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SAFETY PRECAUTIONS:

This machine is intended for commercial use, for example in hotels, 
schools, hospitals, factories, shops, offices and business premises 
generally.  It is designed to pick up dirt, dry debris and dust from dry 
hard floor or carpeted surfaces in an indoor environment. It is not 
constructed for any other use. The pick up of any type of liquid substance 
or dangerous/ toxic materials is prohibited.

The machine must be used exclusively by persons trained in its use 
and/or who have demonstrated their ability and have been expressly 
authorised to use it.
All operators must read, understand and practice the following safety 
precautions.

The machine is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for 
their safety and have received instruction in the use of the machine.

WARNING
 To warn of hazards or unsafe practices which could result in severe 

personal injury or death.
FOR SAFETY

 To identify actions which must be followed for safe operation of 
equipment.

Failure to follow these warnings may result in: personal injury, 
electrocution, electric shock, fire or explosion:
WARNING: Do Not Operate Machine In Or Near Flammable Liquids, 
Vapors Or Combustible Dusts.
This machine is not equipped with explosion proof motors. The 
electric motors will spark upon start up and during operation which 
could cause a flash fire or explosion if machine is used in an area 
where flammable vapors/liquids or combustible dusts are present.
WARNING: Do Not Pick Up Flammable Or Toxic Material, Burning Or 
Smoking Debris.
WARNING: Do Not Charge Batteries With Damaged Power Cord. 
Do Not Modify Plug.
If the charger supply cord is damaged or broken, it must be 
replaced by the manufacturer or it’s service agent or a similarly 
qualified person in order to avoid a hazard.
WARNING: Disconnect Battery Cables and Unplug Charger Power 
Cord Before Servicing Machine.
WARNING: Do Not Use Outdoors Or On Wet Surfaces. Do Not 
Expose To Rain. Store Indoors.
WARNING: Batteries emit hydrogen gas. Keep sparks and open 
flame away when charging battery.
WARNING: Installation and connection / removal of the batteries 
must be carried out by an TENNANT-approved technician (hereinaf-
ter referred to as qualified personnel).

The following information signals potentially dangerous conditions to the 
operator or equipment:

FOR SAFETY:

Do not operate machine:
 ► In flammable or explosive areas.;

 ► Unless trained and authorized;
 ► Unless operation manual is read and understood;
 ► If not in proper operating condition;
 ► Without hopper and/or filters in place;

Before starting machine:
 ► ► Make sure all safety devices are in place and operate 

properly;

When using machine:
 ► Do not pick up burning or smoking debris, such as cigarettes, 

matches or hot ashes;
 ► Do not operate in standing water;
 ► Report machine damage or faulty operation immediately;
 ► Go slow on inclines and slippery surfaces;
 ► Do not use for cleaning surfaces with a slope steeper than that 

indicated on the machine.
 ► Do not leave unattended or on an unlevel surface;
 ► Do not pick up cables, strings, wires or other similar material;
 ► Make sure area is illuminated;
 ► Never allow children to play on or around;
 ► Do not transport riders or objects;
 ► Wear a dust mask, protective glasses and gloves in dusty 

environments;

Before leaving or servicing machine:
 ► Stop on level surface;
 ► Turn off machine;

When servicing machine:
 ► Avoid moving parts. Do not wear loose jackets, shirts, or sleeves;
 ► Disconnect battery connection and charger plug before working 

on machine;
 ► Use manufacturer supplied or approved replacement parts;
 ► All repairs must be performed by a qualified service person;
 ► Do not modify the machine from its original design.

When transporting machine:
 ► Turn machine off;
 ► Get assistance when lifting machine;
 ► Use a recommended ramp when loading/unloading into/off truck 

or trailer;
 ► Use tie-down straps to secure machine to truck or trailer

Battery:
 ► Do not use NON-rechargeable batteries
 ► The battery is a sealed unit and guaranteed safe under normal 

circumstances; in the unlikely event of fluid leaking from the 
battery, do not touch the fluid and be sure to take the following 
precautions:

 ► Contact with the skin can cause irritation; wash with soap and water.

 ► Inhalation of vapours can cause irritation to the airways; stay out in 

the open air and consult a doctor.

 ► Contact with the eyes can cause irritation; flood the eyes with water 

immediately and thoroughly for at least 15 minutes, and consult a 

doctor.
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SAFETY LABEL:
The safety label appears on the machine in the location indicated. 
Replace label if it is missing or if it becomes damaged or illegible.
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TECHNICAL  CHARACTERISTICS:
Description

Width-including side brush mm 700

Inch 28

Length-including side brush mm 870

Inch 34

Height-including handle mm 1067

Inch 42

Machine height w/ handle folded mm 510

Inch 20

Cleaning Path Width (main + side brush) mm 635

Inch 25

Hopper capacity (real) Lt 35

ft3 1.25

Run time h 2

Filtering surface m2 0,95

sq.ft 10

Filtration 99.5% efficient for particles up to 2 
microns

Productivity (for Hour) Theoretically Max m2/h 1742

ft2/h 18750

Productivity (for Hour) Estimate Coverage m2/h 1672

ft2/h 18000

Overall power of machine in average operating conditions (PM) W 165

Maximum slope % 2

Gross weight (GVW) kg 103

Transport weight of the machine with battery and empty debris bin kg 63

Transport weight of the machine without battery, with empty debris bin kg 49

Number of batteries no. 1

Machine voltage VM V 12V dc

Type of battery Gel 42Ah/C20

Mains supply voltage V 100V ac (50-60Hz)

