
M30

9018867
Rev. 02 (8−2022)

*9018867*

Japan

（ディーゼル）

(SN/ 008700−          )
スクラバー・スイーパー

Japanese  JP

オペレータマニュアル

��のパーツマニュアルまたはの��のオペレーター
マニュアルについては、

www.tennantco.com/manuals にアクセスしてください。

The Safe Scrubbing Alternative�

ES� Extended Scrub System
TennantTrue� Parts

Hygenic� Fully Cleanable Tanks
FloorSmart�  Integrated Cleaning System

IRIS� a Tennant Technology
Pro−Panel� Controls
Insta−Fit� Adapter

�



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 0な�1を!"す
るときは、#2に�い、$3
に45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45?�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R}は、オペレーターが�Kにさらされる
おそれがあるT�をCしています。
�Kなklがm9する�F�をiLしてください
。
�
の4589のLnをすべて)�してください
。 �
がopしたりM��が9じたL@は、
q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01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

�!： ベルトとファンが7いています。
'づかないでください。

�!：
エンジンを:7すると()ガスが<*され
ます。
�#または�"を+う=れがあります。
>?に@*してください。

�!：
�げたホッパーが,Cすることがあります

。

ホッパー�D��ピンで-めてください。

�!： リフトアームにHまるIJ。

ホッパーDち�げアームに'づかないでく

ださい。

�!： やけどする%�があります。
./01。 2れないでください。

�!：
KのLや7!にMけてN3しないでくださ
い。 �"を$き�こすことがあります。
�45を6�してください。
スプレイヤーはQずR)でDってください
。

�!：
��は、カリフォルニアUで、ガン、V7
8W、そのKの79への%Xを$き�こす
ことが:られているYZ!"を[んでいま
す。

�;によって、\]<=のネットワークを`�し
た>a?@がbAされています。
>a?@をbAした�;cBで��する\]<=
が、��の7�にdCをeえる.D*があるIf
は、>a�DのgE&Fについて、テナントGの
サービスl�mにごHIください。

��のために：

1. nCのIf、��を��しないでください
。
- トレーニングをpけておらず、��をJ
.されていないIf。

- ��マニュアルを�んで、��していな
いIf。

- アルコールやK!のdCCにあるIf。
- \]<=またはそのKの<r�sを��

しているIf。
- バキュームファンがオンになっていない

、Luのvい��のIf。
- フィルターがない、またはフィルターが
�MまりしているIf。

- ��の��にQ�な、:wおよびxwが
ないIf。

- ��がNWに�7しないIf。
- テナントGONまたはテナントGPyの
パッドまたはアクセサリーn|を}~け
ているIf。
Kのパッドを��すると、��*が�な
われる.D*があります。

- .&*の*x、QxまたはLuが �す
るIf。

- ��/ヘッドライトが	RしていないSり
、��のコントロールや��を�うため
に��にTUがV�できないほど�いI
f。

- ヘッドガードを~けないW�での、,C
!の=れのあるIJでの��。
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2. ��の���：
- �7XのYれを	
してください。
- &�Z[IJに \や] を'づけない

でください。
- すべての��?@がJyの�@にあり、
^�に�7することをVPしてください
。

- ブレーキとハンドルのNW�7をチェッ
クしてください。

- シートを_`して、シートベルトをaめ
てください。

3. ��を:7する�に：
- bをブレーキに�せc�ペダルをニュー
トラルにしておいてください。

4. ��の��'：
- �}�d��にeAされていない&Fで
��しないでください。

- ブレーキで、��をgEします。
- タバコ、マッチ、fgのhなど、&i'

またはjがVているW�のものを23し
ないでください

- �1やkりやすいIJではゆっくりlん
でください。

- ��が10%n�の�1での��の��、ま
たは��が14%の�1でのmn（GVWR）は
oけてください。

- &Mp@するときはq�を,としてくだ
さい。

- ��をrp'、�xのs�はすべてオペ
レーターのrp�に�tしてください。

- ��のrp'はWにc�に��してくだ
さい。

- ��が7いているuは、ビデオ/ヘルプv
1にアクセスしないでください。
（プロパネル）。

- ��を��りさせるIfは、>?に��
してください。

- ホッパーがDち�げられているIfは、
��して��をw7してください。

- ホッパーをDち�げる�に、xX!がy
いことをVPしてください。

- ��が�1�にあるときにホッパーを�
げないでください。

- おrzや{�|n|を��に'づけない
でください。

- ��のいかなるs?にも��|を�せな
いでください。

- Wに��}�と�>}�に�ってくださ
い。

- ��が~�したり�7�が7じたIfは
、�ちに�! してください。

- YZK�の�fや}り�い、 �につい
ては、¡sのd�に�ってください。

- ¢が�れているIfの�I��£�に�
ってください。

5. ��から�れるときや��を	
��する
�：
- .&*!"、Lu、ガス、またはQxの
'くに��しないでください。

- ��を�¤なIJにg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}ります。

6. アクティブな��§7を�:する�に：
・@*の�いエリアの¤らなIJにgめて

ください。
・��|やKの?@から�れた、L>りの
¨ないIJにgめてください。

- .&*!"、Lu、ガス、またはQxの
'くに��しないでください。©ªや�
�されたエリアに��しないでください
。

・パーキングブレーキを¥けます。
・��を«@しないでください。

7. ��を	
��するとき：
- ��はQず、>?な��があり、TUが
�¬なW�で®してください。

- ��Iの>*を�くしてください。
- 2pパッドなど�7'の�Jには'づき
.ぎないようにしてください。
ゆったりとした��やアクセサリーは6
�せず、�が�いIfはまとめてくださ
い。

- ��をジャッキでDち�げる�に、タイ
ヤEめを°ててください。

- �yされた�@にのみジャッキを°てて
ください。
ジャッキで��を±えてください。

- ��の��に^したジャッキを�ってく
ださい。

- オペレーターがrp�にいないW�で�
�を²したり�$したりしないでくださ
い。

- <*s�の'くで��にf³スプレーや
ホースで�をかけないでください。

- バッテリーの´�を|してから、��で
の��を®してください。

- バッテリーQには2れないでください。
- /くなっているエンジンµ¶�に2れな

いでください。
- エンジンが/いuラジエーターからキャ
ップを}り|さないでください。

- エンジンをµやしてください。
- &���の·[cBに�や \を'づけ

ないでください。
>?に@*してください。

- ¸�を��し、³wをpけている�7X
のYれを�つけてください。

- ¹�はQず ¡をpけた¹���ºが
®してください。

- ��の»¢は�わないでください。
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- テナントG£またはテナントGが¼Pし
た�@s�を��してください。

- Q�に1じて、また��で½¾されてい
るIfは、¿L��Àを��してくだ
さい。

��のために：
¤¥を6�してください。

��のために：
�)¦を6�してください。

��のために：
�45を6�してください。

��のために：
§uマスクを6�してください。

8. 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B$した�9に45ラベルがあります。ラ
ベルがN�、op、O�-FのL@は�り`えて
ください。

�!ラベル - ��は()ガスを<Vします。
�"や�#などの��を$き�こすことがあります。@*を
>?に�ってください。

�!ラベル - $ *!"や01!"は、
#$の+,になります。
23しないでください。

ホッパーリフトアームR&に¨~されています。

��ラベル - ��のrp�に}�d
��をお�みください

rp�のÁ1に¨~されて

います。

rp�のÁ1に¨~されて

います。

rp�のÁ1に¨~されて

います。

�!ラベル - リフトアームにHまるI
J。ホッパーリフトアームの�7©�

ªに/らないでください。
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�!ラベル - ベルトとファンが7い
ています。'づかないでください。

エンジンルームのパネル
に¨~されています。

ホッパーリフトアームR&に¨~されています。

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

fわせてÄyしてください。

バンパーのª、<*シールドの�、および�
7Xリザーバーの�に¨られています。

�!ラベル - やけどの%�があります。

01が/くなっています。2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。

«¬Qタンクカバー
のと«Æタンクに

¨~されています。

�!ラベル- KのLや

7!にMけてN3しない

でください。けがをする

おそれがあります。�

45を6�してください

。スプレイヤーはQずR

)でDってください。

��のフレームに¨
~さ れています。
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��

��の®Çs�

C

F

I

J

M

Q

B

A

E

H

L

N

O

P

D

G

K

R

T

S

A. ¯sパネル
B. フロントカバー
C. ヘッドライト
D. サイドブラシ ( オプション)
E. サイドスクイージー
F. スクラブヘッド アクセスドア
G. &�タンク
H. シートカバー
I. 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）)

J. «¬Qタンクカバー

K. rp�
L. スプレーワンド - シート°�のノズル
    ( オプション)
M. テールライト
N. ±�23タンク<�ホース
O. ±�23タンクカバー
P. «¬Qタンク<�ホース
Q. ホッパー
R. リアスクイージー
S. ホッパー��ピン
T. エンジンカバー コントロールハンドル
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ËÌ�sと¯s²

A

B

C

D

G

J

I

E

K

H
L

M

F

A. パーキングブレーキペダル
B. ブレーキペダル
C. c�ペダル
D. スプレーノズルスイッチ / 
f³ウォッシャースイッチ（オプション）

E. ��ライト/³WR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
I. グロープラグライト
J. フィルターシェーカースイッチ
K. ホッパードア��スイッチ
L.ホッパー�C7スイッチ
M. EDM（エンジンディスプレイモジュール）
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µ¶タッチパネル

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

QS

T

U

V V

W Y
ZX

A. ホーン
B. Îx/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. «¬Qタンクインジケーター
G. ±�23タンク·¸インジケーター
H. エンジン2pÒボタン
I. LCD ディスプレイ
J. ブラシ³ボタン
K. ブラシ³インジケーターライト
L. 1-STEPボタン
M. ec-H2O/ES（リサイクル«¬/ 

FaST ボタン（オプション）

N. «¬ボタン（¹ºで0�）
O. «¬メインブラシボタン
P. «¬バキュームファン / スクイージーボタン
Q. «¬サイドブラシボタン（オプション）
R. スイープボタン（»ºで0�）
S. ¼Óメインブラシボタン
T. ¼Óバキュームボタン
U. ¼Óサイドブラシボタン
V. «¬Qオン/オフボタン
W. «¬Q½�ボタン（-）
X. «¬Qフローインジケーターライト
Y. «¬QÔ�ボタン（+）
Z. USBポート（�(Õ�）
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プロパネルコントロール

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Q

X

Z

A. ホーン
B. Îx/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2pÒボタン
G. メイン«¬ブラシ³アクセスボタン
H. ¼Óボタン（»ºで0�）
I. ¼Óメインブラシボタン
J. ¼Óバキュームファンボタン
K. ¼Ó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. «¬Qコントロールアクセスボタン

N. «¬ボタン（¹ºで0�）
O. «¬メインブラシボタン
P. «¬バキュームファン / スクイージーボタン
Q. «¬サイドブラシ（オプション）
R. 1-STEPボタン
S. ビデオに{するヘルプ
T. ゾーンコントロール1ボタン
U. ゾーンコントロール2ボタン
V. ゾーンコントロール3ボタン
W. ゾーンコントロール4ボタン
X. «¬Qオン/オフボタン
Y. USBポート（�(Õ�）
Z. ECO（エコノミー）ボタン）
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シンボルマーク

�
では�の� を&�し、cE89、4C、

Fをr$しています。

ホーン 01�st（-）

X2/アラートインジケーター 01�¡�（+）

JKklタンク 01�60

01�タンク 01�オン/オフ

メインブラシu¢� オン

1-STEP オフ

ES（リサイクル01）（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 01モード

��ライト/P&v ./サイド ブラシ

ヘッドライト ./バキュームファン

スプレーノズル（オプション） ./メインブラシ

01サイドブラシ 01バキュームファン/スクイージー

01メインブラシ
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ホッパーSげ ホッパー�げ

ホッパードアオープン ホッパードアクローズ

��メーター�� ��メーター	�

FGパネル� 

コントラストコントロール アワーメーター

エンジンk$NcE89

プロパネルの� 

ヘルプ ゾーン�$1

ゾーン�$2 ゾーン�$3

ゾーン�$4 アワーメーター

アラート/X2 チェックリスト"wx)�

アワーメーター チェックリスト"w)��

ログイン ログアウト

Qy DiG�$

�
の4Cをk$ DiGメニュー
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プロパネルの� 

カメラの�$ スタートアップビデオ

ホッパーの�

コントロールにRするヘルプ ビデオにRするヘルプ

S@R} ビデオボタン

バックスペース ビデオリストボタン

リアビューカメラ ホーム（メイン��O'）

S|きz^ �|きz^

ログインを@�にする {|きz^

プロファイルのH�/TU ログインを �にする

オペレーター タッチのキャリブレーション

DiG チェックリストの�$

プロファイルのTU すべてをエクスポートする

プロファイルのH� �Vをエクスポートする
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プロパネルの� 

プロファイルの£> チェックリストのエクスポート

プロファイルのコピー ��

Eco（エコノミーモード)
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コントロールの�� - µ¶パネル

&�インジケーター

ガソリン
で��インジケーターは、タンクにあ
るHIの|0を4Cします。
タンクが1にW�くと、X2インジケータが�}
して¦HIレベルメッセージが4Cされます。

アワーメーター

アワーメーターは�
の��*Jを�Xします。
このR}に§づいて、�
の���%¨�を)$
します。

±�23タンク·¸インジケーター

klタンクがLMになると、JK
�タンク�
インジケーターは、FULLを4Cします。
JKklタンクがいっぱいになると、すべての0
1
Fが©fします。
インジケーターボックスがFULLを4CしたL@は
、JKklタンクを1にしてください。
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«¬Qタンクインジケーター

���タンクインジケーターには、01�タンク
Tの�10がCされます。
インジケーターボックスが1を4CしたL@は、
01�タンクをいっぱいにしてください。
01�タンクが1になると、�
は01を©f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eしYけると
、LCD ディスプレイの	るさを*Zできます。

エンジン2pÒボタン

1-STEPボタンをeしたL@は、エンジン[~が.
��にcEされます。
./または01をしていないときは、エンジン

��ボタンをeすとエンジンのk$[~がSがり
A([~が[くなります。
エンジン
��ボタンを�~eすと、エンジンの
k$[~が\くなります。

エンジンk$NアイコンのS�にあるバーは、エ
ンジンk$Nの�$をCします。
アイコンのS�に2�の@いバーが8れ、アイコ
ンの7]だけが8れていたら、エンジンのk$N
は¦い�$になっています。

エンジンk$NアイコンのS�に2�の@いバー
が8われ、@いバーとアイコン51が�vしてい
たら、エンジンのk$Nは3い�$になっていま
す。
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1-STEPボタン

1-STEPボタンをeして、Qyしたすべてのスイー
プと01の
Fを �にします。
1-STEPボタンをeすwに、Qyしたすべてのスイ
ープ/01
Fのライトがオンになりますが、Q
yした
Fは1-STEPボタンをeすまで�
モード
となります。
01が^«したら1-STEPボタンをもうE~eして
、すべての01または./
Fを©f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。

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

¼Óサイドブラシボタン（オプション）

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

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

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

¼Ó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eします。
インジケーターライトが�vします。

./バキュームファンをオフにする：
スイープバキュームファンボタンをeします。
インジケーターライトが�vします。



��

20 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

スイープメインブラシボタン

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

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

��：
,-モードと��モードを34に5
させること
はできません。
65が,-モードになっている�に��ボタンを
1すと、,-モードの70が�わってから��モ
ードの70が8まります。

«¬サイドブラシボタン（オプション）

01サイドブラシをオンにする：
��サイドブラシボタンを1します。
インジケーターライトが�vします。

01サイドブラシをオフにする：
��サイドブラシボタンをeします。
インジケーターライトが�vします。

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

«¬バキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーを�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eします。
インジケーターライトが�vします。

スクイージーをS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1します。
インジケーターライトが�vします。

«¬メインブラシボタン

01メインブラシをオンにする：
��メインブラシボタンをeします。
インジケーターライトが�vします。

01メインブラシをオフにする：
��メインブラシボタンをeします。
インジケーターライトが�vします。

��： ��：
��モードと,-モードを34に5
させること
はできません。
65が��モードになっている�に,-ボタンを
1すと、��モードの70が�わってから,-モ
ードの70が8まります。
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«¬Qオン/オフボタン

01�フローは、01ブラシがオンのL@には&
にオンのままとなるよう��されています。
`の¨aなどで、���オン/オフボタンをeし
、10bJオフにできます。���9�の:の"
も¬�してください。

01�60の^«（10bJ）：
���オン/オフボタンをeします。
すべての01�60インジケーターが�vします
。
（01�60は、10b'に.��に�c�します
）。

01�の6れを+�するには：
���オン/オフボタンをeします。
01�インジケーターが�~�vし、01�の6
0は�'に&�した�$に�ります。
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コントロールの�� - プロパネル

PRO-ID ログインv1

��： Pro-ID
ログイン��は、65でIDが:されている<=
にのみ��されます。
>:されたユーザーアカウントを、���モード
で0BするC�があります。

Pro-IDログインO'を&�して、�
にログイン
します。

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

Enterボタンをeして�
にログインしま
す。

��に�じBackspaceボタンをeして、�
 を£>し�び��します。

プロパネルがDiGモードのL@、��の� が
O'の¯�に4Cされます。
オペレーターモードのL@、ビデオの� が4C
されます。

��ステータスボタン

65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4Cでは、�
がオンのL@、HI
のステータスが4C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4Cとして�$できます。

65ステータスボタンをe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4Cされるま
で、NbJディスプレイに4Cされます。

��インジケーターはタンクTのHI|0
を4Cします。
タンクが1にW�くと、X2インジケータ
が�}して¦HIレベルメッセージが4C
されます。

アワーメーターは�
の��*Jを�Xし
ます。
このR}に§づいて、�
の���%¨�
を)$します。
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���タンクインジケーターには、01�
タンクTの�10がCされます。
インジケーターのバーが4Cされなくなっ
たら、01�タンクに01�を�れてくだ
さい。
01�タンクが1になると、�
は01を
©fします。

E�
�タンク�インジケーターは、k
lタンクがLMになると、FULLを4Cしま
す。
JKklタンクがいっぱいになると、すべ
ての01
Fが©fします。
インジケーターにFULLが4CされたL@は
、JKklタンクを1にしてください。

デフォルトのボタンの\?

