�sに�じBackspaceボタンを�して
、noをI�し�び��します。

7. �しいユーザーがアクセスして^*する
コントロールを¯°します。±�のコン
トロールボタンはロック²�されていま
す。³�のコントロールボタンはロック
されています。´µしている67ボタン
を�して、�§プロファイルを67しま
す。

ヘルプボタンを�して、ヘルプLMに
アクセスします。

「£る」ボタンを�して、ユーザーア
クセスページに£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67されまし
た。オペレーター、� !·に、¸¹の
ユーザープロファイルを��できます。
「£る」��を�してiのLMに£り、
ユーザープロファイルの��やログイン
をp�にします。

9. .'のfgGにログインnoをp�にす
るには、「ログインV」ボタンを�しま
す。
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「ログインV」ボタンが、「ログインV
」から「ログインrV」に4わります。
ログインをº�にする»¼のwxについ
ては、「ログインをº�にする」を¥¦
してください。

10. �«の12が½�すると、.'のfgG
にログインLMがNOされます。�しい
ユーザーが.'を)*するには、ログイ
ンnoの��が�sになります。

11. .'の)*c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¾めします。キーをオ
フ¿Àに�してもログアウトできます。

12. 「プロファイルを��」ボタンや「プロ
ファイルをコピー」ボタン、「プロファ
イルをI�」ボタンを)*して、ÁÂの
ユーザープロファイルを� します。

ログインをp�にする

1. .'の��を�れ、� !LMにログオ
ンし、12ボタンを�して� !12L
Mにアクセスします。「� !モードの
��」を¥¦してください。

2. 「ログインV」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LMをNOします。

4. 「オペレーター」ボタンまたは「� !
」ボタンを�して、ÃÄするデフォルト
のユーザーを¯°します。
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ログインをº�にする

1. .'の��を�れ、� !LMにログオ
ンし、12ボタンを�して� !12L
Mにアクセスします。「� !モードの
��」を¥¦してください。

2. 「ログインrV」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LMをNOします。

4. 「オペレーター」ボタンまたは「� !
」ボタンを�して、ÃÄするデフォルト
のユーザーを¯°します。

5. ユーザープロファイルを¯°します。.
'の��をÅり、12をÆ*します。

6. .'をfgすると、ログインLMはNO
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LMがN
Oされます。

タッチのÇÈ

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. 「タッチのÇÈ」ボタンを�してタッチ
の�ÇÈをÉいます。タッチポイントが
ずれた`z。
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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、.'
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. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. フラッシュドライブをUSBポートにË�
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LMにアクセ
スします。

4. =>iチェックリストを.'からメモリ
ースティックにエクスポートします。

「�§エクスポート」ボタンを�して
、�たに½�した=>iチェックリス
トを.'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<ちます。

「すべてをエクスポート」ボタンを�
して、½�したすべての=>iチェッ
クリストを.'からエクスポートしま
す。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。

5. フラッシュドライブをUSBポートからÌ
し、.'の��をÅります。
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チェックリストの12

チェックリストの12により、'Sの)*s
Íにzわせて、チェックリストを12/45
できます。

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. 「チェックリストの12」ボタンを�し
て、=>iチェックリスト12LMにア
クセスします。

3. 「C�の¯°」ボタンを�して、=>i
チェックリストのマスターリストLMに
アクセスします。

¢�き��ボタンを�して、=>iチ
ェックリスト��を¢に¡gします。

��き��ボタンを�して、=>iチ
ェックリスト��を�に¡g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�§チェック
リスト��を¯°します。

いずれかのビデオヘルプボタンを�し
て、Ï2のチェックリスト��にAÐ
するビデオをNOします。

Enterボタンを�して、¯°した=>i
チェックリスト��を=>iチェック
リストに��します。

ヘルプボタンを�して、=>iチェッ
クリストヘルプLMにアクセスします
。
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「£る」ボタンを�して、=>iチェ
ックリストのマスターリストLMに£
ります。

4. 「24GHおき」ボタンまたは「Ñ�」ボ
タンを�して、オペレーターが=>iチ
ェックリストを½�するHÒを12しま
す。チェックマークが、¯°したHÒに
NOされます。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。
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=>iチェックリストをp�/º�にする

=>iチェックリストをp�/º�にすると
、オペレーターが.'のg=iにチェックリ
ストを½�する�sがない`zには=>iチ
ェックリストをº�に、g=iにチェックリ
ストを½�する�sがある`zには=>iチ
ェックリストをp�にできます。

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. 「チェックリストの12」ボタンを�し
て、=>iチェックリスト12LMにア
クセスします。

3. 「チェックリストをº�」ボタン/「チェ
ックリストをp�」ボタンを�して、=
>iチェックリストをº�/p�にします
。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。



���コントロール

127T20 Gas/LPG 9016004 (9−2016)

リアビューカメラの12を45

リアビューカメラの$Wを��すると、リアビュ
ーカメラのボタンを��のため~したsオンにな
っているs>を��できます。
リアビューカメラは、5Uから15Uの>であれば
�Uにでも$Wできます。

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. 「カメラ12」ボタンを�して、リアビ
ューカメラ12LMにアクセスします。

Ó�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Ôに
カメラがオンになっているGHをÕく
します。

JÖ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Ôに
カメラがオンになっているGHを×く
します。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£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É
うと、ゾーンコントロールボタンのパラメー
タを、/0/スイープsÍにzわせて45/5
�できます。

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. ブラシÙ�げ（+）ボタンとブラシÙ¢
げ（-）ボタンを)*して、ゾーンのブラ
シÙを12します。

3. /0ÜÓÝ（+）ボタンと/0ÜJÝ（-
）ボタンを)*して、ゾーンの/0Üの
ÞÝレベルを12します。



���コントロール

128 T20 Gas/LPG 9016004 (9−2016)

4. 「tiのプリセット」LMがNO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12をÉ
います。「いいえ」ボタンを�して、メ
イン\=LMに£ります。

6. キーパッドを)*して、ゾーンコントロ
ールボタンのtiを��します。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。

Enterボタンを�してゾーンボタンtを
12します。

�sに�じBackspaceボタンを�して
、noをI�し�び��します。

Spaceボタンを�して、àá/¹áのH
にâãを�れます。

#ボタンを�して、¹áキーパッドとà
áキーバッドをÅりäえます。
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7. Enterボタンを�してゾーンボタン12を
Éいます。メイン\=LMが、tiの�
いたゾーンボタンのNOされたディスプ
レイに£ります。ブラシÙと/0ÜÞÝ
12も、ディスプレイに×GHNOされ
ます。

GHとå�の12/45

GHとå�の12/45により、å�とGH
を12/45できます。

1. .'の��を�れ、メインのオペレータ
ーLMにログオンし、12ボタンを�し
て� !12LMにアクセスします。「
� !モードの��」を¥¦してくださ
い。

2. 「システムGH」ボタンを�して、å�/
GHLMにアクセスします。

「å�」ボタンを�して、システムの
å�を45します。

「GH」ボタンを�して、システムの
GHを45します。

「Åりäえ」ボタンを�して、GHL
MのGHとæ、çi/çc、å�LMの
èとå、éをÅりäえます。

「Óやす」ボタンを�して、GH/å�
のパラメータをÓやします。

「Jらす」ボタンを�して、GH/å�
のパラメータをJらします。

ホームボタンを�して、メイン\=L
Mに£ります。

「£る」ボタンを�して、iのLMに
£ります。

3. システムのå�とGHの12/45が��
したら、ホームボタンを�してメインの
\=LMに£ります。
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