Max current (amperes), I A 2.9A max

Sound pressure - EN 60335-2-72 LpA (dBA) 57

Measurement uncertainty K(dBA) 3

Measured sound power (LWA) + UNCERTAINTY (KWA) - EN 60335-2-72 LWA+KWA (dBA) 63

Vibration level (hand) - IEC 60335-2-72 ahv (m/sec2) ≤2.5

Measurement uncertainty, k m/sec2 /

IP degree IPX0

Gross weight (GVW): maximum permissible weight with the machine fully loaded and ready for use. The gross weight of the vehicle includes, when 
applicable, detergent solution tank full of clean water, empty dirty water tank (half full in the case of recycling systems), empty dust bags, the hopper 
filled to its rated capacity, the largest recommended batteries and all accessories such as cables, hoses, detergent, mops and brushes.
Transported weight: the weight of the machine including the batteries, but excluding optionals (for example, the operator’s cabin, FOPS (Falling Object 
Protective Structure), second and third side brushes and front brush attachment), fresh water (in the case of scrubbers or combined machines) and 
the weight of a standard operator (75 kg)
Data subject to changes without prior warning
V, I: charging / supply values
VM , PM : machine in operation (all functions on)
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IDENTIFYING THE MACHINE
The nameplate provides the following information:

 ► Name of manufacturer.
 ► Model
 ► Serial number.
 ► Year of manufacture.
 ► Power supply voltage (charging/supply values).
 ► Current intensity (charging value).
 ► Gross weight.
 ► IP degree of protection.
 ► Machine voltage (in average working conditions).
 ► Machine power (in average operating conditions)
 ► Maximum negotiable gradient.

MACHINE PREPARATION:

Side brush assembly:
 ► Raise the front part of the machine, slide the brush on to the 

shaft until it locks into place.

Handle assembly:
 ► Release the handle locks as shown
 ► Rotate handle into working height position 
 ► Return handle lock to the locking position

Connecting the Battery:
Remove the top cover to gain access to the battery using the 4 mm hex 
wrench provided.
Locate the two Red/Black connectors.
Align the colors of the connectors.
Plug the two connector together.

UNPACKING:

Unpack the machine carefully avoiding movements that can cause 
damage.
Once the machine is unpacked, check the condition of its parts. In 
case the machine is broken in any of its parts, contact immediately our 
authorized dealer.
For shipping and packaging purposes, some assembly is required. For 
correct assembling instructions, see machine preparation
Packaging contents:
Machine
Side brush
Use and maintenance manual
Warranty card
Maintenance free type battery
4mm hex wrench
Central Brush T20 amp spare fuse
Actuator F2.5 amp spare fuse
Charger F2.5 amp spare fuse
Side Brush T6,3 amp spare fuse
Fan T5 amp spare fuse
Filter Shaker F2,5 amp spare fuse
Charger cord
In the case anything of the above should be missing, contact immediately 
our authorized dealer.
Assure that all packaging material (plastics, carton, pallet, etc.) are 
collected and stored away from children.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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MACHINE AND CONTROL PANEL 
COMPONENTS:

The machine is equipped with a simple panel control that controls all the 
operational functions of the machine.

A) On-Off main switch of the machine
B) Led indicator for battery charge
C) Display switch
D) On-Off sweeping mode switches 1 and 2
E) Manual operating switch of the filter shaker
F) Vacuum fan switch
G) Numeric display
The functions located on the control panel can be explained as follows:
A) Main switch to turn on and off the machine.
B) Led indicator for battery charge. Green for when the machine is 
charged, red for when the machine is discharged and yellow for when 
the machine charge is in reserve or when the machine is being charged.
C) Numeric display switch: pressing this switch, a part from seeing the 
machine voltage, the display indicates the working hours of the machine 
(pressing the switch once) and minutes (pressing the switch twice).
D) On-Off sweeping mode switches 1 and 2: these two switches allow 
the machine to work with two separate sweeping mode: mode 1 for light 
debris collection and mode 2 for heavy debris collection.
E) Manual operating switch of the filter shaker gives the possibility in 
shaking the filter at any time during work. This is to be intended as an 
addition to the automatic filter shaking that cycles every 3 minutes.
F) Vacuum fan: the vacuum fan automatically activates when sweeping 
mode is on. Therefore the switch is used when the requirements are to 
switch off the vacuum fan during sweeping mode.
G) Numeric display

A) CONTROL PANEL
B) CHARGER FUSE (2.5A)

C) HANDLE LOCKS
D) BUMPER
E) SIDE BRUSH
F) TOP COVER
G) WARNING LABEL
H) CHARGER CORD COMPARTMENT
I)  HOPPER
J) BRUSH
K) CENTRAL BRUSH FUSE (T20A)
L) ACTUATOR FUSE (F2.5A)
M) SIDE BRUSH FUSE (T6,3A)
N) FAN FUSE (T5A)
O) FILTER SHAKER FUSE (F2,5A)

FUSE 2.5A
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USE OF THE ON-BOARD BATTERY 
CHARGER:

WARNING: Batteries emit hydrogen gas. Keep sparks and open 
flame away when charging battery.
When the battery on the machine is discharged, the red led on the control 
panel illuminates and all functions of the machine will automatically 
stop: the operator must then turn off the machine and start the charging 
procedure by connecting the machine battery charger plug into an AC 
electrical outlet. (during charging the yellow led on the display will be lit): 
when the machine is fully charged the green led will be lit, the battery 
charger plug can be disconnected and the machine is ready for operation.
IMPORTANT NOTE: USING THE MACHINE BEFORE THE BATTERY 
HAS FULLY CHARGED AND A GREEN LIGHT DISPLAYED WILL 
REDUCE THE LIFE AND RUN TIME OF YOUR BATTERY AND VOID 
THE WARRANTY. 
The on-board charger is specifically designed for Sealed batteries.
NOTE: If during working mode the machine battery charger plug 
is connected, the machine will automatically stop all its functions. 
Such operation is forbidden.