4つのすべての�
ステータスボタンがディスプ
レイに4CされているJに、��する�
ステー
タスボタンをeし、�V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4Cされなくなり、�たにQy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eして、Qyしたすべての./ま
たは01の
Fを �にします。
01が^«したら1-STEPボタンをもうE~eして
、すべての01または./
Fを©f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。

1-STEPボタンをeすと、1-STEPボタンとQyした
すべての01または./
Fボタンが�vします
。

Qyしたすべての01およびスイープボタンのd
が�vし、1-STEPボタンをeすまで�
モードで
あることをCします。
1-STEPボタンをeすと、Qyしたボタンが°5に
�vします。

スイープメインブラシボタン

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

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

��：
,-モードと��モードを34に5
させること
はできません。
65が,-モードになっている�に��ボタンを
1すと、,-モードの70が�わってから��モ
ードの70が8まります。

¼Ó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eします。
ボタンが�vします。

./バキュームファンをオフにする：
スイープバキュームファンボタンをeします。
ボタンが�vします。
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¼Óサイドブラシボタン（オプション）

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

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

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

«¬メインブラシボタン

01メインブラシをオンにする：
��メインブラシボタンをeします。
ボタンが�vします。

01メインブラシをオフにする：
��メインブラシボタンをeします。
ボタンが�vします。

��：
��モードと,-モードを34に5
させること
はできません。
65が��モードになっている�に,-ボタンを
1すと、��モードの70が�わってから,-モ
ードの70が8まります。

«¬バキューム ファン / スクイージーボタン

スクイージーを�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eします。
ボタンが�vします。

スクイージーをS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1しま
す。 ボタンが�vします。

«¬サイドブラシボタン（オプション）

01サイドブラシをオンにする：
��サイドブラシボタンをeします。
ボタンが�vします。

01サイドブラシをオフにする：
��サイドブラシボタンをeします。
ボタンが�vします。

��：
��サイドブラシは、メインの��ブラシから�
	した.では/0できません。
��サイドブラシボタンを1すと、メインの��
ブラシもオンになります。
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ECO（エコノミー）モードボタン（オプション）

Eco（エコノミー）モードボタンを��すると、��ダストコン
トロールで��し、 !の"#$%を&'できます。Ec
oモード(は、)*とダウン+は!,の-�./レベルに
./されます。

Ecoモードをオンにする：エコモードボタン3すと、��ダス
トコントロールでの��を45にできます。ダウン+と)*
は6#7に-�./レベルに./されます。Ecoボタンと
��ボタンがハイライト;<され、Ecoシンボルがダウン+
と)*ステータスバーに;<されます。

Ecoモードをオフにする：Ecoモードボタンを3して、 !を
ABの./にCします。EcoボタンとEcoシンボルがオフに
なります。

��：スクイージー��と��サイドブラシはEcoモード�
はオンまたはオフにできますが、ブラシ�または��が�
�されると、��はEcoモードを��します。
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«¬Qオン/オフボタン

01�フローは、01ブラシがオンのL@には&
にオンのままとなるよう��されています。
`の¨aなどで、���オン/オフボタンをeし
、10bJオフにできます。���9�の:の"
も¬�してください。

01�60の^«（10bJ）：
���オン/オフボタンをeします。
すべての01�60インジケーターが�vします
。
（01�60は、10b'に.��に�c�します
）。

01�の6れを+�するには：
���オン/オフボタンをeします。
01�インジケーターが�~�vし、01�の6
0は�'に&�した�$に�ります。

エンジン2pÒボタン

1-STEPボタンをeしたL@は、エンジン[~が.
��にcEされます。
./または01をしていないときは、エンジン

��ボタンをeすとエンジンのk$[~がSがり
A([~が[くなります。
エンジン
��ボタンを�~eすと、エンジンの
k$[~が\くなります。

エンジンのk$[~が3い�$では、エンジン

��ボタンが�vします

エンジンのk$[~が¦い�$では、エンジン

��ボタンが�vします



��

28 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

ゾーンコントロールボタン

プロパネルを8%した
�は、�なる�./��
で、�±4つのプリセット01/./�$を`wに
プログラムできます。
�$は、DiGモードを&�して`wに(う��
があります。
ゾーンコントロールボタンのプログラムの"を¬
�してください。

��なゾーンコントロールボタンをeします。
Qyしたプリセットボタンが�vし、ゾーン²が
ボタンのSに4Cされます。
���9�インジケータバー/*�ボタンブラシ
��インジケータバーとブラシGHインジケータ
バー/*�ボタンがディスプレイに�*J4Cさ
れ、Qyしたゾーンの�$を4C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eして./のy(k�
をチェックします。
リアビューカメラO'は、コントロールパネルの
O'に�*J4Cされます。
メインの��O'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��O'に�ります。

��のために：
��を��する¾には、Qずcりに*をつけてく
ださい。

��ペダルが'eに�っており、�
が'eして
いるJは&に、カメラが.��にオンになります
。

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

��のために：
��を��する¾には、7いているuにビデオ/
ヘルプv1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eして、ヘルプO'にアクセスし
ます。

��なヘルプトピックについて、f�するボタン
をeします。

���Nボタンをeして、��O'にg�
します。

ログイン/ログアウトボタンをe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eして、コン
トロールヘルプO'にアクセスします。

スタートアップビデオボタンをeして、ス
タートアップビデオをhiします。

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

/0Qチェックリストボタンをeして、�
�wチェックリストにアクセスします。

��Qyボタンをeします。
Ejからk³な��をQyし、�
のオペレーテ
ィングシステムの��を\?します。
Qyした��をCす�が、O'S�に4Cされま
す。

 Sき�Tボタンをeして、��Ejを�
にg�します。

USき�Tボタンをeして、��EjをS
にg�します。

VSき�Tボタンをeして、wのO'に�
ります。

/0Qチェックリストボタンをeして、�
�w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eして、プロパネル
コントロールについてのR}にアクセスします。

VSき�Tボタンをeして、メインヘルプ
O'に�ります。

ホームボタンをeして、メイン��O'に
�ります。
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����ボタンをe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R}にアクセスしま
す。

 Sき�Tボタンをeして、Ejを�にg
�します。

USき�Tボタンをeして、EjをSにg
�します。

/0Qチェックリストボタンをeして、�
�wチェックリストにアクセスします。

VSき�Tボタンをeして、wのO'に�
ります。

XSき�Tボタンをeして、Ejから�

のR}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¾には、7いているuにビデオ/
ヘルプv1にアクセスしないでください。
（プロパネル）

��：
ビデオヘルプ��/ビデオにアクセスするQに、
65をZ[してください。
65が7いている�は、ビデオヘルプ��/ビデ
オにアクセスしないでください。

ビデオボタンをeして、ビデオヘルプO'にアク
セスします。

k³なビデオボタンをeして、�
のr$
のコンポーネントについてのヘルプビデオ
を4Cします。

65を
�ボタンをeして、�
のwまた
は'ろ、そののµ'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eして、メイン��O'に
�ります。

VSき�Tボタンをeして、wのO'に�
ります。

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

ビデオ\ ボタンをeしてビデオEjにアクセス
したL@、k³なビデオをEjからQyして4C
します。

 Sき�Tボタンをeして、Ejを�にg
�します。

USき�Tボタンをeして、EjをSにg
�します。

/0Qチェックリストボタンをeして、�
�wチェックリストにアクセスします。

VSき�Tボタンをeして、wのO'に�
ります。



��

32 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

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L@、Pro-
Check��wチェックリストを&�して`wにプ
ログラムを(えます。オペレーターは、�
の�
�wにプログラムを°«する��があります。

 Sき�Tボタンをeして、チェックリス
トを�にg�します。

USき�Tボタンをeして、チェックリス
トをSにg�します。

]^（チェックマーク）ボタンをeして、
チェックリスト"wをチェックしたことを
)�します。
チェックリスト"wのチェックのlに¶m
がnつかったL@、`#$%（X）ボタン
をeします。

ビデオヘルプボタンをeして、r$のチェ
ックリスト"wにRoするビデオを4Cし
ます。

チェックリストの°«'に�
の&�を+
�するL@、Enterボタンをeします。

ヘルプボタンをeして、Pro-Check��w
チェックリストヘルプO'にアクセスしま
す。

VSき�Tボタンをeして、��wチェッ
クリストに�ります。

オペレーターは、Pro-Check��wチェックリス
トが°«するまで、メインの��O'にアクセス
/�
を&�することはできません。
VSき�Tボタンをeして、チェックリストO'
に�ります。
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コントロールの�� - すべての�;

��ライト

/0/フラッシュライトスイッチのS�をeし、
ヘッドライトとテールライトを�vさせます。
ライトスイッチを~·�9に�し、ライトを�v
します。

フラッシュライト（オプション）

/0/フラッシュライトスイッチの��をeし、
ヘッドライトとテールライトを�vさせます。
ライトスイッチを~·�9に�し、ライトを�v
します。

フィルターシェーカースイッチ

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

フィルターシェーカーが��~、フィルターシェ
ーカースイッチライトが�vします。
フィルターシェーカーを©fする��があるL@
、フィルターシェーカースイッチのS�をもうE
~eします。

グロープラグライト（プレヒート）

イグニッションスイッチをプレヒートの�9まで
{kりに�したL@に、グロープラグライトが�
vします。 スイッチがこの�9にあるJ、
このライトは�vしています。
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EDM（エンジンディスプレイモジュール）

EDMは、エンジンのklと、�9にRするメッセ
ージや?�を4Cします。EDM��のソフトボタ
ンを&�すると、EDMの*�、エンジン�$、p
AR}やシステムR}の)�など、¸�メニュー
を¹�できます。EDMの&�%#については、EDM
メーカーの��マニュアルを¬�してください。

パーキングブレーキインジケーター

パーキングブレーキが�かると、パーキングブレ
ーキインジケーターが�vします。�
を��す
るwにパーキングブレーキをL>してください。

rp�

オペレーターシートは、2�#の*�
（オペレーターの1!とシートのw'�9）がで
きます。

1!*�ノブはオペレーターシートのºさを*�
します。

ºくする：
1!*�ノブを*�kりにkします。

�らかくする：
1!*�ノブを»*�kりにkします。

シートのw'�9はw'*�レバーで*�します
。

*�：
シートに|かってレバーをeし、シートをお¼き
な�9にスライドg�します。
レバーをqし、シートをロックします。
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シートベルト

バキュームファンボタンをeすと、バキュー
ムファンはfまります。ボタンのr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dいて、ハンド
ルをk³な3さに*�してください。

2. ハンドルチルト*�レバーをqしてく
ださい。

ブレーキペダル

ブレーキペダルを&んで65をZ[させます。

パーキングブレーキペダル

ブレーキペダルをE��までsみtみ、u�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sむと、パーキングブレー
キがL>されます。パーキングブレーキ
ペダルは、ロックL>の�9に�ります。
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&Mペダル

%|ペダルの�vをsむとwwし、'vをsむと
'wします。�
が'wしているときは、バック
ライトが�vします。 ペダルを�すと、ニュー
トラルの�9に�ります。

��: 65にオプションのバックアップアラー
ム5
が'cされている<=は、�(dアラー
ムが)りバックライトがef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opをE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�して
からピンを���します。
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��の¿�

�
はJれた�を���に./することができま
す。
1-STEPボタンを&�することで、01または./
をすぐに�めることができます。

1-STEPボタンにより、./
Fまたは01
Fの
��を(います。
（�
が01~、./することも�Fです）

��の01モードでは、Kと0�の�@�を&�
して�を01します。

��メーターのオプションは、FれのひどいGHで��の
*IをJKさせます。

オプションのEco（エコノミー）モード$、��ダストコントロ
ールによる��がMNされますが、 !の"O$%&
'(、 !のダウン+と)*は6#7に-�レベルに.
/されます。

オプションのFaST（T01）モードでは、FaST0
1システムでFaSTパック0�とt0のKを�@し
た、±0の��な01�のTを�ります。
FaSTシステムは、ダブル01やx½なJれの01
など、すべての��に&�できます。

オプションのES（リサイクル01）モードでは、
JKklタンクの&��み01�をESシステムで
ろyし、01�タンクに�して�¹�します。
タンクに�った01�に0�が��され、01�
の01�Fを�9させます。

オプションのec-H2O（,LK）モードでは、�&
のKがモジュールを�yし、z{がK~にCりt
まれ、,6が�,されます。
,;"LされたKは、z�とアルカリ�の�@�
に\¾して、pH¿が~�のクリーナーが9,され
ます。
この,LKはJれに��し、Jれを^@な=�に
"Lして�'から|qさせるため、�
での01
および./が}Àになります。
この,LKは、JKklタンクに�ると��のK
に�ります。
ec-H2Oシステムを、ダブル01のJに&�できま
す。
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ブラシØ�

�3の01/ ./�を�るために、
おÁ=の01/./��にあったタイプのブラシ
やパッドをご&�ください。 ブラシと¸ブラ
シに�kなアプリケーションは��の�りです。

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

ポリプロ ブラシ - このポリプロピレン
���ブラシは、�~な./
Fを し、
こびりついたほこり、o�、�などを��に>�
しながら、�れた01�2を(います。

ポリプロピレン£ブラシ - この��ポリプロ
ピレン�01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Jれを>�します。

ポリエステル ブラシ -
この�らかい��ポリエステルブラシは、01し
ながら�く./して、�いÂを>�します。
Ãつきやすい�'にi��です。
ポリエステルはK"をÄlしないので、01�2
にはナイロンよりも¼まれます。

タイネックス（スーパー アブレーシブ）
«¬ブラシ-��=をNませたナイロン�で、
しみやこびりついたÂを>�します。
どのような�'も��に01します。
こびりついたJれ、[、タイヤ~などを�り
>きます。
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����'の��

��：��のW;Vcにk@するため、�
には
DPF（ディーゼルopq+r,sフィルター）が
8�されています。EDM（エンジンディスプレイ
モジュール）は、���9が��なL@にオペレ
ーターに?�します。��DPF�9の+�%#に
ついては、�マニュアルの「���%」の"の「
DPF�9」および「���9の+�」を¬�して
ください。

��：-.t/を08するu�をvw1にxえる
ため、65をyzHまたはy{�で2�してくだ
さい。6マニュアルの「e|}c」のセクション
の「DPFt/」および「-.t/の08」を~�
してください。

01や./wに、±きなo�をklしてく
ださい。 ワイヤ、�、/い�、±きな �な
どブラシに¡きついたり�みついたりする¢れの
あるo�をklしてください。

Å�るだけ£qぐにA(してください。
¤に��したり、�
の¥でこすったりしないで
ください。 01/./aをNセンチ（Nインチ）
!ねてください。

�
がw(~のL@は、ハンドルを±きく³らな
いでください。 �
はハンドルの�きにj)に
»�します。 �¦*を>いて、¦なk$を�
けてください。

01するときは、��に�じて�
の[~、ブラ
シの��、01�の60を*Zしてください。ブ
ラシの��と01�の60を�¦にすると、�3
の�Fをm§します。FaSTまたはec-H2Oシステム
を8%した
�では、FaSTまたはec-H2Oシステム
を&�すると�
の01�が�られます。

��をpÃさせないよう、�
をEヶnでfめず
&にA(させてください。

./�が¨いL@は、./�2を©f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、©k©(の���%をy(してくださ
い。（このマニュアルの�
の���%を¬�）

�ª'では、�
をゆっくりとA(してく
ださい。 �り�ª'では、ブレーキペダル
で[~をコントロールしてください。
�り�ª'よりもSり�ª'で01して
ください。

��のために: ��を��するとき、�1やkり
やすいIJではゆっくりlんでください。

¨È«~が 43�C (110�F) をSkるLnで�

を)$しないでください。¨È«~が¬��
0�C (32�F) を�kるLnで�
を)$しないで
ください。

�
では、01のlの�±®`~は 
10% です。 g�のlの�±®`~は 14%
です。
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���の	
��

� [�オイルのレベルを��します。

� HIレベルを��します。

� ¯れ�nを��してください。

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

� メインブラシl��の¯スカート、シール、
スクイージーにopや��がないか��
します。

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

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

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

� エンジン��K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l��の{スカート、シール、
スクイージーにopや��がないか��
します。

� {01�タンクカバーのシールにopや��
がないか��します。

� klタンクカバーのシールにop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。

� klタンクをWKして01します。

� ES オプション: 01�タンクをWKして、
タンク、フロートセンサー、ES フィルタを
01します。

� ¯01�タンクカバーのシールにopや��
がないか��します。

� ホッパーダストフィルターとシールの
klを��します。

� ホッパーとダストスクリーンを./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opや��がないか、またス
クイージーのゆがみ*Zを��します。

� FaST 01のL@： FaST- パック °��
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¬�して
ください。

� FaST 01のL@： 01�タンクの~に
��の0�がすべて0い6されていることを
)�してください。

� FaST 01のL@： �たい.Kで01�タン
クがÉÊされているのを)�してください。

� ヘッドライト、テールライト、ならびに45
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
、45ライト、'eアラームを)�してくだ
さい（8%されているL@）。

� ブレーキとハンドルがj&に��しているか
を��します。

� サービス�Xから、���%の��がないか
*べます。
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��の���:

1. オペレーターシートに±って、ブレーキペダ
ルをsむか、パーキングプレーキを�け
ます。

��のため： ��をスタートするIfは、
ブレーキをÀんで、&Mペダルをニュートラルに
してください。

2. ;«が¦いL@：イグニッションスイッチを
オンの�9に¯にkしてください。このとき
�
はまだ��しないでください。EDMO'
に「��しないでください。Ë²~です。」
のメッセージが4Cされます。グロープラグ
の�²が°«しエンジンの��G%が�うと
、Ë²~をCすメッセージが�えます。

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kします。

��: スターターモーターを\�に１０��U、
�びエンジンがスタートしたあとは7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5みてく
ださい。スターターモーターが��する�れがあ
ります。

��：EDM（エンジンディスプレイモジュール）
が、DPF（ディーゼルopq+r,sフィルター
）t/がC�な�をオペレーターに6�すること
があります。DPF（ディーゼルopq+r,sフ
ィルター）t/の08��については、6マニュ
アルの「e|}c」の7の「DPFt/」を~�し
てください。

4. エンジンと[�システムが³;されるまで
3 "から5 "�ってください。

�!: エンジンは()なガスを$7
します。�ÙなÚÛxXやÁÜを$き�こ
す=れがあります。 >?な@*がQ
�です。()ガスのJ¡SUは、Ý°の}
Ë�{におÞいfわせください。
^Nなエンジンのチューニングを�Dして
ください。

5. ライトをつけてください。

��の<Âオフ

1. �
を©fして、すべての01/
./
Fを©fします。

2. イグニッションスイッチキーを*�と»´%
|にkして、�
をオフにします。
エンジンが©fするまで、オペレーターシー
トに�
してください。

��のために: ��から�れるIf、または	

��を�うIfは、 .&*!"、Lu、ガス、 
またはQxの'くに��しないでください。��
を�¤なIJにEめ、パーキングブレーキをかけ
て<Âを�り、キーを¦いてください。
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«¬Qタンクへの[�

Ã«¬ (FaSTモード) / ec-H2O«¬
(ec-H2Oモード)

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

1. {または¯01�タンク-Kカバーを+
きます。

2. 01�タンクを、きれいな�K（21°C/
70°F Z�）のみでÉÊします。 ²µや
��の0�は��しないでください。
FaST システムがX2する¢れがあります。