STARTING OF THE MACHINE:

ATTENTION: the machine must be used only  by authorized per-
sonal, DO NOT ABANDON the machine when switched on, do not 
use the machine for collecting liquid, turn the machine OFF before 
leaving the machine.
FOR SAFETY: DO NOT OPERATE MACHINE UNLESS OPERATION 
MANUAL IS READ AND UNDERSTOOD
To start the machine use the following procedures:

 ► Press the main ON/OFF button
 ► Check the that the green led is lit indicating a proper  battery 

charge level
Select the appropriate sweeping mode:

 ► ON/OFF sweeping mode button 1 - for light debris and smooth 
surfaces

 ► ON/OFF sweeping mode button 2 - for heavy debris and 
concrete, asphalt and carpeted surfaces. 

Notes: using sweeping mode 2 will reduce the maximum machine run 
time.

ENERGY SAVING FUNCTION: after 10/15 seconds of inactivity (no 
function activated) the machine switches OFF automatically.
Press the main ON/OFF button again to resume operation.

OPERATIONS TO MAKE FOR CORRECT 
USE:

After having followed all operations for starting the machine you are now 
ready to work with the machine as a sweeper. To achieve the maximum 
performance follow the proceedures in this manual to avoid the risk of 

damaging the machine.
It is important:

 ► Not to use the machine for collecting wires, ropes, strings, water 
or other liquids

 ► In the presence of large volume debris  (paper, leaves, etc.) 
raise the front part of the machine by pushing down the handle 
bar. Shake the filter at the end of the working session.

ATTENTION: This machine is not intended for wet surface swee-
ping. However, if you encounter a slightly damp environment (moi-
sture buildup on the floor), it is required that you turn the vacuum 
fan switch off to prevent filter damage. Machine damage due to wet 
debris pickup is not covered under warranty.
ATTENTION: If the sweeper is lying inactive for a period longer 
than one month you must disconnect the red and black battery 
clips.
If the sweeper is lying inactive for a period longer than one week 
you should leave it connected to the electrical outlet.

WASTE HOPPER EMPTYING AND 
CLEANING:

Before proceeding in removing the hopper assure that the machine is 
turned off.
ATTENTION: WASTE DISPOSAL MUST BE DONE BY FOLLOWING 
THE LAWS IN FORCE.
To clean the waste hopper proceed as follows:

 ► Release the hopper clamp by lifting and then pushing on the 
back of the clamp.

 ► Pull out the hopper by its handle
 ► Empty the hopper

To put back the hopper proceed as follows:
 ► Slide the hopper back into place
 ► Lower and press the hopper clamp to lock into place.
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MACHINE MAINTENANCE:

All service performed should be completed by persons who understand 
the machine or an AUTHORIZED SERVICE CENTER. It is recommended 
that only authorized repair parts be used for service.
FOR SAFETY: When servicing the machine disconnect  the battery 
connection and battery charger plug before working on the machi-
ne.

MAINTENANCE CHECK LIST
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The belts for slackening X

The tightness of nuts and screws X

The brushes for wear X

The gaskets for wear and leakages X

If all the functions are in working order X X X X X X

Empty hopper X

Remove and shake pre-filter X

Check main filter X

SIDE BRUSH REPLACEMENT:

Raise the front part of the machine.
Press in the 2 tabs (indicated by the arrows) and pull off the brushes.
Slide the new brush until it locks into place.

MAIN BRUSH REPLACEMENT:

 ► Tilt the machine backwards until the handle is touching the 
ground and the main brush is easily reached.

 ► Manually turn the brush until a black button is seen on the right 
hand side of the brush core.

 ► Press the button and push to dis-engage the brush.
 ► Insert the new brush following the guide.

CLEANING AND SERVICING THE FILTERS:

The filters are very important components of the machine and essential 
for correct operation. Proper filter maintenance will allow you to obtain 
the best performance from your machine.

Pre-Filter
Clean Daily
1) Remove the debris hopper to access the pre-filter
2) Release the two metal retaining clip arms that secure the pre-filter in 
place. Hinge the retaining clip arms outward and remove the pre-filter.
3) Shake the pre-filter into a debris receptacle.
4) Replace the pre-filter and secure with retainer clips.

Main Filter
The Main filter can be cleaned in any of the following three ways:
1) by means of the automatic filter shaker:
During operation, the machine will automatically activate the filter shaker 
every 3 minutes.
2) by means of manually activating the filter shaker:
Just a simple command is needed to keep the filter in perfect working 
order: press the button marked ‘E’ and hold it downfor a few seconds. 
Repeat this operation 4 or 5 times.
Remember that the cleaner the filter, the better the results of your 
cleaning session. It is recommended to carry this good idea to use the 
manual filter shaker more frequently.
3) by manually cleaning the filter:
Manually clean the filter when the filter shaker is not enough to keep the 
filter clean and/or every 20 hours of work. Before carrying out any kind of 
procedure on the machine, make sure it is turned off and that all functions 
are deactivated.
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MAIN BRUSH BELT REPLACEMENT

TOOLS REQUIRED: 3mm Allen Wrench, 4mm Allen
Wrench, 5mm Allen Wrench, 8mm Socket

Parts List: MTCG00019 Belt

1) Remove top cover from machine by removing the four screws.
2) Unplug the Red\Black battery connector.
3) Remove right side cover.
4) Remove the mounting bolt for the side brush arm by using a 5mm 
Allen wrench.