�!: .&*!"は#$や %の+,と
なります。タンクに.&*!"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~�し
てください。

�:
��の����を���タンクに�れた8�で、
FaSTやec-H2Oシステムをg�しないでください。
FaSTやec-H2Oシステムを87するQ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�9する�
�がありま
す。

>Wの«¬モード

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

1. {または¯01�タンク-Kカバーを+
きます。

2. 01�タンクにÌ"�~K（60°C / 140°F
Z�）を��します。 01�タンクに��
な0の0�を��します。 インジケーター
タブの�まで01�タンクをKでÉÊ
します。

�!: .&*!"は#$や %の+,と
なります。タンクに.&*!"を/れない
でください。

��: >Wの«¬��のIf、�ß�にPy
されている«Æのみを�ってください。
à^Nな«Æの��による�"は、��の�Äを
yáにします。

��: 
�タンクのdに�が��に$/している
<=は、� �に:�された¡��をタンクに�
れてください。 ¢£��については、テナント
カンパニーのklmにお`い=わせください。
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Å7[� ES (EXTENDED SCRUB â�«¬) モード

��のため： ��から�れるか	
��をする
�に、�¤な¢1�にgめ、パーキングブレーキ
を¥け、<Âをオフにします。

1. -K（K«は60°C / 140°F Z�）
ホースを.�-K89にuYします。

2. イグニッションスイッチをオンの�9にkし
（スタートはしない）、-Kµをオンに
します。 .�-K89により、タンクに
kjなレベルまで.�-Kされます。

3. 01�タンクにk³な0�を��します。

��: ES «¬��のIf、�ß�にPyされ
ている«Æのみを�ってください。 à^Nな
«Æの��による�"は、��の�Äをyáに
します。

)7[� ES (EXTENDED SCRUB â�«¬) モード

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

1. {または¯01�タンク-Kカバーを+き、
インジケータータブの�まで01�タンクを
K（60°C / 140°F Z�）で-Kします。

2. klタンクカバーを+き、klタンクが�Ì
"になるまでK（60°C / 140°F Z�）
を��します。

�!: .&*!"は#$や %の+,とな
ります。タンクに.&*!"を/れないで
ください。
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«¬モードのÆy

01するwに、どの01モードを&�するかの�
$を(います（FaST、ES、ec-H2O、��C）。
そして、01ブラシの��を�$し01�60の
*�を(います。
,Sのオン/オフ*に、wk&�*の�$がk�
されます。

ec-H2OモードのÆy

��：
ec-H2Oシステムモデルを¤e の;¥で¦�また
は<=する<=には、>§なu?を¨©するC�
があります。
「¦�ª«」の7に�@された¬A¦Bu?に�
ってください。

µ¶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�vします。

µ¶パネル

ec-H2OボタンのCUのLED（$ダイオード）ラ
イトの Dにあるe®するEFのライトは、ec-H
2Oシステムを��するC�があることを�します
。
「e|}c」の7の「ec-H2Oモジュールの��u
?」の7を~�してください。

µ¶パネル

プロパネルコントロールを?�した�;：
�¶が�からÍ6に\わり、ªめ�が
ec-H2Oボタンから�え、ec-H2Oボタンがeされ、
&��Fであることが4Cされると、ボタンが�
vします。

プロパネル

ec-H2OボタンがEFに¯わり、�9/アラートイ
ンジケーターがe®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Æy

µ¶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¥のライトが�vします。

µ¶パネル

プロパネルコントロールを?�した�;：ªめの
�がFaSTボタンから�え、FaSTボタンをeして&
��FなことがCされているL@、ボタンが�v
します。

プロパネル

ES（リサイクル«¬）モードのÆy

��：
ESシステムをオンにしてからESポンプが07を0
8するまで、±²4�がかかります。

µ¶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¥のライトが�vします。

µ¶パネル

プロパネルコントロールを?�した�;：
ªめの�がESボタンから�え、ESボタンをeして
&��FなことがCされているL@、ボタンが�
vします。

プロパネル



��

46 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

ブラシ³のÆy

�&の01·Îでは、ブラシ�を��に�$して
ください。
Jれがひどい01では、3いブラシ�に�$して
ください。
A([~と�の·Îは、01�Fに¸�をÏえま
す。
ブラシが��しているL@は、ブラシ�を3くす
る��があります。
,Sのオン/オフ*に、wk&�*の�$がk�
されます。

ブラシ³のÆy - µ¶パネル

ブラシ�の�$を\?するL@は、1-STEPボタン
をオンにしたklでブラシGボタンをeします。
ブラシ�インジケーターライトに8Ðのブラシ�
の�$が4Cされます。

ブラシ³のÆy - プロパネル

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

ブラシGUげ（+）ボタンとブラシG げ（-）ボ
タンを&�して、ブラシ�を\?します。
ブラシGインジケーターバーに8Ðのブラシ�の
�$が4Cされます。



��

47M30 Diesel  9018867  (5−2020)

«¬QのÇ�Æy

A([~と�の·Îは、01�Fに¸�します。
�&の01のL@は、01�の60レベルを��
に�$してください。
Jれがひどい01のL@は、01�をより3い6
0レベルに�$してください。
�
の,Sのオン/オフ*に、wk&�*の�$
がk�されます。

ES（リサイクル01）の01�60

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01のL@は、01�の60を~Jから�
�のJで³り`えてください。
�$が~Jになっていると01�と0�のV%が
&えます。
��の�$では、0�をH�せずに01�が�-
されます。
���に01するために、01�の60に@わせ
て0�をYけてH�する��はありません。

«¬QÇ�のÆy - µ¶パネル

1-STEPボタンをオンにし、���³�ボタン（+
）または���´�ボタン
（-）のいずれかをeすと、01�の60を�$
できます。
01�60インジケーターライトには、8Ðの0
1�の60�$が4Cされます。

«¬QÇ�のÆy - プロパネル

���9�ボタンをeして、���³�ボタン（
+）、���´�ボタン（-）、���9�インジ
ケーターバーにアクセスします。

���³�ボタン（+）と���´�ボタン（-）
を&�して、01�の60レベルを�$します。
���フローインジケーターバーには、8Ðの0
1�の60�$が4Cされます。
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«¬ - µ¶パネル

1-STEPボタンによりすべての01
Fを��する
ことができます。
（�
が01~、¹き./することも�Fです）

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

1. �
を��してください。

��：
��Qに、��モード/:の:をG:してく
ださい。

2. 1-STEPボタンをeしてください。
ボタンのSのライトが�vします。
プリセットされた01
Fがすべてオンにな
ります。

��：
��の����をg�dに、FaSTやec-H2Oシステ
ムを07させないでください。
��の����が��で、FaSTやec-H2Oのシステ
ムが�9する�
�があります。
FaSTやec-H2Oシステムを87するQに、���タ
ンクの�を�き�り��し、きれいな��をµ¶
してください。

3. パーキングブレーキをL>し、��ペダルを
sむと、01が�まります。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

��のために：
��を��するとき、�1やkりやすいIJでは
ゆっくりlんでください。

��：
65を�(させると、H7IにスクイージーがU
がります。
これにより、スクイージーのJ�がK[されます
。

4. ��ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
©fしてください。

5. 1-STEPボタンをeし、01を©fしてくださ
い。
ボタンのSのライトが�vし、しばらくする
と01
Fが©fします。

��：
65で,-5
をg�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·
L4�フィルターが¸7します。

��：
65/0dに�9やアラートコードが%つかった
<=、65をZ[し、6マニュアルの「�9/ア
ラート」の7を~�して��をMべ、�9やアラ
ートをなくすための¹º»Nを�ってください。

6. シフト^«ごとか��に�じて、ホッパーと
!�klタンクを1にしてください。
�マニュアルの「ホッパーをOにする」およ
び「¼�
�タンクから�を�き,-する」
の"を¬�してください。
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«¬ - プロパネル

1-STEPボタンによりすべての01
Fを��する
ことができます。
（�
が01~、¹き./することも�Fです）

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

1. �
を��してください。

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

3. f�するL@、Pro-Check��wチェックリ
ストをy(してください。
「Pro-Checkの/0Qチェックリストを]^
」をい¬�してください。

��：
��Qに、��モード/:の:をG:してく
ださい。

4. 1-STEPボタンをeしてください。
1-STEPボタンとQyしたそのすべての01
/./ボタンが�vします。

��：
��の����をg�dに、FaSTやec-H2Oシステ
ムを07させないでください。
��の����が��で、FaSTやec-H2Oのシステ
ムが�9する�
�があります。
FaSTやec-H2Oシステムを87するQに、���タ
ンクの�を�き�り��し、きれいな��をµ¶
してください。

5. PQなGRは、Ecoモードボタンを�して、��ダス
トコントロールでの��をS#します。ECO（エコノミ
ー）モードボタン（オプション）をTUしてください。

6. パーキングブレーキをL>し、��ペダルを
sむと、01が�まります。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

��のために：
��を��するとき、�1やkりやすいIJでは
ゆっくりlんでください。

��：
65を�(させると、H7IにスクイージーがU
がります。
これにより、スクイージーのJ�がK[されます
。

7. リアビューカメラボタンを�*eして、�

の'%の./のy(k�をチェックします。

8. ��ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
©fしてください。

9. 1-STEPボタンをeし、01を©fしてくださ
い。
ボタンは�vしなくなり、01/./
Fが
その'©fします。

��：
65で,-5
をg�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·
L4�フィルターが¸7します。

��：
65/0dに�9やアラートコードが%つかった
<=、65をZ[し、6マニュアルの「�9/ア
ラート」の7を~�して��をMべ、�9やアラ
ートをなくすための¹º»Nを�ってください。

10.
シフト^«ごとか��に�じて、ホッパーと
!�klタンクを1にしてください。
�マニュアルの「ホッパーをOにする」およ
び「¼�
�タンクから�を�き,-する」
の"を¬�してください。
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ダブル«¬

ダブル01は、JれのひどいLnを2kZS01
するプロセスです。
1kwは、01�を�にº�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。
JれがひどいLnでは、ダブル01をy5します
。

ダブル01はZ�を&�して(います。 
FaST01システム（オプション）、 
ec-H2O01システム（オプション）または 
��の01%#

ダブル01の�2を�めるwに、サイドブラシバ
ンパーを�りUしてください。
ピンを\き、スクイージーバンパーを�りUして
ください。

��：
��Qに、��モード/:の:をG:してく
ださい。

µ¶パネルを?�した�;：1-STEPボタンをeし
、�にバキュームファン/スクイージーボタンを
eします。
��バキュームファン/スクイージーボタンが�
vしスクイージーがSがります。�に、バキュー
ムファンの��が©fします。
JれのひどいLnを01します。

µ¶パネル

��：
��Qに、��モード/:の:をG:してく
ださい。

プロパネルを?�した�;：
1-STEPボタンをeし、�にバキュームファン/ス
クイージーボタンをeします。
バキュームファン/スクイージーボタンが�vし
スクイージーがSがります。バキュームファンの
��が©fします。
JれのひどいLnを01します。

プロパネル

�を01�で»らせ、5～15"�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Ñ�り�り�けます。

��のために：
��を��するとき、�1やkりやすいIJでは
ゆっくりlんでください。

��バキュームファン/スクイージーボタンを�
びeすと、スクイージーが�がり、バキュームフ
ァンが��します。
2kwの�の01では、01�をklします。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

��：
C�に½じ、¾の2
Pの��では、���の9
�を´らしてください。

��：
ダブル��は、���が¿の に9れたり、ÀÁ
を��するような<Âでは¢£しません。
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�23モード（«¬なし）

�
は、01を(わずにKやPd¼�の�1をk
lすることができます。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

KやPd¼�の�1をklするwに、1-STEPボタ
ンが �でそのすべての�½
Fがオフになっ
ていることを)�してください。

µ¶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eします。
ボタンのSのライトが�vし、スクイージーが�
がります。�に、バキュームファンが��を+�
します。
こぼれたKまたはPd¼�の�1をklします。

µ¶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eします。
ボタンのSのライトが�vし、スクイージーが�
がります。バキュームファンが��を+�します
。
こぼれたKまたはPd¼�の�1をklします。

プロパネル



��

52 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

¼Ó - µ¶パネル

��：
1-STEPボタンによりすべての,-5
を/0する
ことができます（��を,く）。

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

サイドブラシ（オプション）：
./�2を�めるwに、サイドブラシバンパーを
�りUしてください。
ピンを\き、スクイージーバンパーを�りUして
ください。

1. �
を��してください。

��：
,-をするQに,-モード/:がセットしてあ
るかG:してください。

2. 1-STEPボタンをeしてください。
ボタンのSのライトが�vします。
プリセット./
Fがすべてオンになります
。

3. パーキングブレーキをL>し、��ペダルを
sむと、./が�まります。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

��のために：
��を��するとき、�1やkりやすいIJでは
ゆっくりlんでください。

��：
ÃれたÄいDÅまたは�たまりの,-を�う*に
は、,-バキュームファンボタンを1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、,-している�にホッパーダストフ
ィルターがÆることをKぐことができます。

4. ��ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
©fしてください。

5. 1-STEPボタンをeし、./を©fしてくださ
い。
ボタンのSのライトが�vし、しばらくする
と01/./
Fが©fします。

��：
65で,-5
をg�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·
L4�フィルターが¸7します。
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��：
65/0dに�9やアラートコードが%つかった
<=、65をZ[し、6マニュアルの「�9/ア
ラート」の7を~�して��をMべ、�9やアラ
ートをなくすための¹º»Nを�ってください。

6. シフト^«ごとか��に�じて、ホッパーと
!�klタンクを1にしてください。
�マニュアルの「ホッパーをOにする」およ
び「¼�
�タンクから�を�き,-する」
の"を¬�してください。

¼Ó - プロパネル

��：
1-STEPボタンによりすべての,-5
を/0する
ことができます（��を,く）。

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

サイドブラシ（オプション）：
./�2を�めるwに、サイドブラシバンパーを
�りUしてください。
ピンを\き、スクイージーバンパーを�りUして
ください。

1. �
を��してください。

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

3. f�するL@、Pro-Check��wチェックリ
ストをy(してください。
「Pro-Checkの/0Qチェックリストを]^
」を¬�してください。

��：
,-をするQに,-モード/:がセットしてあ
るかG:してください。

4. 1-STEPボタンをeしてください。
1-STEPボタンとQyしたそのすべての01
/./ボタンが�vします。

5. パーキングブレーキをL>し、��ペダルを
sむと、./が�まります。

�!：
$ *!"や01!"は、#$や %の+
,になります。 23しないでください。

��のために：
��を��するとき、�1やkりやすいIJでは
ゆっくりlんでください。

��：
ÃれたÄいDÅまたは�たまりの,-を�う*に
は、,-バキュームファンボタンを1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、,-している�にホッパーダストフ
ィルターがÆることをKぐことができます。
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6. リアビューカメラボタンを�*eして、�

の'%の./のy(k�をチェックします。

7. ��ペダルを�し、ブレーキペダルで�
を
©fしてください。

8. 1-STEPボタンをeし、./を©fしてくださ
い。
ボタンは�vしなくなり、./
Fがその'
©fします。

��：
65で,-5
をg�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·
L4�フィルターが¸7します。

��：
65/0dに�9やアラートコードが%つかった
<=、65をZ[し、6マニュアルの「�9/ア
ラート」の7を~�して��をMべ、�9やアラ
ートをなくすための¹º»Nを�ってください。

9. シフト^«ごとか��に�じて、ホッパーと
!�klタンクを1にしてください。
�マニュアルの「ホッパーをOにする」およ
び「¼�
�タンクから�を�き,-する」
の"を¬�してください。
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ホッパーをÈにする

1. �
をゴミ¾てLまたはゴミコンテナまで
g�します。

2. フィルターシェーカーボタンをeします。
シェーカーは、�30 b��します。 フィル
ターシェーカーが��~は、インジケーター
ライトが�vします。

3. フィルターシェーカーが©fした'、ホッ
パー¿�ボタンのSvをeして、ホッパーを
VちSげます。 ホッパーが��する�9ま
でSがったとき、ボタンをqします。

��のために: ��を��するとき、Qず>?な
ÈuをV�してからホッパーを�げてください。
��が�1�にあるときにホッパーを�げないで
ください。

��: ホッパーをÇちUげるのにC�なÈÉの
Qさは、vÊ2500mm（98in）です。

4. ゆっくりと�
をゴミコンテナまでバック
します。

��のために: ��を�Éさせるときは��に�
�してください。ホッパーが�がっているときは
、��して��をw7してください。

5. ホッパードアー +� ボタンをeしYけ、
ホッパードアを+きホッパーのゴミを1に
します。

6. �
をゆっくりとwwさせて、ゴミコンテナ
からqします。

7. �
を©fして、ホッパー¿�ボタンの�v
をeし、ホッパーが°5に�がるまでそのま
まaVします。

��: ホッパーが がるとホッパードアはH7I
にRじます。 ホッパードア0RボタンのUSを
1すと、ホッパードアはRじます。
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ホッパー�D��ピンで-める

ホッパーサポートピンは、S¿したホッパーの�
�をEぐための45
Fです。ホッパーをS¿�
9でaVするときは、�ずホッパーサポートピン
を&�してください。

1. �
を©fします。

2. ホッパー¿�ボタンのSvをeしYけ、ホッ
パーをVちSげます。 ホッパーが��する
�9までSがったとき、ボタンをqします。

�!: アームピンチポイントをD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、Qず>?な
ÈuをV�してからホッパーを�げてください。
��が�1�にあるときにホッパーを�げないで
ください。

3. パーキングブレーキを�けます。

4. aDチューブからホッパーaV45ピンを
�りÅします。

5. 3 �nあるホッパーサポート�の1 つにホ
ッパーaV45ピンを_しtみます。
aV45ピンのSにBるまで、ホッパーを�
します。

�!: Dち�がっているホッパーは、
,ちる=れがあります。ホッパー�D��
ピンを¥けてください。

ホッパー�D��ピンを}り|す

1. パーキングブレーキを�けます。

2. ホッパー¿�ボタンのSvをeし、ホッパー
がaV45ピンからqれるまでeさえY
けます。

3. ホッパーaV45ピンをaV�から\いて、
aDチューブにÀ�します。

4. オペレーターシートに±り、ホッパー¿�ボ
タンをeして、ホッパーが°5に�がるまで
eさえYけます。

�!: アームピンチポイントをD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

��のため： ��から�れるか	
��をする
�に、�¤な¢1�にg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
ËすQに、ホッパーをOにしてください。

1. ホッパーを~JのaV�9までVちSげて、
ホッパーaV45ピンで�めます。このマニ
ュアルの "ホッパーaV45ピンで�める"
セクションを¬�してください。