1) Remove the rear hopper
2) Take the filter out
3) Blow compressed air into the side of the filter (at a pressure of 87 psi 
at the most). Safety glasses required
4) Reinstall the filters and the rear hopper.

7) Remove old belt and install new belt onto the pulleys.
8) Tighten belt tension by pivoting the motor clockwise. Tighten the two 
mounting bolts.
9) Reassemble side brush arm support.
10) Reassemble covers and reconnect the battery.
11) Test for proper operation.

5) Remove side brush arm. 

6) Loosen (do not remove) the two motor mounting bolts (8mm) and pivot 
motor counter-clockwise to loosen the belt tension. 
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MAIN/SIDE BRUSH SELF-ADJUSTMENT 
FEATURE:

The system allows the brush to immediately and constantly follow all 
types of surfaces, self adjust to surfaces and self adjust for main/side 
brush wear through out the life of the brushes.
The brushes must be replaced when the code “FS0” appears on the 
display.

ADJUSTING THE SIDE BRUSH:

To adjust the side brush, remove the top cover, and turn adjusting handle 
in the direction required.

REMOVING THE BATTERY:

WARNING: Installation and connection / removal of the batteries 
must be carried out by an TENNANT-approved technician (hereinaf-
ter referred to as qualified personnel).

WARNING: the battery is a sealed unit and guaranteed safe under 
normal conditions; in the unlikely event of fluid leaking from the 
battery, do not touch the fluid and be sure to take the following pre-
cautions:

 ► Contact with the skin can cause irritation; wash with soap and 
water.

 ► Inhalation of vapours can cause irritation to the airways; stay out 
in the open air and consult a doctor.

 ► Contact with the eyes can cause irritation; flood the eyes with 
water immediately and thoroughly for at least 15 minutes, and 
consult a doctor.

When removing the batteries, the operator must be equipped with 
suitable personal protection devices (gloves, goggles, overalls, safety 
shoes, etc.) to reduce the risk of injury. Make sure the switches on the 
control panel are in the “0” position (off) and the machine is turned off. 
Keep away from naked flames, do not short circuit the battery poles, do 
not cause sparks and do not smoke. Proceed as follows:

 ► disconnect the battery cables from the battery poles.
 ► if necessary, remove the devices fixing the battery to the base 

of the machine.
 ► lift the batteries from the compartment using suitable lifting 

equipment.
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CONTROL PANEL DISPLAY CODES:

Safety code Cause Actions to take

C22 Short circuit brush protection: stops all 
functions

Reset by turning OFF the machine and starting again

C14 Dissipater at high temperature. Activates if 
temperature is over 194° F

The machine resets when temperature lowers under 176° F 

FS0 Worn brushes Replace brush

SP1 Brush motor restricted Inspect brush for obstruction.
Restart machine to reset

Yellow led lit Battery in reserve Machine continues to work.
Only a warning that the battery
is near discharge

Red led flashes Battery discharged Machine stops all functions
Turn off machine and charge
the battery

P1.X Sweeping mode 1 button programming 
activated

See programming

P2.X Sweeping mode 2 button programming 
activated

See programming

SF.X Filter shaker program setting activated See programming
X = A VALUE FROM “0” TO “5”
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RECOMMENDED SPARE PARTS
Part No. WEAR PARTS
SPPV00303 BRUSH, SIDE, STANDARD

PMVR01121 BRUSH, MAIN, WITH LOCKING RETAINER

FTDP00013 FILTER, PANEL, PAPER

FTDP00014 FILTER, PRE-FILTER

MPVR00938 SKIRT, FLAP, LEFT

MPVR00937 SKIRT, FLAP, RIGHT

MPVR00935 SKIRT, FLAP, FRONT

MPVR00936 SKIRT, FLAP, REAR

MECB01378 CORD, POWER, CHARGER, 100V [JP]

Part No. SERVICE PARTS
1065086 BATTERY, AGM, 12VDC 50AH/C20

RTRT00039 WHEEL, REAR

RTRT00040 CASTER, FRONT

MECE00020 CIRCUITBOARD, PANEL, TOUCH

MECE00878 CIRCUITBOARD ASSY, TRACTION

RTRT00011 WHEEL, BUMPER

MECE00023 WIRE ASSY, TOUCH

MPVR04693 STRAP, STATIC

PMVR00438 GUIDE ASSY, ACTUATOR

MOCC00035 MOTOR, SHAKR

MOCC00036 MOTOR, VACUUM

MOCC00033 MOTOR, BRUSH, MAIN

MOCC00037 MOTOR, BRUSH, SIDE

MTIG00002 GEAR, MOTOR, SIDE BRUSH

MEVR01660 CARBON  BRUSH, MOTOR [MOCC00033]

MEVR86071 CARBON, BRUSH, MOTOR [MOCC00037]

MPVR02939 STRAP, BATTERY

MEVR02660 FUSE, T20A, MAIN CARD 

MEVR00150 FUSE F2.5 A 250V 5X20, CHARGER

MEVR00150 FUSE F2.5 A 250V 5X20, ACTUATOR

MEVR04016 FUSE T6,3A, SIDE BRUSH

MEVR02825 FUSE T5A 32V, FAN

MEVR00150 FUSE F2.5 A 250V 5X20, FILTER SHAKER

MTCG00019 BELT, BRUSH, MAIN

MOCC00034 ACTUATOR, BRUSH

MPVR01708 GASKET KIT,  [3 PC]

GUGO00414 GASKET SHAKER FRAME

MPVR00931 GASKET, FILTER

CUVR46942 BEARING, BRUSH, MAIN

CUVR00164 BEARING
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安全上の注意：

ホテル、学校、病院、工場、商店、事務所、そして営業所全般での使用を目的
とした、商用の機械です。屋内環境で、乾燥した硬い床またはカーペット敷き
の表面から、ほこり、乾燥した破片、ほこりを回収するように設計されていま
す。他の用途に向けて構築されているものではありません。あらゆる種類の
液体物質または危険・有毒物質の吸引は禁止されています。

本機は使用中にトレーニングを受けた人および/または能力を証明し、使用
を明示的に許可された人のみ使用してください。
オペレーターは全員、必ず以下の安全上の注意事項を読み、内容を理解し
たうえで、以下の注意事項を守ってください。

機械は、身体的、感覚的または精神的能力が減退してい人、または経験と知
識が欠如している人（子供を含む）よって使用されることを目的にしている
ものではありません。ただし、その人達の安全について責任を負う要員が、
機械を使用する指示を受け取り、その人達を監督する場合は除外されます。

警告
重傷または死亡事故につながる可能性のある危険または危険な行為を警

告します。
安全のために

本機を安全に操作するうえで守らなければならない手順を示します。
これらの警告に従うことを怠ると、人体への傷害や感電、電気ショック、発火
や爆発のおそれがあります。
警告：引火性液体・ガス、および可燃性粉塵が充満している環境やその周囲
で本機を操作しないでください。
本機のモーターは、火花の発生を抑えるように設計されたものではありませ
ん。本機のモーターは火花を発生させるため、引火性液体・ガス、または可
燃性粉塵が充満している環境で本機を使用すると、発火または爆発を引き
起こす可能性があります。
警告：可燃性物質、および火や煙の出ているゴミは、本機で回収しないでく
ださい。
警告：電源コードが破損した状態でバッテリーを充電しないでください。コ
ードのプラグを改造しないでください。
充電器の電源コードが破損・故障している場合は、感電等の危険を避ける
ため、充電器の製造元または充電器の販売代理店、もしくは指定のサービ
ス業者または同等の資格を持つ人が交換する必要があります。
警告：本機を点検整備するときは、事前に必ずバッテリーケーブルと充電器
の電源コードの接続を外してください。
警告：屋外や濡れた床面上では、本機を使用しないでください。本機が雨に
濡れないようにしてください。本機は屋内に保管してください。
警告：バッテリーは水素ガスを放出します。バッテリーを充電する際には、火
花や裸火を避けてください。
警告：バッテリーの取り付けと接続/取り外しは、必ず TENNANT 社が承認
した技術者（以下、”熟練した技術者”と呼びます）が行わなければなりませ
ん。

次の情報は、オペレーターまたは機器に対して潜在的に危険な状態を示し
たものです。

安全のために：

次のような場合には、本機を操作しないでください：
.► 可燃物および爆発性物質が近くにある場合。

.► オペレーターが研修を受けて承認されていない場合。

.► オペレーターが本書を読んでいない、または本書の内容を理解し
ていない場合。

.► 本機が正常な動作状態にない場合。

.► ホッパーおよび/またはフィルターが所定の位置に取り付けられて
いない場合。

本機を起動する前に：
.► 安全装置がすべて所定の位置にあり、正常に作動することを確認
してください。

本機操作時には：
.► 煙草、マッチ、火のついた灰など燃えているまたは煙の出ている物
を本機で回収しないでください。

.► 水が溜まっている床面上では、本機を操作しないでください。

.► 本機が破損したり、誤作動を示したりした場合は、直ちに報告を行
ってください。

.► 斜面や滑りやすい床では、本機をゆっくりと移動させてください。

.► 本機に表示されている傾斜よりも急な斜面の清掃には使用しない
でください。

.► 本機が平坦でない床面上にある場合、オペレーターは本機から離
れないでください。

.► ケーブルやひも、ワイヤー等は、本機で回収しないでください。

.► 暗い場所では本機を操作しないでください。

.► 本機の周りにお子様を近づけないでください。

.► 本機に人や物を載せないでください。

.► ほこりの多い場所では、防塵マスク、安全メガネ、保護手袋を着用
してください。

本機から離れるときや本機を点検整備するときは：
.► 本機を水平な床面上に停めてください。
.► 本機の電源をオフにしてください。

本機を点検整備するときは：
.► 可動部に近づかないでください。サイズの大きな緩い衣類や、緩い
袖の衣類は着ないでください。

.► 本機を点検整備する前に、必ずバッテリーケーブルや充電プラグの
接続を外してください。

.► 交換する部品は、製造者が供給したもの、あるいは製造者認定の
ものを使用してください。

.► 本機の修理は、必ず認定のサービス担当者が行うようにしてくださ
い。

.► 本機の改造は行わないでください。

本機をトラックなどに積み込むときは：
.► 本機の電源をオフにしてください。
.► 本機を持ち上げるときは、必ず二人以上で行ってください。
.► 本機を積み込むときおよび下ろすときは、積載用の傾斜板をご使
用ください。