��: ダストフィルターをÌ�する<=は、
ホッパーを\TUの¦ÇÍNまでUげないで
ください。

�!: Dち�がっているホッパーは、
,ちる=れがあります。ホッパー�D��
ピンを¥けてください。

�!: アームピンチポイントをDち�げ
てください。ホッパーDち�げアームに'
づかないでください。

2. �
の,Sをオフにします。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Â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Sのホースの
クランプを�めます。

4. ホッパーからスクイージーバキュームホース
を\きます。

5. フィルターカバーからハンドルをUします。

6. フィルターカバーを+いて、�
に�てか
けます。

7. ホッパーからダストフィルターを�りU
します。

8. ダストフィルターを./するかopしたL@
,�します。このマニュアルの
"ホッパーダストフィルターの./"
セクションを¬�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�し
いダストフィルターを��します。
�のXの
ように、µ'をSにして�9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½$します。

12.ホッパーにスクイージーバキュームホースを
uYします。

13.ホッパーaV45ピンを\き、ホッパーを�
げます。 このマニュアルの
"ホッパーaV45ピンを�りUす"
セクションを¬�してください。

ホッパーとゴミスクリーンの¼Ó

��のため： ��から�れるか	
��をする
�に、�¤な¢1�にg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�
りUします。

2. ホッパーを~JのaV�9までVちSげて、
ホッパーaV45ピンで�めます。このマニ
ュアルの "ホッパーaV45ピンで�める"
セクションを¬�してください。

�!: Dち�がっているホッパーは、
,ちる=れがあります。ホッパー�D��
ピンを¥けてください。

�!: アームピンチポイントをDち�げ
てください。ホッパーDち�げアームに'
づかないでください。

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

��: ダストフィルターをÌ�する<=は、
ホッパーを\TUの¦ÇÍNまでUげないで
ください。

5. �
をスタートします。

6. ホッパードア+� ボタンの�vをeし、
ホッパードアーが°5に+くまでeさえ
Yけます。

7. �
の,Sをオフにします。

8. ゴミホースとダストスクリーンからÂとゴミ
をK0いしてホッパーの~に6しtみます。

9. ダストスクリーンとホッパーからÂとゴミを
Kですすぎ�とします。 ��なL@は、
ダストスクリーンを�りUして./します。

10.ホッパーダストフィルターを�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�りUし”
セクションを¬�してください。

11.ホッパーaV45ピンを\き、ホッパーを�
げます。 このマニュアルの
"ホッパーaV45ピンを�りUす"
セクションを¬�してください。
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±�23タンクの<�と¼Ó

©(JKklタンクからWKして01してく
ださい。JKklタンクのLKインジケーター
が�vしたときも�=です。

ビニールクリーナーでJKklタンクのUµを
01します。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

<�ホースで±�23タンクを<�する

1. JKklタンクカバーをVちSげます。

2. �WKの¥にJKklタンクWKホースノズ
ルを9きます。

3. JKklタンク�\WKバルブを+きます。

4. WKQを�ÁしてÂとゴミをデミスター
（�T）トレイに0い�とし、バキュー
ムホースをK0して6します。

��: タンクの��にUpをgわないで
ください。 VÎなWで、タンクとその
ÏBDÁが��します。

5. JKklタンクからバキュームスクリーンを
�りUして、スクリーンをK0いします。
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6. フロートセンサーをK0いします。

7. ES 
： ES フィルターをK0いします。
��なL@は、JKklタンクから ES
フィルターを�りUします。

8. JKklタンクWKにÂとゴミを0い6
します。JKklタンクをWKさせます。

9. JKklタンク�\WKバルブを�じます。

10.JKklタンクの�'にJKklタンクWK
ホースを�り�けて、JKklタンクカバー
を�じます。

<�プラグで±�23タンクを<�する

klタンクのWKがゆっくりのL@、またはWK
ホースがuYされているL@は、WKプラグでタ
ンクをWKします。

1. JKklタンクの±きいほうのWKQが
�KÂのSに�9するように、�
をg�
します。 パーキングブレーキを�けます。

2. ホッパーをVちSげE��の�9にホッパー
aV45ピンを_しtんで、ホッパーフィル
ターが»らないようにします。

�!: Dち�がっているホッパーは、,ち
る=れがあります。ホッパー�D��ピン
を¥けてください。

�!: アームピンチポイントをDち�げ
てください。ホッパーDち�げアームに'
づかないでください。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。
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3. WKプラグハンドルをVちSげて、タンクか
らWKプラグを�りUします。

4. JKklタンク�\WKバルブを+きます。

5. JKklタンク�'からJKklタンクWK
ホースを�りUして、ホースからÂとゴミを
タンクに6しtみます。

6. +いたWKQからÂとゴミを0い�と
します。

7. WKQを01してWKプラグを�り�
けます。 ハンドルを�にeして�めます。
�めるwに、WKプラグが°5にはめtまれ
ているのを)�してください。

��: C�な<=は、ハンドルを
してo�プ
ラグをはめXみます。
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8. JKklタンク�\WKバルブを�じます。

9. JKklタンクの�'にJKklタンクWK
ホースを�り�けます。

10.ホッパーaV45ピンを\いてabチューブ
にÀ�します。 ホッパーを�げます。

11.JKklタンクカバーを�じます。

«¬Qタンクの<�と«¬

ES マシンZUの01�タンクは、
���%が-�です。 タンクのÃにÄÅ-が
ÆまっているL@は、«Kを�くÒきかけてタン
クを01します。

ビニールクリーナーで01�タンクのUµを01
します。

�
に ES オプションが8%されているL@は、
©(01�タンクをWKして01する��があ
ります。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

1. 01�タンクカバーを+きます。

2. �WKの¥に01�タンクWKホースノズル
を9きます。
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3. 01�タンク�\WKバルブを+きます。

4. 01�タンクをK0いします。 01�タン
クWKにÂとゴミを0い6します。

5. フロートセンサーとスクリーンフィルターを
K0いします。 01�タンクを
WKさせます。

6. 01�タンク�\WKバルブを�じます。

7. JKklタンクの�'に01�タンク
WKホースを�り�けます。

8. 01�タンクカバーを�じます。



��

65M30 Diesel  9018867  (5−2020)

Îx/アラート


g/,;�な¶mが�
にあるL@、X2/アラ
ート?�がオペレータに4Cされます。

X2/アラートインジケーターをリセットするに
は、�
を©fしてからX2/アラートのÓÔを
�り>いてください。
X2インジケーターは、�
を���するとリセ
ットされます。

��のX2/アラートインジケーターの4を¬�
し、X2/アラートのÓÔとÕÇÈ9をr$して
ください。

��：エンジンを07させずに65をオンにする
と、エンジンオイルGのÊ 、オルタネーターY
GのÊ 、エンジンe|ランプエラーが��され
ます。これはºÒな70です。

Îx/アラートインジケーター - µ¶パネル

�
は�6のインジケーターライトとLCD
（�Éディスプレイ）の2�#のh インジケー
ターを%えています。

�6のインジケーターライトはX2/アラートが
m9すると�}しYけます。

LCD はX2/アラートコードを4Cします。
X2が2�#ZSあると、それぞれのX2コード
を,Öに4Cします。

Îx/アラートインジケーター - プロパネル

X2/アラートがm9したことをCす�9/アラー
トインジケーターボタンが�}しYけます。
Í6の�¶が、�6に\わります。

�}するEFの�9インジケーターボタン
をeして、X2を4Cします。
X2/アラートO'がディスプレイに4C
されます。

�}しているZFのアラートインジケータ
ーボタンをeしてアラートを4Cします。
X2/アラートO'がディスプレイに4C
されます。

X2/アラートテキストが、O'~·のアイコン
の�に4Cされます。

X�Tボタンをeして、X2/アラートで
�にwみます。

V�Tボタンをeして、X2/アラートで
�ります。

ホームボタンをeして、メイン��O'に
�ります。

{|きz^ボタンをeして、wのO'に�
ります。
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Îxコ
ードÊ
å

Îxコード 
µ¶パネル

Îxコードプロパネ
ル

+, æ@

0x0010 パーキングブレーキ
のX2

パーキングブレーキ
のX2

パーキングブレーキを�� パーキングブレーキをL>
してください

0x0701 ECH2OのX2
フラッシュが��

ECH2OのX2
フラッシュが��

ec-H2O
システムに-¡-が�まっ

ています

ec-H2O
システムをフラッシュ

0x0781 X2 0�が1 X2 0�が1 0�タンクが1です 01�タンクをÉÊします

0x0790 X2
01�タンクが1

X2
01�タンクが1

01�タンクが1です 01�タンクをÉÊしてく
ださい。

0x0791 X2
klタンクがLM

X2
klタンクがLM

JKklタンクがLMです JKklタンクを1にして
ください

0x07A0 X2
フィルターのw�り

X2
フィルターのw�り

��[フィルターが�まっ
ています

�
の,Sスイッチを³っ
てください。

テナントのサービス×i
Êにo�してください。

0x07A1 X2 ホッパーm¼ X2 ホッパーm¼ ホッパーTでm¼ �
の,Sスイッチを³っ
てください 

¼を�してください。
��に�じて、P&*Ë�
Gにo�してください。

0x07A2 X2
ホッパーがV$�9
からはずれている

X2
ホッパーがV$�9
からはずれている

ホッパーが°5に�がって
いない

ホッパーを°5に�げてく
ださい

0x07A3 X2
シェーカーのw�り

X2
シェーカーのw�り

フィルターシェーカーが�
まっています

ホッパーフィルターの.//
�り�えを(ってください

0x07A4 X2
シートに¢もいない

X2
シートに¢もいない

エンジン��~、オペレー
ターがシートに±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
±っていなければなりませ

ん。

0x07B0 X2
エンジンの«~がS

がりすぎ

X2
エンジンの«~がS

がりすぎ

エンジンがオーバーヒート ���を��システムにH
�してください

0x07B1 X2
��[の«~がSが

りすぎ

X2
��[の«~がSが

りすぎ

��[«~が3くなってい
ます

�
の,Sスイッチを³っ
てください。

テナントのサービス×i
Êにo�してください。

0x07B2 X2
エンジンX2インジ

ケーター

X2
エンジンX2インジ

ケーター

エンジンがX2 �
の,Sスイッチを³っ
てください。

テナントのサービス×i
Êにo�してください。

0x07B3 X2 HIが-u X2 HIが-u HIタンクがほとんど1で
す

HIタンクをÉÊします（
ガソリン）

HIタンクを,�します。
（LPG）

0x07B4 X2
エンジンオイル�が
¦くなっている

X2
エンジンオイル�が
¦くなっている

オイルレベルが¦い�F�
があります

��であればエンジンオイ
ルをH�してください

0x07B5 X2
エンジンオルタネー
ターの,�が¦くな

っている

X2
エンジンオルタネー
ターの,�が¦くな

っている

エンジンへの,��-が¦
すぎます

�
の,Sスイッチを³っ
てください。

テナントのサービス×i
Êにo�してください。

*��： そのÓすべての�9コードについては、テナント[のサービスÔ�Õに\]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¨Èの01に&�
します。
スプレーノズルには、01�タンクからK/01
�が�-されます。
スプレーノズルにはワンドがNまれています

��：
65の��にスプレーノズルをgう<=、65の
Yp
^に�をかけないよう�Øしてください。

��のために：
��から�れるIfまたは	
��を�うIfは
、�を�¤なIJにEめ、パーキングブレーキを
¥けて<Âを�ってください。

1. キーをオンの�9にkしてください
（エンジンは��しない）。

��：
エンジンが70dは、スプレーノズルを/0でき
ません。スプレーノズルをg�する<=はエンジ
ンをおÙりください。

2. スプレーノズルスイッチの�µをeして、K
の�-を©f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�vします。

3. ��であれば、スプレーノズルをl��から
�りUし./します。

��のために：
f³のÈ*または�を��するIfは、�を�
するための��Àを6�してください。

4. ノズルがÌきにくいLnを./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kし、ワンドをオンにし
ます。

6. ./が^わったら、スプレーノズルとワンド
をl��に�します。

7. スプレーノズルスイッチの�µをeして、K
の�-を©f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、FれのひどいGHで��の*IをVW7にJKさ
せます。��タンクから、��メータースイッチ�の��が
YZされます。

��タンクに[\な��を]れます。

��(にスイッチの^_を3すと、��の*IがJKし
ます。スイッチの`_を3すと、��の*IがさらにJK
します。スイッチのライトは、45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/01にご23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Ifまたは	
��を�うIfは
、��を�¤なIJにEめ、パーキングブレーキ
を¥けて<Âを�り、キーを¦いてください。

1. バキュームワンドのノズルおよびホースをa
b�バッグから�りU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£み�てます。

4. �
を��してください。

�!：
エンジンを:7すると()ガスが<*され
ます。
�ÙなÚÛs�"やÁÜを$き�こすこと
があります。 >?に@*してください。
<*ガスに£するËSレベルに{してはË
ÌçèにごHIください。
エンジンはNしく_�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e
して、バキュームファンをオンにします。

µ¶パネル プロパネル

��： スクイージーが がります。

7. こぼれたKまたはゴミを./します。

8. バキュームの&�が^わったら、��バキュ
ームファン/スクイージーボタンをeしてバ
キュームを©fします。
ボタンのSのライトが�えます。

9. �
の,Sを³ります。

10.バキュームワンドアッセンブリを�りUし、
aD�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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f³ウォッシャー（オプション）

	+ウォッシャーはbcなFれの��に��します。	
+ウォッシャーを�うGRは、��dタンクの��は��
しないでください。	+ウォッシャーがefするghiがあ
ります。

��：
65の��にQGウォッシャーをgう<=、65
のYp
^に�をかけないよう�Øしてください
。

��のために：
��から�れるIfまたは	
��を�うIfは
、�を�¤なIJにEめ、パーキングブレーキを
¥けて<Âを�ってください。

��のために：
f³のÈ*または�を��するIfは、�と¤を
�するための��Àを6�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QGウォ
ッシャーは70しません。

2. フロントカバーを+けてください。

3. ホースを3�ウォッシャーシステムにつない
でください。

4. ホースのもうE%のvをワンドにuYしてく
ださい。

5. ワンドのノズルを、��な��に*Zしてく
ださい。

é³にするL@はノズルをdきÅし、f³に
するL@はノズルをeしtんでください。
またノズルを{¯にkして、スチームまたは
ファンに³り`えてください。

6. �
を��してください。

�!：
エンジンを:7すると()ガスが<*され
ます。
�ÙなÚÛs�"やÁÜを$き�こすこと
があります。 >?に@*してください。
<*ガスに£するËSレベルに{してはË
ÌçèにごHIください。
エンジンはNしく_�してください。
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7. 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。

µ¶パネル プロパネル

8. エンジン
��ボタンをeすと、エンジンの
k$Nがあがります。

µ¶パネル プロパネル

9. QGウォッシャースイッチのUDÅを1して
ください。

10.��なL@は、��を*�してください。
��をSげるときはノブを*�¨りにkし、
��を�げるときは»*�¨りにkしてくだ
さい。

+

−

��：
システムでこのGHM}をするQに、ワンドでG
HをM}してください。

11.レバーをÍって、./を+�してください。

�!：
KのLや7!にMけてN3しないでくださ
い。 �"を$き�こすことがあります。
�45を6�してください。
スプレイヤーはQずR)でDってください
。

12../が^わったら、レバーをqしてください
。

13. エンジン
��ボタンをeすと、エンジンの
k$Nが�がります。

14.ウォッシャーをオフにするL@はQG�スイ
ッチの��"をeしてください。

15.3�ウォッシャーワンドを45な%|に|け
、レバーををÍってシステムから��をL�
します。

16.�
の,Sを³ります。

17.ホースとワンドをUし、jしいaDLnに�
してください。

18.フロントカバーを�じてください。
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��のトラブルシューティング

¶m ÓÔ ´Ø%#

Kのdきずり -
KのÄいSげがÎ
いかまったくÄい
Sげない。

01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\え
るか,�します。

スクイージーの*�-
 スクイージーを*�します。

01�タンクに0�が@く、スクイー
ジーがガタガタしている

01�タンクに0�をH�します。

バキュームホースの�り バキュームホースをKで0い6します。

バキュームスクリーンのJれ バキュームスクリーンを./します。

JKkl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�� ゴミを�り>きます。

スクイージーまたはJKklタンクに
¤がるバキュームホースが³Aまたは
op

バキュームホースをuYするか,�
します。

JKklタンクカバーが°5に�まっ
ていない

20-がないか��し、カバーがj&に
�じているのを)�します。

01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。

JKklタンクがEM JKklタンクをWKします。

JKklタンクにTがEM JKklタンクを1にします。

0�の0をsらすか、または�T�を�
えるか、あるいはそのV%を(います。

JKklタンクのセンサーJれまたは
�り

センサーを01するか,�します。

�に01�がほと
んど6れないか、
まったく6れない
（�&の01モー
ド）

01�タンクが1 01�タンクにIKします。

01�の60がオフ 01�の60をオンにします。

01��-ラインの�り 01��-ラインをKで0い6します。

ÂがyÙ ブラシスカートやダストシール
がop、または*�-


ブラシスカートまたはブラシシール
（あるいはそのV%）を,�するか*�
します。

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

./バキュームファンシールがop バキュームファンシールを,�します。

./バキュームファンのX2 テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�ください。

サーモセントリーが�� サーモセントリーを��させます。

./��が¨い ブラシÏが�� ブラシを,�します。

ブラシu¢�がtなすぎる ブラシu¢�を¡やします。

メインブラシの*�-
 ブラシを*�します。

メインブラシドライブ
Dにゴミが�
み�いている

メインブラシドライブ
Dからゴミを>
�します。
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¶m ÓÔ ´Ø%#

./��が¨い メインブラシドライブまたはサイドブ
ラシドライブ（あるいはそのV%）が
X2

テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�ください。

ホッパーがEM ホッパーを1にします。

ホッパーリップスカートの��または
op

リップスカートを,�します。

メインブラシが-k³ テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�ください。

01��が¨い ワンステップ��ボタンがオフ ワンステップ01ボタンをオンにします
。

-k³な0�またはブラシ テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�ください。

01�タンクが1 01�タンクにIKします。

メインブラシにo�が�み�いている o�をを�り>きます。

メインブラシが�� ブラシを,�します。

ブラシu¢�がtなすぎる ブラシu¢�を¡やします。

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�-ホースまたはコネ
クタ（あるいはそのV%）の�まり

コネクターとホースを«Kにºして01
します。

FaST- パックが1かまたはuYされ
ていない

FaST- パックを,�して�-ホースを
uYします。

FaST システムがプライム
（&�wG%）されていない

G%するには、 FaST 01�システム
をN"J��します。

フィルタースクリーンが�まっている 01�タンクをWKして、フィルタース
クリーンを�りUして01します。

ヒューズが³れている テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�ください。

01�ポンプのX2 テナントカンパニーの�$をÚけたサー
ビスセンターにごo�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Jれ センサーを./します。