.► ロープなどを使い、本機を荷台にしっかりと固定してください。

バッテリー：
.► 非充電式電池は使用しないでください
.► バッテリーは密封ユニットであり、通常の状態では安全が保障され
ています。万一バッテリーから液体が漏出した場合には、液体に触
れず、必ず以下の安全措置を取ってください：
.► 皮膚と接触すると、刺激を引き起こす可能性があります。水と石鹼で洗

ってください。

.► 蒸気の吸引は気道に刺激を引き起こす可能性があります。外気にあた
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り、医師に相談してください。

.► 目と接触すると、刺激を引き起こす可能性があります；。即時に目を水

で洗い、15分ほど十分に洗って医師に相談してください。

警告ラベル
警告ラベルは以下の位置に貼ってあります。ラベルがなくなっているかキズ
などで読めなくなった場合は、新しいラベルと取り替えてください。

4
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技術仕様：
概要
全幅（サイドブラシ含む） mm 700

インチ 28
全長（サイドブラシ含む） mm 870

インチ 34
全高（ハンドル含む） mm 1067

インチ 42
全高（ハンドルを畳んだ状態） mm 510

インチ 20
クリーニングパス幅（メイン+サイドブラシ） mm 635

インチ 25
ホッパー容量（実際値） Lt 35

ft3 1.25
連続稼動時間 時間 2
フィルター表面積 m2 0.95

平方フィート 10
濾過（フィルタ） 2ミクロンまでの粒子に対して99.5％の効率
生産性（時間）理論的に最大 m2/h 1742

ft2/h 18750
生産性（時間）推定カバー範囲 m2/h 1672

ft2/h 18000
平均的な操作条件での機械出力.(PM) W 165
最大勾配 ％ 2
総重量.(GVW) kg 103
バッテリーと空のゴミ入れを搭載した状態での機械の輸送重量 kg 63
バッテリーと空のゴミ入れを搭載しない状態での機械の輸送重量 kg 49
バッテリーの数 数量 1
機械.バッテリー電圧.VM V 12V.dc
バッテリーの種類 Gel.42Ah/C20
主電源電圧 V 100V.ac.(50-60Hz)
最大電流（アンペア）、I A 2.9A.最大
音圧.-.EN.60335-2-72 LpA.(dBA) 57
測定の不確実性 （dBA） 3
測定音圧.(LWA).+.不確実性.(KWA).-.EN.60335-2-72 LWA+KWA.(dBA) 63
振動レベル（手）.-.IEC.60335-2-72 ahv.(m/sec2) ≤2.5
測定不確実性、k m/sec2 /
IP.程度 IPX0

総重量（GVW）：機械が完全に装着されて使用可能な状態での最大許容重量。車両の総重量には、該当する満杯の洗剤溶液タンク、空の汚水タンク（リサイ
クルシステムの場合は半分）、空の塵袋、定格容量に満たされたホッパー、最大の推奨バッテリーやケーブル、ホース、洗剤、モップ、ブラシなどのすべての付
属品が含まれます。
運搬重量：バッテリーを含むが、オプション（例：運転室、FOPS（落下物保護構造）、第2、第3サイドブラシおよびフロントブラシのアタッチメント）、淡水（スクラ
バまたは複合加工機の場合）および標準的なオペレーターの体重（75kg）を除いた機械の
データは予告なしに変更される場合があります
V,.I:.充電./.供給値
VM.,.PM.：.稼働中の機械.(全機能作動中)
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機械の識別
銘板には次の情報が記載されています。

.► メーカー名。

.► モデル

.► シリアル番号。

.► 製造年。

.► 電源電圧（充電/供給値）。

.► 電流強度（充電値）。

.► 総重量。

.► IP保護等級。

.► 平均的な操作条件での）機械電圧。

.► 平均的な操作条件での）機械出力

.► 運行可能な最大勾配。

開梱：

本機を損傷しないよう注意しながら、本機を開梱します。
本機を開梱し終えたら、本機の各構成部品の状態を調べます。破損している
部品があった場合は、直ちに販売代理店までご連絡ください。
出荷や梱包の都合上、本機には開梱後に組み立てる必要のある部品が含ま
れています。これら部品の正しい組み立て方法については、「本機の組み立
て」の項を参照してください。
梱包品リスト：
本機
サイドブラシ
使用説明書および保守マニュアル
保証カード
バッテリー（メンテナンスフリー型）
4mm.六角レンチ
センターブラシ.T20アンペア.スペアヒューズ
アクチュエー.F2.5アンペア.スペアヒューズ
充電器.F2.5アンペア.スペアヒューズ
サイドブラシ.T6,3アンペア.スペアヒューズ
ファン.T5アンペア.スペアヒューズ
フィルターシェーカー.F2,5アンペア.スペアヒューズ
充電器コード
以上のうち、いずれかが欠品していた場合は、直ちに販売代理店までご連絡
ください。
開梱時には、すべての梱包材類（プラスチック、段ボール、パレット等）を、お
子様の手の届かない場所にまとめておいてください

本機の組み立て：

サイドブラシの組み立て：
.► 本機の前部を持ち上げた状態で、サイドブラシをシャフトの方へ押
し込み、所定の位置に固定します。

ハンドルの組み立て：
.► 下図のとおりに、ハンドルを固定しているロックを外します。
.► ハンドルを適切な高さまで持ち上げます。.
.► ロックを元の位置に戻し、ハンドルを固定します。

バッテリーの接続：
付属の4mm.六角レンチで本機上部のカバーを取り外します。
2個の赤/黒コネクターを見つけます。
コネクターの色を揃えます。
2個のコネクターを一緒に接続します。

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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本機およびコントロールパネルの構成

本機には、すべての機能を制御するコントロールパネルが装備されていま
す。

A).電源ボタン：本機の電源をオンまたはオフにするためのボタンです。
B).バッテリー残量を示すLEDランプインジケーター
C).稼働時間表示ボタン
D).オン/オフスイーピングモードボタン（モード１＆モード２）
E).フィルターシェーカー作動ボタン
F).バキュームファンボタン
G).数字ディスプレイ画面
コントロールパネルにある機能は、次のように説明されます。
A).本機の電源をオンまたはオフにするためのメインスイッチです。
B). バッテリー残量を示すLEDランプインジケーター。緑色点灯は残量あり、
赤色点灯は残量ゼロ、黄色点灯はバッテリーの残量が少なくなっているこ
と、あるいはバッテリー充電中であることを示します。
C).数字ディスプレイ画面：このボタンを押すと、ディスプレイ画面に本機の稼
働時間が表示されます。（１回押すと時間単位、２回押すと分単位で稼働時
間が表示されます）
D). オン/オフスイーピングモードボタン（モード１＆モード２）：本機のスイー
ピングモードを切り替えるボタンです。「モード１ボタン」は軽めのゴミの回収
に、「モード２ボタン」は重めのゴミの回収に使用します。
E). フィルターシェーカーの手動操作ボタンにより、作業中いつでもフィルタ
ーを振動させることができます。本機では３分ごとに自動的にフィルターが
作動しますが、このボタンを押すと手動でフィルターを作動させることができ
ます。
本機では、スイーピングモードがオンになると自動的にバキュームファンが
作動します。そのため、このボタンはスイーピングモードの作動中に、手動で
バキュームファンを停止させるときに使います。
G).数字ディスプレイ画面

フューズ 2.5A

A).コントロールパネル
B).充電フューズ.(2.5A)

C).ハンドルロック
D).バンパー
E).サイドブラシ
F).上部カバー
G).警告ラベル
H).充電器コード収納部
I).ホッパー
J).ブラシ
K).センターブラシヒューズ.(T20A)
L).アクチュエータヒューズ.(F2.5A)
M）サイドブラシヒューズ.(T6,3A)
N）ファンヒューズ(T5A)
O）フィルターシェーカーヒューズ(F2,5A)

G

A

B

C

I

J
DE

F

H

K
M
N
O

L
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装備されているバッテリー充電器の使用：

警告：バッテリーは水素ガスを放出します。バッテリーを充電する際には、火
花や裸火を避けてください。
本機のバッテリーの残量が少なくなると、コントロールパネル上のバッテリ
ー充電インジケーターの赤色ランプが点灯し、同時に本機の全機能が自動
的に停止します。こうなった場合は、本機の電源ボタンをオフにしてから、本
機のバッテリー充電プラグをコンセントに差し込んでバッテリーの充電を開
始してください。（充電中はバッテリー充電インジケーターの黄色ランプが点
灯します）：バッテリーが完全に充電されたら、バッテリー充電インジケータ
ーの緑色ランプが点灯し、バッテリー充電プラグを抜いて本機を再び操作で
きる状態になります。
重要：バッテリーが完全に充電されて緑色ランプが点灯する前に本機を使
用すると、バッテリーの稼働時間と寿命を縮める原因となります。これが原因
でバッテリーに異常が発生した場合は、保証の対象外となります。.
本機に装備されている充電器は、シールドバッテリー向けの仕様となってい
ます。
注記：本機の操作中にバッテリー充電プラグをコンセントに差し込むと、本
機の全機能が自動的に停止します。この操作は禁止されています。

本機の始動：

注意： 認可を受けたオペレーター以外は、本機の操作を行わないでくださ
い。また、本機で水分を回収したり、本機の電源がオンになっているときに本
機の元を離れたりしないでください。本機の元を離れる前には、必ず本機の
電源をオフにしてください。
安全のために：必ずこの取扱説明書を読み、内容を理解したうえで本機の
操作を行ってください
本機を始動するときは、以下の手順に従ってください：

.► 本機の電源ボタンをオンにします

.► 本機のバッテリー充電インジケーターが緑色に点灯しており、バッ
テリーの残量がまだ充分に残っていることを確認します

スイーピングモードを選択します。
.► オン/オフモード１ボタン：. 軽めのゴミを回収するときや、滑らかな
床面を清掃するときに使用します

.► オン/オフモード２ボタン：.重めのゴミを回収するときや、コンクリー
ト、アスファルト、カーペット上を清掃するときに使用します。.

注：. モード２ボタンを使用すると、バッテリーの最大稼働時間が短くなりま
す。

節電機能：10～15秒間何もしないでいると（機能が作動していない状態）、
機械は自動的にオフになります。
もう一度メインのON/OFFボタンを押すと動作が再開します。

正しい操作方法：

始動時の手順をすべて行ったら、いよいよ本機をスイーパーとして操作でき
る状態となります。本機の性能を最大限に発揮し、また本機の故障を防ぐた
めに、以下の事項を守ってください。

以下を行うことが重要です：
.► ワイヤー、ロープ、ひも、水分・液体などの回収には、本機を使用し
ないでください

.► 大きめのゴミ（紙くず、落ち葉など）を回収するときは、ハンドルバー
を押し下げて本機の前部を持ち上げてください。清掃作業が一段
落したら、フィルターシェーカー作動ボタンを押してフィルターを振
動させてください。