ES ポンプフィルターの�り ES フィルターを./します。

JKklタンクのKのレベルが¦く
yぎる

JKklタンクを�Ì"ÉÊします。

01�タンクのKのレベルが¦く
yぎる

01�タンクにIKします。

./または01

Fが��しない

ホッパーがSがっている ホッパーを°5に�します。

ホッパーの~で¼Ðがm9 �
の,Sをオフにしてください。
�¼します。 ��なL@は、�Eに
�¦o�してください。

JKklタンクがEM 01バキューム ファン/ スクイージー
ボタンをeして、1 "JKのklをU/
します。JKklタンクを1にします。
ES モデル：ES システムを �にして、
このX2がm9しないようにします。
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��0

Z�の4には、¸�2の_Û�が��されています。
O = オペレーター
T =  ¡をpけた|

cÍ
Îê
|

ë�Ê
å 	
�J 	
ª¡

ÏkX/
Qx

��
	

�J

©( 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 [�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 opまたは��を�� - 3

O 3 メインブラシ opまたは��を�� - 2

O 4 サイドブラシ
(オプション)

opまたは��を�� - 1

スクイージーブレードのop
または��を��

- 1

O 6 リアースクイージーブ
レード

opまたは��を�� - 1

�きを�� - 1

O 7 サイドスクイージーブ
レード

opまたは��を�� - 2

O 8 klタンク ./ - 1

O 8 klタンク、ES
モード（オプション）

ES フィルターを./ - 1

O 9 01�タンク、ES
モード（オプション）

./ - 1

O 5 ホッパー ホッパー、ダストスクリーン
、ホースを./

- 1

20 *J O 5 ホッパーダストフィル
ター

opを��、./、��なL
@,�

- 1

50 �� O 16 FaSTフィルターjk �� - 1

O 16 ec-H2O
フィルターjk（S/N
000000-010000）

�� - 1

T 3 メインブラッ ブラシパターンの8kを)�
し、
w'のブラシを�れ`えます
。

- 2

T 13 w7 ホイールナットの�め�け
（��の50*Jのみ）

- 1

T 15 バッテリー バッテリーケーブルのuY�
を./して�める（��の50
*Jのみ）

- 1

T - HIライン pÃやÑ�の��、�&がな
いL@クランプバンドの�め
�け

- すべて

T 1 エンジン ベルトのÒりÛ@の�� - 1

WK／HIセパレータの�� - 1
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cÍ
Îê
|

ë�Ê
å 	
�J 	
ª¡

ÏkX/
Qx

��
	

�J

100��
*J©

T 19 ラジエーター コアの01 - 1

T 19 オイルクーラー コアの01 - 1

T 1 エンジン オイルとフィルターの,� EO 1

O 13、20 タイヤ pÃの @の�� - 3

T 6 リヤスクイージーキャ
スター

�[ SPL 2

T 6 リヤスクイージー KGの�� - 1

O 2 01ヘッドスカート pÃやÑ�の�� - 1

200��
*J©

T 12 フロントホイールサポ
ートベアリング

�[ SPL 2

T 1、17 トルクチューブ �[ SPL 4

T 12 ステアリングシリンダ
ー

�[ SPL 1

T 1、19 エンジン ラジエーターのホースとクラ
ンプバンドの��やpÃの�
�

- すべて

T 11 ブレーキペダル *�klの�� - 1

T 14 ホッパーリフトアーム
ピボット

�[ SPL 2

T 5 ホッパードアピボット �[ SPL 2

T 18 ホッパーリフトアーム
ラッチ

./と�[ SPL 1

250��
*J©

T 1 エンジン エアーインテークホースの�
�

- すべて

400��
*J©

T 1 エンジン エアフィルターの,� - 1

HIフィルターの,� - 1

ラジエーターと��89の0
1

- 1

T 20 リアホイールベアリン
グ

��、�[、*�する SPL 2

500��
*J©

T 1 エンジン ファンベルトを,�する - 1

グリルとラジエーターフィン
のÂを./する

- 1

800��
*J©

T 10 ��[タンク コンセントのストレーナーのno 1

T - [�ホース pÃやÑ�の�� - すべて

T 13 A(モーター �
シャフトナットを�め�ける

- 1

T 13 フロントホイール �
ホイールナットを�め�ける

- 1

T 15 バッテリー H
バッテリーケーブルのuY�
nを./し�め�ける

- 1
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cÍ
Îê
|

ë�Ê
å 	
�J 	
ª¡

ÏkX/
Qx

��
	

�J

1000�
�*J
©

T 1、19 ラジエーターのホース Ü¥やÝ¾の�� - 2

T 16 FaSTシステムフィルタ
ー

,� - 2

T 1 エンジン バルブクリアランスの*� - 4

1200�
�*J
©

T 10 ��[フィルター [�フィルターの,� - 1

1500�
�*J
©

T 1 エンジン オイルセパレータエレメントの
,�

- 1

PCV（ポジティブクランケース
ベンチレーション）バルブの�
�

- 1

EGR（W;�]$）クーラーの
pÃの��

- 1

2400�
�*J
©

T 10 ��[タンク コンセントのストレーナーの,
�

- 1

��[を,�する HYDO 1

3000�
�*J
©

T 18 DPF（ディーゼルW;^
=�>�フィルター）

�$サービスセンターにCりク
リーニングのÞ¦

- 1

T 1 エンジン ターボチャージャーの¯れの�
�

- 1

1Ó T 1 エンジン EGR（W;�]$）ホースの�
�

- すべて

エキゾーストマニホールドのp
Ãや¯れの��

- 1

T 2 エンジンエアーフィル
ター

エアーフィルターエレメントの
,�

- 1

T 18 DPF（ディーゼルW;^
=�>�フィルター）

センサーのチューブとホースの
��

- すべて

2Ó T 1 エンジン オイルセパレータホースの,� - 1

ターボセンサー��ホースの,
�

- 1

EGR（W;�]$）クーラーホ
ースの,�

- 1

ターボチャージャーYZ[ホー
スの,�

- 1

HIホースとクランプの,� - すべて

エアーインテークホースの,� - すべて

��89のホースとクランプの
,�

- すべて

T 18 DPF（ディーゼルW;^
=�>�フィルター）

��センサーのホースの,� - 2

YZ[/�1

EO 5W−30エンジンオイル、API ディーゼル"#CJ-4ZS、CF / SH.....
HYDO Tennant�プレミアム��[または���...
WG Kまたはエチレングリコール アンチフリーズ、-34 Ô(-30 Õ)....
SPL rÖYZ[、Lubriplate EMB グリース ( テナントカンパニー���  01433-1)....
 
��: ゴミがÞSに±いところでは、e|}cの`�が±くなる�
�があります。



	
��

78 M30 Diesel  9018867  (5−2020)

Ðºのタッチポイント

�
にはシンプルなÕiアイテムをCす56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×Ûが��ありません
。

Ïk

スクイージーキャスターベアリング

100 ��*Jごとに、スクイージーキャスター
ベアリングに�[します。

�Ñサポートベアリング

200 ��*Jごとに、w7サポートベアリング
に�[します。Vw7サポートのグリース��ß
は、フレームサポートプレートの�にあります。

ステアリングシリンダー ベアリング

200 ��*Jごとに、ステアリングシリンダーに
�[します。ステアリングシリンダーベアリング
は、w7サポートのrにあります。
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リアホイールベアリング

400��*Jごとに、リアホイールベアリングに
opがないかどうかを��し、�り�けqして*
�してください。 Lubriplate
EMBグリース（テナントパーツ� 01433-1）を&
�します。

ホッパーリフト アームピボット

200 ��*Jごとに、ホッパーリフトアー
ムピボットに�[します。

ホッパードアピボット

200 ��*Jごとに、ホッパードアピボット
に�[します。

リフトアームラッチ

200��*Jごとに、リフトアームラッチとラ
ッチストップを./して�[します。

トルクチューブ

200 ��*Jごとに、トルクチューブに�[し
ます。�
のオペレータµでは、トルクチューブ
のグリース��ßがHIタンクの�にあります。

オペレータの»´µでは、トルクチューブのグリ
ース��ßがプロペルポンプの�にあります。
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X³システム

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

©(、��«~*の[�オイルレベルを��し
ます。[�オイルレベルは、���のS�ライン
のJになければなりません。[�オイルレベルを
��するときは、ホッパーを�げてください。

��: X³オイルタンクをì¸にし.ぎたり、
éいオイルレベルのまま��をÒ7させたりしな
いでください。��のX³システムが~�する=
れがあります。

2400��*J©に��[タンクを1にし、�しい
Tennant�プレミアム��[を-[してくださ
い。

�!: やけどの%�があります。01が/く

なっています。2れないでください。

800 *J��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wに、
フィラーキャップガスケットに���で§い¨を
つくります。

1200 ��*Jごと、または[�タンク~の�«
が�32°C(90°F) のとき、[�タンクのゲー
ジが5/ �のゾーンにあるL@に、
[�フィルタを,�します。

2400 *J��ごとに、[�ストレイナーアウト
レットを,�します。
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X³オイル

¨È«~の©いにより、�の 3
�#の��[を¹�できます。

Tennant True プレミアム�7X (íîâ�)

パーツ
Êå

¡� ISO Ó�
グレード
のÓ��
Ò (VI)

c�g�
の©�

1057710 3.8 リットル
(1 ガロン)

ISO 100

VI 126
ZS

19�C
(65�F)
ZS

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
ZS

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
ZS

16�C
(60�F)
Z�

1057708 19 リットル
(5 ガロン)

Øªの[�オイルをお&いのL@は、テナントの
[�オイル[=にk@していることをご)�くだ
さい。×`�は、[�システム��のÙáを�く
する¢れがあります。

��: X³システムs�のÏk�Dは、システム
ªsのQÇにð しています。ñやàO!がX³
システムに�/すると、�DxX、òÍÔÕ、
~�を$き�こします。

X³ホース

800 *J��ごとに、[�ホースに��やpÃ
がないか��します。

��のため： ��を	
��しているときは、
ó³によるX³オイルYれをカードボードで
V
してください。

P&に�さな�からWÅされている3�オ
イルは、Úどnえませんが!±なÃ0をdきcこ
すことがあります。

00002

¯Å[�オイルによりÃ0を«ったL@は、qち
にâÛのpãをÚけてください。qちにâÜØ9
を¬じないと、!いÝÞをdきcこす¢れがあり
ます。

オイル¯れをmnしたときは、サービスäåまた
はDiGにo�してください。
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エンジン

��のために：��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキを¥けて<Âを�り、キーを¦い
てください。

エンジンオイル

エンジンオイル0は©()�してください。100
��*J©に、オイルとオイルフィルターを,�
してください。

エンジンオイルはオイルゲージのインジケーター
マークのJになるまでIÉしてください。インジ
ケーターマークの�S�をえてIÉしないでく
ださい。エンジンオイルの�0はオイルフィルタ
ーをNめて5.6リットルです。

µ¶?@

��のために：��を	
��するときは、/く
なっているエンジンµ¶�に2れないでください
。エンジンが/いôには、ラジエーターからキャ
ップを}り|さないでください。エンジンをµや
してください。

リザーバーTの���レベルは、©(��してく
ださい。���のレベルは、エンジンが�えてい
る*に、インジケーターマークのJでなければな
りません。Kや���の�@にRするS@は、ク
ーラントのメーカーにお¶い@せください。

800��*J©に、ラジエーターと��89を0
1してください。

200��*J©に、ラジエーターのホースとクラ
ンプを��してください。�んだクランプを�め
�けてください。pÃしたホースやクランプを,
�してください。
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1000��*J©に、ラジエーターのホースのÜ
¥とÝ¾を��してください。

100��*J©に、ラジエーターコアとのフィン
のJれを��してください。�&のエアフローと
は®の%|から、グリルやラジエーターフィンの
すべての¯æを01してください。01するとき
に��フィンをßげないように��してください
。フィンに¯æがこびりつかないように!"に0
1してください。ラジエーターがçれないように
、ラジエーターとオイルクーラーのフィンを�や
してから01してください。

エンジンベルト

50��*J©に、ベルトのÒ�を��してくださ
い。ベルトのÒ�は��に�じて*�してくださ
い。kjなベルトのÒ�は、ベルトのE�/いµ
の~J�9に4～5kgの�を�えたときに13mm�~
たわむklです。

�!：ベルトとファンが7いています。'
づかないでください。

エアコンディショナーベルト（オプション）

��のために：��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキを¥けて<Âを�り、キーを¦い
てください。

100��*J©に、ベルトのÒ�を��してくだ
さい。ベルトのÒ�は��に�じて*�してくだ
さい。jしいベルトのÒ�は、ベルトのE�/い
µの~J�9に25～27kg
（55～60lb）の�を�えた*に4～7mm（0.025～0
.25インチ）�~たわむklが�kです。

�!：ベルトとファンが7いています。'
づかないでください。
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�／&�セパレータから�の<�

��のために：��を	
��するôは、&��
�の·[cBに�や \を'づけないでください
。>?に@*してください。

50��*J©に、K／HIセパレータからKを\
いてください。

エンジンを��せずに、キーをオンの�9にkし
てください。

K／HIセパレータのÃ�にあるK／HIセパレ
ータの�り�けÛをÌk$させてドレンを+きま
す。

ポンプをNkeして、K／HIセパレータからK
を\きます。

K／HIセパレータの�り�けÛを�じます。

&�ライン

50��*J©に、HIラインを��してください
。クランプバンドが�いL@、バンドのネジに�
[しバンドをしっかり�め�けてください。

ゴムのHIパイプは、エンジンの&�°~にかか
わらずÝ¾します。2Ó©にHIラインとクラン
プバンドを,�してください。

��のために：��を	
��するôは、&��
�の·[cBに�や \を'づけないでください
。>?に@*してください。

2ÓZTでもHIラインとクランプバンドのàり
³れやpÃがnつかったL@は、è±に,�また
はÕiしてください。HIラインの,�'はHI
;<のエアー\きをしてください。「HI;<の
エアー\き」を¬�してください。HIパイプを
�りUしているJは.áなâまたは±でVvに²
をし、パイプTにゴミが�らないようにしてくだ
さい。パイプTにゴミがあると、HIインジェク
ションポンプがX2するL@があります。

&���のエアー¦き

E��なディーゼルHI;<は、HIラインやH
I��にエアーが|らないように*�する��が
あります。�&、この*�はHIを�'まで&い
³ってしまった*、HIフィルターエレメントの
,�'、HI;<��のÕi'に��になります
。HITにエアーが|っていると、エンジンのé
Zな)$がêげられます。

ただし、�
のHI;<は.�*�ãです。イン
ジェクターS�のリターンラインから1;を\く
ことができます。
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&�フィルター

500��*J©に、HIフィルターを,�してく
ださい。

PCV（ポジティブクランケースベンチレーション
）バルブ

1500��*J©に、PCVを��してください。

EGR（<*§õ�）クーラー

1500��*J©に、EGRクーラーのpÃを��し
てください。

©Ó、EGRのチューブとホースの¯れやpÃを�
�してください。

2Ó©にEGRクーラーを,�してください。
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DPF（ディーゼル<*÷×rØøフィルター）

3000��*J'に、DPFを�$サービスセンター
にCりクリーニングをÞ¦してください。

©Ó、DPF��センサーのチューブとホースの¯
れやpÃを��してください。

2Ó©にDPF��センサーのホースを,�してくだ
さい。

エキゾーストマニホールド

©Ó、エキゾーストマニホールドのpÃや¯れを
��してください。

ターボチャージャー

3000��*J©に、ターボチャージャーの¯れを
��してください。

2Ó©にターボチャージャーセンサーの��ホー
スを,�してください。

2Ó©にターボチャージャーYZ[チューブを,
�してください。
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バルブクリアランス

1000��*J©に、エンジンが�えている*にバ
ルブクリアランスが0.18～0.22mm（0.0071～0.00
86インチ）であることを��し、*�してくださ
い。

エアーインテークホース

250��*J©に、エアーインテークホースのp
Ãと¯れを��してください。

2Ó©にエアーインテークホースを,�してくだ
さい。
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エアーフィルターインジケーター（オプション）

インジケーターを©(��してください。インジ
ケーターの�い�は、エアーフィルターエレメン
トのJれのw(に@わせg�します。�い�が5k
Pa（20 in H2O）に³し、SERVICE WHEN
REDウィンドウ51が�6になるまでは、エアー
フィルターを,�しないでください。エアーイン
ジケーターのj)なä$¿を�るには、エンジン
が��している��があります。

��のために：	
��のôは、.7s�に´2
しないようにしてください。ゆったりとした��
やアクセサリーは6�せず、�が�いIfはまと
めてください。

エアーフィルターアセンブリー

エンジンエアーフィルターのダストキャップは、
©(1にしてください。

250��*J©に、エアーフィルターエレメント
を./してください。エアーフィルターエレメン
トは©Ó、またはpÃしたL@に,�してくださ
い。

��のために：��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキを¥けて<Âを�り、キーを¦い
てください。

オプションのエアーフィルターインジケーターが
8%されているL@：エアーフィルターインジケ
ーターがÄ;;<の´åをCしたL@、またはフ
ィルターエレメントがpÃしたL@、エアーフィ
ルターエレメントを,�してください。「エアー
フィルターインジケーター（オプション）」を~
�してください。

エアーフィルターエレメントを�りUします。エ
ンドキャップとハウジングT�をウエスで��æ
く./してください。ハウジングシーリング'を
./します。

エアーフィルターハウジングにフィルターエレメ
ントを�り�け、ドレンが�|きになるようにダ
ストキャップを�り�けます。
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オプションのエアーフィルターインジケーターが
8%されているL@：エアーフィルターエレメン
トをÑの�9に�した'、インジケーターのvの
リセットボタンをeして、エアーフィルターイン
ジケーターをリセットしてください。
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DPF（ディーゼル<*÷×rØøフィルター）§
7

DPFは、W;システムからのçæをèえ、±;~
への�ÅをEfします。これは、��のW;Vc
にk@するために��です。�;の��~に、é
じtめられたçæは、DPFTで��をm9させま
す。この��が3まると、�^�にはエンジンの
�Fに¸�をÏえ、çæが��プロセスによって
>�されないL@は、エンジンにpÃをÏえます
。DPFのT�にéじtめられたçæは、��を>
�する�9プロセスのJにê�されます。

DPFは、�
が�kなÅ�レベルで��していな
い*に、�まる�F�が3くなります。���9
を+�する�Jを��´にëえるため、&に�

を�kなレベルで��してください。

DPFがµしくw�まりしているL@は、DPFの-.
t/が��です。���9が��になると、EDM
（エンジンディスプレイモジュール）に?�が4
Cされます。

エンジン«~と¨È«~により、�9が^«する
までに20～40"を�するL@があります。�9が
+�したら、�ず°«させてください。��に5
6の?�が4CされたL@は、�9を(うよう¢
£されています。�9は'でy(してもかまいま
せんが、すぐにy(しないとçæが¡±し、エン
ジンの�Fを¦�させ、�の�9プロセスのy(
により/い*Jが��になります。

�9を^«させることができないL@は（�2の
k�や·Îのため）、X（QyL>）の�にある
ソフトボタンをeして、�9の?�を�じ、ゲー
ジビューに�ります。
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DPF（ディーゼル<*÷×rØøフィルター）の
�!

EDMは、カラーのDPF?�を4Cします。��は5
6、�にオレンジ6、�^�には�6で、?�の
�¦���を4します。

Ðºの�!：DPFにçæがあるため、���9を
(ってください。�
を./に&�することは�
Fで、エンジンの�Fが¦�することはありませ
ん。このレベルで���9をy(することをìë
します。「���9の+�」の"を¬�してくだ
さい。

オレンジºの�!：DPFにçæがあるため、��
�9を(ってください。�
を./に&�するこ
とは�Fですが、エンジンの�FはÍt¦�しま
す。このレベルで���9をy(することを�く
ìëします。「���9の+�」の"を¬�して
ください。

��：y��を��するには、 Sき�Tの に
あるソフトボタンをg�してください。Qの��
にàるには、USき�Tの にあるソフトボタン
をg�してください。

��：オレンジFの6�を�aするとシャットダ
ウン6�が��され、t/が]^するまでの�に
エンジンが5Å·にシャットダウンします。EF
の6�が��され、ディスプレイに「Excessive
PM4（P3007）」または「Excessive
PM5（P3008）」が��された<=は、t/プロセ
スを08できなくなります。
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Ùº（Úù）の�!：DPFがçæでいっぱいにな
っているため、���9が��です。エンジンの
�Fが±aに¦�するため、これZS、�
を.
/に&�しないでください。この?�が4Cされ
たL@はbちにアクティブな���9をy(して
ください。これは、オペレーターによる���9
を�Fにする�'の?�です。「���9の+�
」の"を¬�してください。

��：y��を��するには、 Sき�Tの に
あるソフトボタンをg�してください。Qの��
にàるには、USき�Tの にあるソフトボタン
をg�してください。

45に���9を°«する%#については、「�
��9の+�」を¬�してください。

Û2のÙº（Úù）の�!：��の�6の?�を
@hすると、オペレーターは�9プロセスを+�
できません。ÜÝのあるÝ°|が§7を�:する
Q�があります。�
をqちに©めて、¶Àのあ
るË�Gにo�してください。

��：t/6�を�aしたことによるDPFc\の
すべてのá�は、65の�����です。

Û3のÙº（Úù）の�!：·2の�6の?�が@
hされ、�
がqちにオフにされていないL@、
DPFを,�するか、�
から�りUして、¶Àの
ある./�%において./する��があります。
これはP&に3ìなÕiで、�
の�Ä©�|で
す。
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DPF（ディーゼル<*÷×rØøフィルター）ス
テータスアイコン

6"けされたDPFステータスアイコンでDPFのステ
ータスをチェックします。

ステータ
ス

アイコン d�

パーキングブレーキ -
パーキングブレーキがかかってい
ると、¸6のアイコンが4Cされ
ます。

トランスミッションがニュートラ
ル -
%|ペダルがニュートラルになっ
ていると、¸6のアイコンが4C
されます。

W;ガス3«ランプ -
DPFのÅQの«~が�9に!"な3
«になると、アクティブなDPF�9
~に�6のアイコンが4Cされま
す。

DPFランプコマンド -
�いアイコンが、�9~に�v、
または���9~に�}します。
�9がêげられているL@、.�
のアクティブな�9を�íする、
56のアイコンが�vします。

DPF�9がëcされるよう�$され
ている -
�
またはオペレーターが�9を
¹fしているL@に4Cされます
。
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��§7の�:

��のために：アクティブな��§7を�:する
�に、@*の�いエリアの¤らなIJにgめてく
ださい。��|やKの?@から�れた、L>りの
¨ないIJにgめてください。.&*!"、Lu
、ガス、またはQxの'くに��しないでくださ
い。©ªや��されたエリアに��しないでくだ
さい。パーキングブレーキを¥けます。��を«
@しないでください。

��：65のt/を08するQに、すべてのEDM
（エンジンディスプレイモジュール）エラーコー
ドを¡sしてください。エラーコードが��され
ていると、EDMにより、エンジンによるt/がd
[されます。

1. 45なエリアに�
をg�して、���9を
°«し、A(ペダルをニュートラルポジショ
ンにL>してください。

��：t/が]^するまで、�Sペダルはニュー
トラルポジション、すべての,-5
はオフのま
まに¦ちます。

2. エンジン
��ボタンをeすと、エンジンの
k$Nが�がりアイドル)$になります。

3. パーキングブレーキを�けてください。EDM
のSにあるパーキングブレーキアイコンが�
vします。

4. EDMのBCをOみ、それに�ってください。

5. DPFコマンドの�にあるソフトボタンをeし
て、Un-Inhibit
Regenコマンドにアクセスしてください。

6. メニューからUn-Inhibit
RegenをQyします。
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7. EDMディスプレイの>�をeみます。�|き
z^の�にあるソフトボタンをeして、?�
のリマインダーを¬�します。

8. Request
Regenの�にあるソフトボタンをeして、�
9を+�します。

��：Qの��にàるには、USき�Tの にあ
るソフトボタンをg�してください。

��：エンジンが5Å·にシャットダウンした<
=は、·
tf7し、エンジンが07â�にgし
てt/が�えるようになるまで、Regenコマンド
をUn-InhibitにセットするC�があります。

9. �
の���9が^«するまで�
してくだ
さい（20～40"かかるL@があります）。�

の���9~、DPFアイコンとW;ガス3
«ランプは�6に�vします。

��：65の-.t/が08された�は、�Sペ
ダルにhれたり、パーキングブレーキをi,した
り、エンジンをÙったりしないでください。

��：t/d、DPFのzãのâ�がt/プロセス
の08にäÅなQâになると、opガスQâアイ
コンは、EFにefします。
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��：��の����が��された�は、�#ペ
ダルに�れたり、エンジン*��ボタンを�した
り、パーキングブレーキを��したり、エンジン
を3ったりしないでください。-.t/をjdで
Z[することがC�な8æ（çy�の`#）がな
い1り、-.t/をZ[しないでください。��
な67に1り、Stop
Regenの にあるソフトボタンを1してt/をZ
[してください。

��：65の-.t/の¨�をèげる��となる
8�になる<=があります。「Diesel
Particulate Filter Active Regeneration
Inhibited Due
to（�の��によりディーゼルopq+r,sフ
ィルターのアクティブなt/がxéされました）
:...」
というメッセージがECMに��された<=は、�
 の�を~�してください。-.t/を¨�する
Qに、� のエラーや�9をi¡するC�があり
ます。

エラー／Îx æ@

Engine Not Warmed

Up（エンジンが³
さ

れていない）

エンジンを³
してから�9を+

�してください

System

Timeout（システムタ

イムアウト）

�
の,Sスイッチを³ってくだ

さい。

テナントのサービス×iÊにo

�してください。

System

Lockout（システムロ

ックアウト）

�
の,Sスイッチを³ってくだ

さい。

テナントのサービス×iÊにo

�してください。

System Fault

Active（システムX2

アクティブ）

システムX2をdきcこしている

¶mをÕjしてください

Parking Brake Not

Set（パーキングブレ

ーキが�かっていない

）

パーキングブレーキを�けます

Out of Neutral

（ニュートラルになっ

ていない）

%|ペダルをニュートラルの�9

にします

Accelerator Pedal

Off Idle

（アクセルペダルがア
イドル)$になってい

ない）

%|ペダルをニュートラルかアイ

ドル)$の�9にします

Low Exhaust Gas

Temperature（W;ガ

ス«~が¦い）

W;システムを�9にkした«~

にします

Inhibit Switch

（Efスイッチ）

�9Efがオンになっています。

�9EfをL>してください

��：-.t/がjdでZ[された�、EDMは、
�に65が87され、t/が08されるâ�にな
った4、t/がC�であるという6�をtび��
する<=があります。8æがkせば、tびt/を
08してください。

10.�9が^«すると、EDMディスプレイに「DPF
regeneration is
complete（DPF�9が°«しました）」とい
うメッセージが4Cされます。X（QyL>
）の�にあるソフトボタンをeして、メッセ
ージを�じ、ゲージの4Cに�ります。これ
で、�
が&�できるklになります。
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バッテリー

��の50 *J��'、そしてその'800 *J�
�ごとに、バッテリーのuY�を./して�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Kを�えたりしないで
ください。

��のため：
��を	
��するIfは、バッテ
リーのÞQと´2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、
^がVlmになったとき、Y9を
Z[させてワイヤーハーネスを¦Bするgいëて
のDÁです。リレーは、65のYpシステムに
9れるYH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、Cず3じアンペア{�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ìきzしのd
にあります。

リレーパネルSの¸フューズとリレーの�9は、
�のXを¬�してください。オプションのスプレ
イノズル� M10 リレーは、バッテリーの
'ろにあります。

¸フューズとaºされているk»は、�のテーブ
ルを¬�してください。

フューズ �� �	されている��

FU1 15 A ��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／stり（オプション）

FU5 15 A  !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��バキューム"#

FU7 15 A  !$/ ホッパーラッチとド
アー/%&'(/)*/シェーカー

FU8 15 A ES/FaST/  +/ 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 u��（S/N 000000-010000）

FU13 15 A ��dポンプ (S/N 010001-       )

FU14 15 A ;われていない

− 20 A ec−H20
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¸リレーとcEされているk»は、�のテーブル
を¬�してください。

リレー yÝ ËÌされている2ß

M1 12 VDC, 40 A Ií 1

M2 12 VDC, 40 A Ií 2

M3 12 VDC, 40 A シェーカー

M4 12 VDC, 40 A 'w

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（îのリレー
）

M11 12 VDC. 40 A HIポンプ

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T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�9
については、ヒューズボックスのカバーを¬�し
てください。

��: フューズは、Cず3じアンペア{�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��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
01システムは、シートの'ろに�り�けられて
います。

リレー yÝ cEされるk»

- DC 12V 40A スプレーワンド

- DC 12V 40A 3�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,;k»がy«
¼klとなったときに,;の6れを½Aするため
のリセット�Fなaº89です。��~にサーキ
ットブレーカーが��したL@、そのÓÔ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eしてリセットします。
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ホッパーダストフィルターの¼Ó

¸シフト'、ホッパーを1にするwにダストフィ
ルターをシェークします。 20 ��*Jごとに、
フィルターを��して./します。
opしたダストフィルターは,�します。

��: 65をÞSにEれている;¥でgう
<=は、ダストフィルターをより`nに,-する
C�があります。

�に¾べる%#のいずれかで、ダストフィルター
を./します。

シェーキング - フィルターシェーカーボタンを
eします。

タッピング - フィルターのÂµを�にして
bたい4'を�くたたきます。 フィルターのエ
ッジがopしないよう、��してください。
フィルターのエッジがopしていると、フィルタ
ーフレームの~でフィルターはj&にシールしま
せん。

エアー - ��1;を&うL@は、aºî¿を
��してください。 z^と»´の%|に、
ダストフィルターを�してエアーをïきつ
けます。 690 kPa (100 psi) をえる
1;�を&わないでください。フィルター
から50mm (2in) ZTにノズルをWづけな
いでください。�
の~にダストフィルター
を9いたままで./�Fです。

K - ¦�ガーデン�ホースで、z^と»´%
|にダストフィルターにKを�してK0いし
ます。

��: ダストフィルターの,-に�をgう
<=は、Cずフィルターを]yにîかしてから、
ホッパーにt'oしてください。
Æったダストフィルターを'oしないで
ください。

サーモセントリー

サーモセントリーは、ホッパーのTµに9かれて
いて、ホッパーからÄdされる1;の«~を�>
します。 ホッパーTで¼Ðがm9すると、
サーモセントリーはバキュームファンを©fさ
せて、1;の6れを³Aします。 �えると、
サーモセントリーは.��にリセットされます。
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メインブラシ

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

©(、メインブラシにワイヤや�の�みつき、
��、opがないか、また*�が��ないかを�
�します。

./�がなくなったらブラシを,�してくださ
い。

�
を50*J)$する©にw'のブラシを�れ`
えることで、ブラシのÙáと01�を�±´にd
きÅすことができます。

��: 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ïく��し、,-Aðがñò\に
なります。

メインブラシの�@または��úしûえ

フロントブラシは�
の{µからアクセスし、
リアーブラシは¯µからアクセスします。

1. スクラブヘッドをK0いします。

2. Uµのブラシドアを+きます。

3. Tµのブラシドアを+きます。

4. ブラシアイドラプレートを�りUします。

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

7. &�~のブラシは、w'のみを�れ`えてく
ださい。vとvを�れ`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. TµとUµのブラシドアを�じます。

10. ブラシのパターンを)�し、w'のブラシを
�れ`えた'に、��に�じて*�します。
「メインブラシパターンのG:とM}」を¬
�してください。
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メインブラシパターンの	


1. �のZらかでbðな�nに、チョークまたは
#ñのマーキング-�をまきます。

��: チョークなどがない<=は、ブラシを2
Å�¾のUで
�させます。¾のUにpきqが�
ります。

2. スクラブヘッドをVちSげて、チョークをま
いた�nのSにブラシをg�します。

3. パーキングブレーキを�けます。

4. ワンステップ./ボタンをeしてスクラブヘ
ッドを�げます。 ブラシ�を�¦に
�$し、ブラシを15 ～ 20 b��さ
せます。 チョークをまいた�nで、
スクラブヘッドは1 �nにfめておきます。

5. スクラブヘッドをVちSげて、バーキングブ
レーキをUし、チョークをまいた�nから�

をg�してqします。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

6. ブラシパターンをÀãします。 ブラシパ
ターンが¸ブラシの5/にわたり�じ
aで、さらにVブラシのバターンが�じaで
あれば、*�は-�です。

10355

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

10652

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

10653
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メインブラシüàりの_�

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µのパターンaをsらすには
ブラシドライブハウジングをSげ、パターン
aを¡やすには�げます。

3. �り�けボルトを�めます。

4. ブラシパターンを���します。
��に�じて�*�します。

メインブラシýの_�

1. スクラブヘッドのVµでドラッグリンクの
/さを*Zします。 Vドラッグリンクを
/くしてリアブラシパターンaを¡や
します。 Vドラッグリンクを�くしてフロ
ントブラシパターンaを¡やします。
�ず¸ドラッグリンクのナットを�じkNだ
けkしてください。

��: ドラッグリンクM}ボルトを\�に2

�すると、ブラシóがr25mm（1in）¯7
します。

2. ブラシパターンを���します。
��に�じて�*�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Ifまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

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

サイドブラシの�@

./�がなくなったパッドは,�してください。./

�がなくなったブラシまたはÏが56の^までÑ�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nえるよう
になるまで、ブラシをkします。

3. スプリングハンドルをぎゅっとÍ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�からサイド
ブラシを�り>きます。

5. ブラシスプリングを+いておくと、�しいブ
ラシをより}À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�に9き、VちSげてサイドブラッ
シハブに_しtみロックさせます。
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FaST システム

FaST- パックの�@

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Â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E�wまでスライドします。

3. FaST �-ホースコネクターのSのボタ
ンをeし、l�óから1の FaST-
パックを\き�りo"します。

4. �しい FaST- パックのミシンwの�"を
³りqします。 パックからÁは�りU
さないでください。バッグのÃ�にあるホー
スのコネクターをdきÅして、コネクターか
らホースキャ ップをUします。

��: FaST- パック（¾��ôs�）は、
FaST システム��0��に>§に0$さ
れたものです。 ÔõÁはöしてgわないで
ください。FaST システムが�9するおそれ
があるので、Óの���はt÷にg�しないでく
ださい。

5. FaST- パックを FaST-パックブラケッ
トにZりtませます。

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

7. 0�からï,されるKTが�±になるまで、
N"J FaST システムで01します。
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FaST ·[ホースコネクターの¼Ó

0�が½�しているL@は、コネクターをぬるま
µにºします。 FaST- パックが�り�けられ
ていないL@は、�-ホースコネクターをaDプ
ラグに_しtんでaDし、ホースの�りをEぎ
ます。

FaST システムフィルタースクリーンの¼Ó

FaST システムフィルタースクリーンは、
01�タンクからFaSTシステムに6れtむKを
ðyします。

Âïの�Dからフィルタースクリーンを�りUし
て、50 ��*Jごとにスクリーンを./してく
ださい。フィルターを�りUすwに、01�タン
クを1にしてください。.

FaSTシステムのフィルターの�@

FaSTシステムのフィルターは、�
を1000*J)
$する©に,�してください。フィルターを,�
するwに、01�タンクを1にしてください。
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ec-H2Oシステム«¬)�

この��は、アラームがÃりec-H2Oシステムの�
6のインジケーターライトが�}した*だけy(
してください。

Ec-H2O モジュールの��BC (S/N 000000-010000)

��のために: ��から�れるIf、または	
�

�を�うIfは、�¤な¢1にEめ、パーキングブ

レーキを¥けて<Âを�ってください。

1. )$P'ろのab�バッグからV%の01ホ
ースを�りUしてください。

2. )$Pカバーをロックしてください。

3. ec-H2Oシステムの�Qホースを01��-ホ
ースからUし、�Q01ホース
(ñ6のコネクタ)
をec-H2Oシステム�QホースにuYしてくだ
さい。

4. ec-H2OシステムのÅQホースを01ヘッドに
uYするホースからUし、ÅQ01ホース
(�6のコネクタ)
をec-H2OシステムのÅQホースにuYしてく
ださい。

5. ec-H2Oシステムの�Q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�Dに�れてください。ÅQホースを1の
バケツに�れてください。

6. エンジンを��せずに、キーをオンの�9に
k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、01サイクルを+�してください。

�: ��サイクルが�^すると
(r7Å�)、モジュールのYøはH7I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i,するには、モジュールを]yに7Å
�2�しなければなりません。
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8. 7"Jの01サイクルの'、ビネガーの�D
からÄいSげホースを\き�り、ホースをき
れいな�Kの�った�Dに�れてください。
�~フラッシュスイッチをeし、モジュール
に|ったビネガーを0い6してください。1
〜2"'、フラッシュスイッチをもうE~e
してモジュールを©fしてください。

9. ec-H2Oシステムの�QホースとÅQホースか
ら01ホースを�りUし、ab�バッグに�
してください。

10. ec-H2Oの�QホースとÅQホースをuY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YけるL@は、01��を�
~y5してください。それでも�&がYくL
@は、�サービスセンターにごo�くださ
い。

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

�:
zãホースと�ãホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの�に ろし、2�ùシートカバーをR
じたときに、úんだり��させたりしないように
してください。

12.)$Pカバーを�めてください。
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Ec-H2O モジュールの��BC (S/N 010001-           )

DEにFするGHIJ：��からKれるLMまたはN
OPQをRうLMは、�をSTなLUにVめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をWってください。

1. ��dタンクをwにしてください。

2. xy��ホース (z{のコネクタ)
を}~��ろの���バッグからtり�してください
。

3. }~�カバーをロックしてください。

4. ec-H2Oシステムのxyホースを��ヘッドに�Wす
るホースから�し、xy��ホース (z{のコネクタ)
をec-H2Oシステムのxyホースに�Wしてください。

5. xyホースをw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�5ガロン（19
リットル）、wの��dタンクに�いでください

7. エンジンを�#せずに、キーをオンの��に�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��してください。

��：��サイクルが��すると
(4756)、モジュールの89は:;<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@Aに75BCDしなければなりません。

9. 7�%の��サイクル�、��dタンクからビネガー
を��に�xし、すすぎます。きれいな�)を�3ガ
ロン（11リットル）��dタンクにKえてください。��
フラッシュスイッチを3し、モジュールに�ったビネガー
を�い*してください。1～2��、フラッシュスイッチを
��3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xyホースからtり
�し、���バッグにCしてください。

11. ec-H2Oアウトレットホースを��Wします。ec-H2O
システムのインジケーターライトが¡¢をWけるGR
は、��£¤を��M¥してください。それでも¦
§がWくGRは、Q¨サービスセンターにごV©くだ
さい。
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12.ÅQホースと�Qホースを、ec-H2Oアセンブ
リとブラケットのJに�れてください。

�:
zãホースと�ãホースはec-H2Oアセンブリとブ
ラケットの�に ろし、2�ùシートカバーをR
じたときに、úんだり��させたりしないように
してください。

13.)$Pカバーを�めてください。

ec-H2OフィルターXYのZ[（S/N 000000-010000）

50*J��©にec-H2Oのフィルタースク
リーンを�りUし、./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Ifまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

©(スクイージーブレードがop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
�を_し`えて、�しい¹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
。�なるタイプの�'を01するL@も�=です
。100��*Jごとに、リアスクイージーの�き
を��します。

リアースクイージーブレードの�@
（または&Múûえ）

1. スクラブヘッドを�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V%の
�り�けノブを�りUします。

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

5. �
からリアスクイージーアッセンブリーを
�りU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U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
`えて�しいエッジにします。スクイージー
プレードのすべての�をタブにdっ�けてく
ださい。

9. �をタブにò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�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U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`えて�しいエッジにします。スクイー
ジープレードのすべての�をタブにdっ�け
てください。
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14.ノッチをタブにò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
�めます。

16.�
にリアスクイージーアッセンブリーを�
8�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Kb
にする" セクションを¬�してください。

サイドスクイージーブレードの�@
（または&Múûえ）

1. ��なL@は、スクラブヘッドをVち
Sげます。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

2. Uµ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U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U
します。
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5. サイドスクイージーブレードをUします。
スクイージーブレードのUµのエッジが��
していないL@は、�
の»´µのスクイー
ジーブレードと�れ`えます。V%のエッジ
が��しているL@はo"します。

6. �しいスクイージープレードまたは»´µと
�れ`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�8�
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dっ�けます。

9. Uµのブラシドアを�じます。
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サイドブラシスクイージーブレード
(オプション) の�@または_�

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Â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pÃやÑ�
がないことを、©(��してください。�vがブ
レードのÌ"Z�のôさにĆ��またはpÃして
いるL@は、ブレードを,�してください。

1. 01ヘッドを�げてください

2. ピンを\き、スクイージーバンパーを�りU
してください。

3. リテーニングバンドのテンションラッチを+
いてください。

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

�:
サイドブラシスクイージーブレードには、QさM
}にg�するu�のvがあります。

5. バンパーのピンにf�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�けてください。

6. リテーニングバンドのテンションラッチを�
~�り�けてください。

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

スクイージーブレードが01している�'と5/
にわたりE=にuÄするように、スクイージーを
Kbにします。この*�は、bðでKbな�'で
(います。

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

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

2. スクイージーブレードの5/にわたって、ス
クイージーの�きをÀãします。

3. ブレードの5/で�きがõEでないL@は、
スクイージーレべリングナットをkして*Z
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B"ホースを3#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»´
%|にkすと、スクイージーブレード�vの
�きがsります。

5. スクイージーレべリングナットを*�%|に
kすと、スクイージーブレード�vの�きが
¡えます。

6. スクイージーを�ろして�
をwwさせ、*
�が
¼であるかスクイージーブレードの�
きを���します。

7. ��なL@は、スクイージープレードを�*
�します。

リアスクイージーブレード�きの_�

�きとは、�
がwwするときスクイージー
ブレード51がたわむ~@です。�öの�きは、
スクイージーが��の�きで�を°5に¹き�り
÷いたklにするL@です。

��:
ûきをM}するQに、スクイージーが�üになっ
ているのをG:してください。"リアスクイー
ジーを�üにする" を~�してください。

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

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Â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~@をÀãします。jしい�き
~@は、éZな�の01には12mm(0.50in)、
Åい�の01には15mm (0.62in)です。

12 mm
(0.50 in)

3. *�ノブを*�と»´%|にkして�きを¡
やすか、*�%|にkして�きをsらし、
スクイージープレード51の�きを*�
します。
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4. *�'、�
をwwさせてスクイージー
ブレードの�きを���します。

5. ��なL@は、スクイージープレードの�き
を�*�します。

スカートとシール

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Âを�り、キーを¦い
てください。

スクラブヘッドスカート

100 ��*Jごとに、スカートにopと
��がないか��します。

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

±�23タンクシール

©(、JKklタンクカバーのシールにopや
��がないか��します。

«¬Qタンクシール

©(、01�タンクカバーのシールにopや��
がないか��します。
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ブレーキとタイヤ

ブレーキ


gãブレーキは、'7に8%されています。
ブレーキは、uのブレーキペダルとuYケーブル
で��されます。

200 ��*Jごとに、ブレーキ*�を��
します。

ブレーキの*Zを)�するL@、½$ブレーキペ
ダルから、ペダルの�きにóôがある�までのÆ
qをä$します。Æqは、 6mm (0.25 インチ)
～ 19mm (0.75 インチ)
である��があります。��に�じてブレーキを
*Zします。

タイヤ

100 ��*Jごとに、タイヤにopと��が
ないか��します。

�Ñ

��の50 ��*J'と、Yく800 ��*J
ごとに、w7ナットをXの�õで、122 ～ 149Nm
(90 ～ 110ft/lb) のトルクで2 k�めます。

2

3

4

1

5

c�モーター

800 ��*Jごとに、シャフトナットをYZ�n
でトルク508Nm (375 ft/lb)、PYZ�nで
644Nm (475ft/lb) に�めます。
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��のプッシング、トーイングおよびmn

��の�$、�²し

�
が�かなくなったL@、w'で'eしできま
すが、cdはwのみです。

�
が'eしまたはcdされるとき、A(ポンプ
にはバイパスバルブが8%されていて、[�シス
テムのopをEぎます。 このバルブにより、
X2
を�Æq、1.6kp/h (1mph) Z�の
[~でg�させることができます。 �
は、
/Æqをöい[~で'eしまたはcdする[=に
はなっていません。

A��: c�システムが~�する=れがある
ので、�á�の�²しや�$はoけてください。

�
をプッシングまたはトーイングするwに、
プロペルポンプのÃにあるバイパスバルブを�&
の�9から90 ~（いずれの%|でもより）kし
てください。'eしやcdが^«したら、バイパ
スバルブを�&の�9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mn

1. スクイージー、��ヘッド、ブラシを^に^げます。ª
«に¬じてホッパーを^に^げて、タラップとの%を
さらに®�します。

DEにFするGHIJ：��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。

�：EFGをHる��のIJは、タイヤのLMやEF
NO、PQRS、そのTUVのWXをYけます。トレー
ラーによる[\は、�]を^Aに_み`むabのcd
をYけたefgはhなってはなりません。

2.  !を}~してトレーラーまたはトラックに¯み°み
ます。 !はその±Iが²�に�³し、トレーラーま
たはトラックに²�にストラップc/できるように´�
します。
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3. パーキング
ブレーキをµけ、¶ホイールの�ろに· めを�き、
 !が#かないようにしてください。

4. ��ヘッドを`げてください。

DEにFするGHIJ：��をトラックまたはトレーラー
に�み�ろしする\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¸¹の`ºにある»とリヤタイヤの
�ろにあるリヤジャッキング
ブラケットの»にc/�ロープをtり½けてください。

6.  !の¾¿Àにc/�ロープをÁし、トレーラーま
たはトラックのÂのブラケットにÃめてください。c/�
ロープをÄめ½けてください。

��：トレーラーまたはトラックのiにj'kブラケットを
lりmけるnU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VちSげるL@は、`wにホッ
パー、klタンク、01�タンクを1にします。
B$されたLnにジャッキを�ててVちSげ
ます。�
の!0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Kbな�'Sに©め、
タイヤfめをつけてからジャッキでVちSげてく
ださい。

�
'�のジャッキ�9は、Vサイドの'7タイ
ヤのすぐ'にあります。

w�ジャッキ�9は、w7タイヤのqぐwの
フレームのSにあります。

��のために: ��から�れるIfまたは	
�
�を�うIfは、��を�¤なIJにEめ、パー
キングブレーキをかけて<Â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Dち�げるまえにタイヤEめをつけて
ください。��の��に^するジャッキを�って
ください。�yされた�@にのみジャッキを°て
てください。ジャッキで��を±えてください。

��の�t

�
を/�JaDするL@は、`wに�の��を
y(してください。

1. 01�タンクとklタンクをWKして01し
ます。klタンクと01�タンクのカバーを
+いて1;を6�させます。

2. �
をbðで÷いLnに��します。
�
をÇにさらさないでください。
:TでaDします。

3. バッテリーを�りUすか、または3ヶøごと
にバッテリーをÉ,します。
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]^_V (ec-H2Oシステムを1Qしていない�`)

DEにFするGHIJ：��からKれるLMまたはN
OPQをRうLMは、�をSTなLUにVめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をWってください。

1. ��dタンクとF)�Åタンクはªずw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ÇÈ�と
するÉÊdまたはRV�ÉÊdを��dタンクに]
れてください。

3. オプションの�5タンクのみ1Q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ÇÈ�とするÉ
Êd/RV�ÉÊd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pqした
�rでは、
プロピレングリコールをvw5とするxyzまたはRVkx
yzをポンプラインにËÌするª«があります。

4. キーをオンの��に�してください（エンジンはabし
ない） 。

5. ��メインブラシボタンを3します。

6. 1-STEPボタンを3してください。

7. ��dの*Iが-Íの./になるまで、��z{
%ボタン（+）をÎりÏし3してください

8. a|ペダルをÐむことによりシステム�ÑにÉÊdを
ÒÓさせます。

9. オプションの�5メーターのみ1Qした�`：��メ
ーターボタンを3して��メーターをS#させます。

10.1-STEPボタンを3し、システムのÔÕを\ってくださ
い。

11.オプションのスプレーノズルのみ1Qした�`：ノズル
からRV�ÉÊdが×xするまでポンプのÔÕをオン
にしてください。

12. キーをオフの��に�してください。

13. �ったRV�ÉÊdは、��dタンクからØきtるª
«はありません。

��：��にESまたはFaSTシステムをlりmけた~�で
、���の��で��または[\する+,には、�$
な��を��するnUがあります。��は、0���
�にお�,せください。
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]^_V (ec-H2Oシステムを1Qした�`）（S/N
000000-010000）

��のために:
��から�れるIf、または	
��を�うIf
は、�¤な¢1にEめ、パーキングブレーキを¥
けて<Âを�ってください。

1. 01�タンクとJKklタンクのKを\き�
ってください。

2. �Q01ホースを)$P'ろのab�バッグ
から�りUしてください。

3. ec-H2Oシステムの�Qホースを01��-ホ
ースからUし、�Q01ホース
(ñ6のコネクタ)
をec-H2Oシステム�QホースにuYしてくだ
さい。

4. ec-H2Oユニットと)$óのJからドレンチュ
ーブをdきÅします。チューブからキャップ
を�りUし、チューブのvを1の�Dに�れ
てください。キャップはÈに9いておいてく
ださい。キャップはÈに9いておいてくださ
い。

5. キーをオンの�9にkしてください
(エンジンは:7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Kを2"J、
�Dに\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e
し、システムを©fしてください。

8. ec-H2OシステムのÅQホースを、01ヘッド
にuYするホースからUしてください。
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9. ��したエアー (344 kPa (50 psi) xL)
をec-H2OシステムのÅQホースにCってくだ
さい。��1;をÅQホースにoYしてCり
、ドレンチューブからKを°5に\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)$óのJにチューブを�し
てください。

11. ec-H2Oシステムの�Qホースを01��-ホ
ースにuYし、ec-H2OシステムのÅQホース
を01ヘッドにuYするホースにuYしてく
ださい。

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

13.�Q01ホースを)$P'ろのab�バッグ
に�してください。
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]^_V (ec-H2Oシステムを1Qした�`）(S/N
010001-                 )

DEにFするGHIJ：��からKれるLMまたはN
OPQをRうLMは、�をSTなLUにVめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をWってください。

1. ��dタンクとF)�Åタンクをw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ÇÈ�と
するÉÊdまたはRV�ÉÊdを��dタンクに]
れてください。

3. キーをオンの��に�してください（エンジンはabし
ない） 。

4. ��メインブラシボタンを3します。

5. 1-STEPボタンを3してください。

6. ��dの*Iが-Íの./になるまで、��z{
%ボタン（+）をÎりÏし3してください。

7. a|ペダルをÐむことによりシステム�ÑにÉÊdを
ÒÓさせます。

8. 1-STEPボタンを3し、システムのÔÕを\ってくださ
い。

9. オプションのスプレーノズルのみ1Qした�`：ノズル
からRV�ÉÊdが×xするまでポンプのÔÕをオン
にしてください。

10. キーをオフの��に�してください。

11. �ったRV�ÉÊdは、��dタンクからØきtるª
«はありません。
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]^_V（cdウォッシャーオプションを1Qした�`）

DEにFするGHIJ：��からKれるLMまたはN
OPQをRうLMは、�をSTなLUにVめ、パーキン
グブレーキを-けて"#をWってください。

��：���は、�りの�]��zシステムがy��
�された6にのみ�hしてください。

1. ��dタンクにプロピレングリコールをÇÈ�とするÉ
ÊdまたはRV�ÉÊdが�っていることを®Ùして
ください。ª«に¬じてÚKしてください。

2.  !を�#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®Ùし
てください。

4. エンジン��ボタンを3すと、エンジンの�~Ûがあ
がります。

5. ��ウォッシャースイッチの^_を3して、	+ウォッ
シャーシステムをオンにします。

6. 	+ウォッシャーをÛÜ%Ý#させ、)をポンプから
�xします。レバーをさらにÛÜ%Þßすると、リタ
ーンラインから)が�xされ、ÉÊdがËÌされます
。

7. 	+ウォッシャーをオフにするGRは��ウォッシャー
スイッチの`_�を3してください。

8.  !のÔÕを\ります。
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fg+のhiにQえて

ÉÊdは、 !の��Bに��システムから��にØ
きtるª«があります。

DEにFするGHIJ：��からKれるLMまたはN
OPQをRうLMは、�をSTなLUにVめ、"#を

Wり、パーキングブレーキを-けてください。

1. ÉÊdを��dタンクから��にØきtります。

2. ��dタンクをすすいでください。��dタンクのà
áâãは、「äÝ」のåの、「��zタンクの��と
��」のåをTUしてください。

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

4. オプションの��タンクのみæçした!è：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�#してください。

6. 1-STEPボタンを3してください。

7. ��dの*Iが-Íの./になるまで、��z{
%ボタン（+）をÎりÏし3してください。

8. jklmスイッチオプションを1Qした�`のみ：é
êÓë��システムをÝ#させるGRは、� �
�スイッチの`_�を3してください。

9. ��サイドブラシオプションを1Qした�`のみ：サイ
ドブラシスイッチを3し、サイドブラシをS#してくださ
い。

10. タンクがwになるまで !を}~してください。

��：オプションのESシステムをpqした�rでは、ポンプ
ラインからxyzを¢きlるnUがあります。

11.  !を� させます。

12. 1-STEPボタンを3し、システムのÔÕを\ってくださ
い。

13. スプレーノズルオプションを1Qした�`のみ：ワンド
をÛÜ%Ý#させ、ÉÊdをポンプから�xしてくだ
さい。

14. cdウォッシャーオプションを1Qした�`のみ：エン
ジン��ボタンを3すと、エンジンの�~Ûがあがり
ます。

��dタンクに�Wするリターンラインをバケツに]れ
ます。

	+ウォッシャーをÛÜ%Ý#させ、ÉÊdをポンプ
から�xします。レバーをさらにÛÜ%Þßすると、
リターンラインからÉÊdがバケツに�xされます。	
+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��dタンクにCします。

	+ウォッシャーをÛÜ%Ý#させ、ÉÊdをポ
ンプから�xします。レバーをさらにÛÜ%Þßす
ると、リターンラインからÉÊdがバケツに�xされ
ます。	+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��dタンクにCし
ます。

15. !のÔÕを\ります。
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ec-H2OシステムのnQ（�oS/N 000000-010000）

01�タンクまたはec-H2Oシステムを1にしたま
ま�
を/�JaDしたL@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If、または	
��を�うIf
は、�¤な¢1にEめ、パーキングブレーキを¥
けて<Âを�ってください。

1. 01�タンクにきれいな�Kを�れてくださ
い。�マニュアルの���タンクの��の"
¬�。

2. ÅQ01ホース (�6のコネクタ)
を)$P'ろのab�バッグから�りUして
ください。

3. ec-H2OシステムのÅQホースを01ヘッドに
uYするホースから�りUし、ÅQ01ホー
スをec-H2OシステムのÅQホースにuYして
ください。

4. ec-H2OシステムのÅQホースを1の�Dに�
れてください。

5. キーをオンの�9にkしてください
(エンジンは:7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Kを2"J、
�Dに\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e
し、システムを©fしてください。

8. ÅQ01ホースをec-H2OシステムのÅQホー
スから�りUし、ab�バッグに�してくだ
さい。

9. ec-H2OシステムのÅQホースを、01ヘッド
にuYするホースにuYしてください。
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þz

��のìâ�Fと¡�の¿�

�� �F�は¡�

5/ 2745mm (108in)

53 1475mm (58 in)

53（オーバヘッドガード�き） 2135 mm (84 in)

5a/ フレーム（ローラーからローラー） 1475 mm (58 in)

5a（リアースクイージー） 1500 mm (59 in)

5a（サイドブラシ�き） 1625 mm (64 in)

./a（メインブラシの/さ） 1220 mm (48 in)

./a（スクラブサイドブラシ�き） 1575 mm (62 in)

./パスのa（スイープサイドブラシ�き） 1625 mm (64 in)

メインブラシqù(2) 305 mm (12 in)

サイドブラシqù（01�） 410 mm (16 in)

サイドブラシqù（./�） 535 mm (21 in)

01�タンク�0 284 L (75 ガロン)

JKklタンク�0 360 L (95 ガロン)

��タンクìI 22.7 L (6 ガロン)

ホッパーkl�0 198 L (7.0 ft3)

ホッパーkl!0 295 kg (650 lbs)

ダンプ3（\�） 1525 mm (60 in)

ダンプ*の�¦´��なøù3 2620 mm (103 in)

!0 （1） 1815 Kg (4000 lbs)

É�Ê!0 2449 Kg (5400 lbs)

�¦¢S3 80 mm (3 in)

aº�Ë IPX3

N¿は IEC 60335-2-72 にしたがって�$されています Measure

Ì�レベル LpA 84 dB(A)

Ìの-)$� KpA 3.0 dB(A)

Ì�Å�レベル LWA + -)$� KWA 106 dB(A)

ú� - �からÍ < 2.5 m/s�

ú� - 5Î < 0.3 m/s�

��の*D¿�

"w N¿

k$*の���»a 3175 mm (125 in)

�±ww[~ 12.9 Km/h (8 mph)

�±'w[~ 4.8 Km/h (3 mph)

���の���	
��と��� - （�） 10.0°/18 %

���の���	
�� 6.0°/10 %

���（GVWR）での���	
��と��� 8.0°/14 %

�
)$*の�±¨a«~ 43℃ (110_F)

�
の01
F&�*の�¦«~ 0℃  (32_F)
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X³システム��

システム �0 ISO
Ï~グレードのÏ~BN

¨È«~のÐÈ

��[タンク 38 リットル
(10 ガロン)

ISO 100 VI 126 ZS 19�C (65�F) ZS

��[É0 45 リットル
(12 ガロン)

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

ISO 32 VI 163 ZS 16�C (60�F) Z�

7w

エンジン  タイプ イグニッショ
ン

サイク
ル

Ä; シリンダ
ー

ボア ストロー
ク

Kubota Stage 5
D1803-CR-
TE5B-TNT-1

ピストン ディーゼル  4 ターボ 3 87mm（3.4
3インチ）

102.4mm（
4.04イン
チ）

W;0 テナントV$Å� SAE J1995
によるÉJûÅ�

1.826リットル（111.4�
%インチ）

32.8kw（44.0hp）@ 2400rpm

HI ��89 ,;;<

¦ü5�[
HIタンク：42リットル
（11.2ガロン）

K／エチレングリコール
-.�

12V（WÑ）

@�：7.5リットル（2ガロン） 90Aオルタネーター（
FG）

ラジエーター：3.8リットル（1
ガロン）

アイドル[~、@«¼ V$[~、«¼あり

1350 + 50rpm 2400 + 50rpm

エンジンオイル（フィルター�き）

5.6リットル（6.0qt）、リモートフィルター�き。APIディーゼル"#でCJ-4ZS
。

ブレーキシステム

タイプ ��

サービスブレーキ 
gãドラムブレーキ (2)、¸'7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¹�、ケーブル��

タイヤ

�9 タイプ サイズ

w7 (1) ソリッド 140 mm x 460 mm (5.5 in x 18 in)

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

ステアリング��

タイプ ,Sソース

w7、[�シリンダー、ロータリーバルブcE [�アクセサリーポンプ
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pq��

,- .N

��dポンプ 
(S/N 000000−010000)

±í データなし

��dポンプ 
(S/N 010001−          )

DC 12V、11A、3.6 GPM（13.6 LPM)、-Í45
psi（310.3kPa)

��d*I - メイン��ヘッド 
(S/N 000000−010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) − �

9.46 LPM (2.5 GPM) − 	

��d*I - メイン��ヘッド 
(S/N 010001−          )

2.7 LPM (0.7 GPM) − �

9.1 LPM (2.4 GPM) − 	

��d*I - サイドブラシ
(S/N 000000−010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) − �

1.43 LPM (.38 GPM) − 	

��d*I - サイドブラシ
(S/N 010001−          )

0.75 LPM (0.20 GPM) − �

1.51 LPM (.40 GPM) − 	

ec-H2Oシステム

,- .N

��dポンプ 
(S/N 000000−010000)

1. DC 12V、11A、*I0.7 GPM（2.6LPM) & 1.4
GPM（5.3LPM)、(2スピード)、75
psi（517.1kPa)の	+� 

��dポンプ 
(S/N 010001−          )

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

��d*I - メイン��ヘッド 
(S/N 000000−010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) − �

5.30 LPM (1.4 GPM) − 	

��d*I - メイン��ヘッド 
(S/N 010001−          )

1.9 LPM (0.5 GPM) − �

4.5 LPM (1.2 GPM) − 	

��d*I - サイドブラシ
(S/N 000000−010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) − �

0.87 LPM (.38 GPM) − 	

��d*I - サイドブラシ
(S/N 010001−          )

1.13 LPM (0.30 GPM) − �ow

1.32 LPM (.32 GPM) − 	

FaST システム

,- .N

 !$ポンプ DC 12V、11A、600.7 GPM & 1.4 GPM、
(2スピード)、75 psiの3�©f

P !$/0 2.7 LPM (0.7 GPM)

1 !$/0 5.4 LPM (1.4 GPM)

Pコンセントレート$/0 2.6 CC/ 2 (0.085 $Xオンス/ 2)

1コンセントレート$/0 5.2 CC/ 2 (0.17 $Xオンス/ 2)
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�5メーターシステム

,- .N

��dポンプ DC 12V、11A、3.6 GPM（13.6 LPM)、-Í45
psi（310.3kPa)

��d*I 38CC/� (1.3 Fl Oz/�) - �

174CC/� (5.9 Fl Oz/�) – 	

��のrs

フレーム（ロー
ラーからローラー）

1475 mm (58 in)

1475 mm
(58 in)

2745 mm
(95 in)

リアースク
イージー
1500 mm

(59 in)
ý

（サイドブラシ~き）
1625 mm (64 in)

ホイールベース

1422 mm トレッド

（リヤ）

1473 mm

1014751
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t�|コントロール

プロパネルt�|コントロール

DiGコントロール
Fを&�してDiGは
、オペレーターが�
で&�する01�$を
プログラムできます。ロックアウト
Fは、
オペレーターによる�$の\?やabをEf
する
Fです。

DiGコントロール
Fを&�することで、
いつでも�じklで./�2ができるため、
オペレーターの�ÒにRわらず�2��をÓ
Vできます。また、オペレーターのトレーニ
ング*Jを£sします。

オペーレーターホームO'を4Cするユーザ
ーモードには2�#あります。

オペレーターモード -
DiGによってÔ�やc´がcEされたkl
で�
の)$ができます。

DiGモード -
すべての��ボタンが¹��Fなklで�

の)$ができます。また、オペレーターモー
ドのÔ�やc´を�$できます。

×LÅ¼'の��klでは、�
はDiGモ
ードで��します。O'には`wにçり�て
られたデフォルトDiGプロファイルが4C
されます。Å¼*�$のDiGログイン� 
は「1234」です。このログイン� は �¾
されるまで-�です。���$のDiGプロ
ファイル²とログイン� は�セクションで
�	したように\?できます。�たにçり�
てられたDiGモードログイン� をýれて
しまったL@、テナントのサービス�Õま
でお¶い@わせください。

DiGモードの�� - �kのみ

1. ,Sスイッチを�れます。メインの��
O'がディスプレイに4Cされます。

2. ヘルプボタンをeして、ヘルプO'にア
クセスします。

3. ログインボタンをeします。

4. キーパッドを&�して、Å¼*�$のD
iGログイン� 「1234」を、キーバッ
ドのSにあるディスプレイに��します
。DiGログイン� の��が^«した
ら、Enterボタンをeします。

��に�じBackspaceボタンをeして、
� を£>し�び��します。
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5. DiG�
��O'が、ディスプレイに
4Cされます。�$ボタンをeして、D
iG�$O'にアクセスします。

6. プロファイルのH�/TUにwみます。

DiGモードの��

1. ,Sスイッチを�れます。ログインO'
がディスプレイに4Cされます。

2. キーパッドを&�して、DiGログイン
� をキーバッドのSにあるディスプレ
イに��します。DiGログイン� の
��が^«したら、Enterボタンをeしま
す。

��に�じBackspaceボタンをeして、
� を£>し�び��します。

3. DiG�
��O'が、ディスプレイに
4Cされます。�$ボタンをeして、D
iG�$O'にアクセスします。
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DiG�$O'/O'アイコン

DiGメンテナンスO'を&�して、ユーザ
ーパスワードやユーザー�
�$、そのの
�
�$"wを�$/\?します。

S|きz^ボタンをeして、メニュー
"wTをSにg�します。

�|きz^ボタンをeして、メニュー
"wTを�にg�します。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。

Z�のメニューボタンを&�して、さまざま
なDiG�$メニュー/O'にアクセスしま
す。

ビデオヘルプボタンをeして、さまざまな
�
のヘルプビデオにアクセスします。

「プロファイルをH�/TU」ボタンをe
して、�
のユーザーおよびDiGプロフ
ァイルをH�および/または£>、\?し
ます。「プロファイルのwý/xy」を¬
�してください。

「チェックリストのエクスポート」ボタン
をeして、「チェックリストのエクスポー
ト」メニューにアクセスします。「チェッ
クリストのエクスポート」を¬�してくだ
さい。

「チェックリストの�$」ボタンをeして
、「チェックリストの�$」メニューにア
クセスします。「/0Qチェックリストを
þ�/��にする」を~�してください。

(�/*úの�$ボタンをeし、�
の(
�と*úをセットします。
「4�と��の:/¯�」を~�してく
ださい。

「カメラ�$」ボタンをeして、カメラ�
$O'にアクセスします。「リアビューカ
メラ:の¯�」を¬�してください。

「
ログイン�」ボタンをeして、�
の��
*に、どのユーザープロファイルでも��
なログイン� を �にします。

「ログイン@�」ボタンをeして、�
の
��*に、どのユーザープロファイルでも
��なログイン� を@�にします。「ロ
グインを��にする」を~�してください
。

「タッチIj」ボタンをeして、タッチポ
イントがずれたL@にタッチO'のIjを
(います。
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プロファイルのH�/\?

1. �
の,Sを�れ、DiGO'にログオ
ンし、�$ボタンをeしてDiG�$O
'にアクセスします。「DiGモードの
��」を¬�してください。

2. 「プロファイルのH�/TU」ボタンをe
して、「プロファイルのH�/TU」O'
にアクセスします。

3. 「プロファイルのH�」ボタンをeして
、「プロファイルのH�」O'にアクセ
スします。

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

「プロファイルをTU」ボタンをeし
て、þbのプロファイルをTUします
。

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

「プロファイルを£>」ボタンをeし
て、þbのプロファイルを£>します
。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。

4. 「オペレーター」ボタンをeして�Vオ
ペレーターをH�、または「DiG」ボ
タンをeして�VDiGをH�します。

��：デフォルトのDiGは、プロファイル
Ejから£>できません。

「オペレーター」ボタンをeして、オ
ペレーターのプロファイルをH�/TU
/コピー/£>します。

「DiG」ボタンをeして、DiGの
プロファイルをH�/TU/コピー/£>
します。

5. キーパッドを&�して、�Vのユーザー/
DiGの²wを��します。Enterボタン
をeします。
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6. キーバッドを&�して、�Vのユーザー/D
iGにログイン� をçり�てます。
�しいログイン� は3～8�のû�の� を
B$できます。 Enterボタンをeします。

��に�じBackspaceボタンをeして、
� を£>し�び��します。

7. �しいユーザーがアクセスして¹�する
コントロールをQyします。¸6のコン
トロールボタンはロックL>されていま
す。ñ6のコントロールボタンはロック
されています。�}しているabボタン
をeして、�Vプロファイルをabしま
す。

ヘルプボタンをeして、ヘルプO'に
アクセスします。

「�る」ボタンをe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abされまし
た。オペレーター、DiGüに、 Nの
ユーザープロファイルをH�できます。
「�る」z^をeしてwのO'に�り、
ユーザープロファイルのH�やログイン
を �にします。

9. �
の��*にログイン� を �にす
るには、「ログイン�」ボタンをeしま
す。
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「ログイン�」ボタンが、「ログイン�
」から「ログイン-�」に\わります。
ログインを@�にする%#の�	につい
ては、「ログインを@�にする」を¬�
してください。

10.S�の�$が°«すると、�
の��*
にログインO'が4Cされます。�しい
ユーザーが�
を&�するには、ログイ
ン� の��が��になります。

11.�
の&�'は、ヘルプボタンをeして
から、ログアウトボタンをeしてログア
ウトすることをおýめします。キーをオ
フ�9にkしてもログアウトできます。

12. 「プロファイルをTU」ボタンや「プロ
ファイルをコピー」ボタン、「プロファ
イルを£>」ボタンを&�して、8Ðの
ユーザープロファイルをDiします。

ログインを �にする

1. �
の,Sを�れ、DiGO'にログオ
ンし、�$ボタンをeしてDiG�$O
'にアクセスします。「DiGモードの
��」を¬�してください。

2. 「ログイン�」ボタンをeします。

3. 「はい」ボタンをeしてデフォルトユー
ザーO'を4Cします。

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

1. �
の,Sを�れ、DiGO'にログオ
ンし、�$ボタンをeしてDiG�$O
'にアクセスします。「DiGモードの
��」を¬�してください。

2. 「ログイン-�」ボタンをeします。

3. 「はい」ボタンをeしてデフォルトユー
ザーO'を4Cします。

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

5. ユーザープロファイルをQyします。�

の,Sを³り、�$をk�します。

6. �
を��すると、ログインO'は4C
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O'が4
Cされます。

タッチのIj

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

2. 「タッチのIj」ボタンをeしてタッチ
の�Ijを(います。タッチポイントが
ずれたL@。
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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,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiG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��し
ます。

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

4. �2w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。

「�Vエクスポート」ボタンをeして
、�たに°«した�2w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e
して、°«したすべての�2w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eして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。

5. フラッシュドライブをUSBポートからUし
、�
の,Sを³ります。
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チェックリストの�$

チェックリストの�$により、
�の&��
Îに@わせて、チェックリストを�$/\?
できます。

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

2. 「チェックリストの�$」ボタンをeし
て、�2wチェックリスト�$O'にア
クセスします。

3. 「�¶のQy」ボタンをeして、�2w
チェックリストのマスターリストO'に
アクセスします。

�|きz^ボタンをeして、�2wチ
ェックリスト"wを�にg�します。

S|きz^ボタンをeして、�2wチ
ェックリスト"wをSにg�します。

チェックボックスボタンをeして、チ
ェックリストにH�する�Vチェック
リスト"wをQyします。

いずれかのビデオヘルプボタンをeし
て、r$のチェックリスト"wにRo
するビデオを4Cします。

Enterボタンをeして、Qyした�2w
チェックリスト"wを�2wチェック
リストにH�します。

ヘルプボタンをeして、�2wチェッ
クリストヘルプO'にアクセスします
。
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「�る」ボタンをeして、�2wチェ
ックリストのマスターリストO'に�
ります。

4. 「24*Jおき」ボタンまたは「©k」ボ
タンをeして、オペレーターが�2wチ
ェックリストを°«するJÖを�$しま
す。チェックマークが、QyしたJÖに
4Cされます。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。
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�2wチェックリストを �/@�にする

�2wチェックリストを �/@�にすると
、オペレーターが�
の��wにチェックリ
ストを°«する��がないL@には�2wチ
ェックリストを@�に、��wにチェックリ
ストを°«する��があるL@には�2wチ
ェックリストを �にできます。

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

2. 「チェックリストの�$」ボタンをeし
て、�2wチェックリスト�$O'にア
クセスします。

3. 「チェックリストを@�」ボタン/「チェ
ックリストを �」ボタンをeして、�
2wチェックリストを@�/ �にします
。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。
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リアビューカメラの�$を\?

リアビューカメラの�$を\?すると、リアビュ
ーカメラのボタンを\?のためeした*オンにな
っている*Jを\?できます。
リアビューカメラは、5bから15bのJであれば
þbにでも�$できます。

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

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

¡�ボタンをeして、オペレーターが
リアビューカメラボタンをeしたlに
カメラがオンになっている*Jを/く
します。

stボタンをeして、オペレーターが
リアビューカメラボタンをeしたlに
カメラがオンになっている*Jを�く
します。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'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(
うと、ゾーンコントロールボタンのパラメー
タを、01/スイープ�Îに@わせて\?/?
�できます。

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

2. ブラシ�Sげ（+）ボタンとブラシ��げ
（-）ボタンを&�して、ゾーンのブラシ
�を�$します。

3. 01�¡0（+）ボタンと01�s0（-
）ボタンを&�して、ゾーンの01�の
60レベルを�$します。
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4. 「²wのプリセット」O'が4Cされる
まで、ゾーンコントロールボタンをeし
たままにします。

5. 「はい」ボタンをeしてゾーン�$を(
います。「いいえ」ボタンをeして、メ
イン��O'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²wを��します。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。

Enterボタンをeしてゾーンボタン²を
�$します。

��に�じBackspaceボタンをeして、
� を£>し�び��します。

Spaceボタンをeして、��/N�のJ
に1�を�れます。

#ボタンをeして、N�キーパッドと�
�キーバッドを³り`えます。
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7. Enterボタンをeしてゾーンボタン�$を
(います。メイン��O'が、²wの�
いたゾーンボタンの4Cされたディスプ
レイに�ります。ブラシ�と01�60
�$も、ディスプレイに�*J4Cされ
ます。

*Jと(�の�$/\?

*Jと(�の�$/\?により、(�と*J
を�$/\?できます。

1. �
の,Sを�れ、メインのオペレータ
ーO'にログオンし、�$ボタンをeし
てDiG�$O'にアクセスします。「
DiGモードの��」を¬�してくださ
い。

2. 「システム*J」ボタンをeして、(�/
*JO'にアクセスします。

「(�」ボタンをeして、システムの
(�を\?します。

「*J」ボタンをeして、システムの
*Jを\?します。

「³り`え」ボタンをeして、*JO
'の*Jと"、�w/�'、(�O'の
øと(、Óを³り`えます。

「¡やす」ボタンをeして、*J/(�
のパラメータを¡やします。

「sらす」ボタンをeして、*J/(�
のパラメータをsらします。

ホームボタンをeして、メイン��O
'に�ります。

「�る」ボタンをeして、wのO'に
�ります。

3. システムの(�と*Jの�$/\?が^«
したら、ホームボタンをeしてメインの
��O'に�ります。
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