注意：本機は濡れた床面を清掃するために設計されたものではありません。
もし清掃作業中にわずかに濡れている床面が現れた場合は、フィルターの
破損を防ぐため、バキュームファンボタンをオフにしてください。水分を回収
したために発生した故障は、保証の対象外となります。
注意：本機を１か月以上作動させない場合は、必ずバッテリーの赤/黒コネ
クターの接続を外してください。
本機を１週間以上作動させない場合は、本機のバッテリー充電プラグをコ
ンセントに差し込んだままにしてください。

ホッパーのゴミ空け・清掃

ホッパーの取り外しを行う前に、本機の電源ボタンがオフになっていること
を確認してください。
注意：ゴミの処分は、必ず各自治体の法規に従って行ってください。
ホッパーのゴミ空けは、以下の手順で行ってください。

.► ホッパーを留めているクランプを持ち上げてから、クランプの裏側
を押してクランプを外します。

.► ホッパーのハンドルを引いて、ホッパーを取り出します。

.► ホッパーの中身を空にします。
ホッパーを元に戻すときは、以下の手順に従ってください。

.► ホッパーを元の位置にスライドさせながら戻します。

.► ホッパーのクランプを下げてから内側に押し込み、クランプを固定
させます。
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本機の点検整備

本機の点検整備は、認定のサービス担当者、または本機のしくみについて理
解している人が行うようにしてください。本機の部品を交換するときは、認定
の交換部品のみを使用することをお奨めします。
安全のために：本機を点検整備するときは、必ずバッテリーおよび充電器プ
ラグの接続を外してから点検整備を行ってください。

点検整備チェックリスト

納
入
時

毎
日

10
時
間
毎

20
時
間
毎

50
時
間
毎

10
0時
間
毎

ベルト類のゆるみ X

ネジ・ナット類のゆるみ X

ブラシ類の磨耗 X

ガスケット類の磨耗・漏れ X

本機の全機能が適正に作動しているかどう
か

X X X X X X

ホッパーが空かどうか X

プレフィルターの取り外し・振動 X

メインフィルターの点検 X

サイドブラシ交換：

本機の前部を持ち上げます。
２つのタブ（矢印の部分）を押しながら、サイドブラシを引き抜きます。
新しいサイドブラシを、所定の位置に固定されるまで押し込みます。

メインブラシ交換：

.► 本機のハンドルが床面に触れるまで本機を後方に傾け、メインブラ
シに簡単に手が届く状態にします。

.► ブラシの軸の（本機前方から見て）右側にある黒いボタンが見える
ようになるまで、メインブラシを手で回転させます。

.► 黒いボタンを押しながら、ブラシを取り外します。

.► 下図のとおりに新しいブラシを取り付けます。

フィルターの清掃と修理：

本機のフィルター類は、本機が適正に作動するうえで非常に重要となる部品
です。適切なフィルターのメンテナンスは、ご使用の機械から最高の性能を
得ることを可能にするでしょう。

プレフィルター
プレフィルターは毎日、以下の方法で清掃を行ってください。
1）.プレフィルターに手が届く状態にするため、まずホッパーを取り外します。
2）.プレフィルターを所定の位置に固定している２個の金属製クリップアーム
を外します。クリップアームを外側に押して、プレフィルターを取り外します。
3）.ゴミ受けの中でプレフィルターを振って、ゴミを振り落とします。
4）.プレフィルターを元の位置に戻し、クリップアームで元通りに固定します。

メインフィルター
メインフィルターは、以下の３通りのいずれかの方法で清掃してください。
1）.自動フィルターシェーカーを使用する方法：
本機の作動中は、３分おきにフィルターシェーカーが自動的に振動します。
2）.手動でフィルターシェーカーを作動させる方法：
これはメインフィルターを完全な作動状態に保つために必要な方法で、非
常に簡単です。フィルターシェーカー作動ボタン（コントロールパネル図の
「E」のボタン）を数秒間押し続けます。これを４～５回繰り返します。
フィルターがきれいな状態であれば、その分清掃効果も増すことにご留意く
ださい。ほこりの多い環境で本機を使用する場合は、通常よりもより頻繁に
これを行ってください。
3）.メインフィルターを取り外して清掃する方法：
フィルターシェーカーを作動させても汚れが取れない場合、また本機を20
時間使用した場合には、手でメインフィルターを清掃してください。本機に対
する何らかの作業を行う前には、電源がオフになっていること、およびすべて
の機能が無効になっていることを確認してください。
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1）.ホッパーを取り外します
2）.メインフィルターを取り外します
3）.圧縮空気（87.psi.以下）をメインフィルターの側方へと吹き付けます。必ず
安全メガネを着用してください
4）.メインフィルターとホッパーを元通りに取り付けます

メインブラシベルト交換

必要なツール：3mm アレンレンチ、4mm アレン
レンチ、5mm アレンレンチ、8mm ソケット

パーツリスト：MTCG00019 ベルト

1）4本のネジを外して、上部カバーを機械から取り外します。
2）赤.\.黒のバッテリーコネクタのプラグを抜きます。
3）右のサイドカバーを取り外します。
4）5mmアレンレンチを使用して、サイドブラシアームの取り付けボルトを取
り外します。

5）サイドブラシアームを取り外します。.

6）2本のモーター取り付けボルト（8mm）を緩め（外さないでください）、モー
ターを反時計回りに回転させてベルトの張力を緩めます。.

7）古くなったベルトを取り外し、新しいベルトをプーリーに取り付けます。
8）モーターを時計回りに回して、ベルトの張力を締め付けます。2本の取り付
けボルトを締め付けます。
9）サイドブラシアームのサポート部を再度組み立てます。
10）カバーを再び組み立て、バッテリーを再び接続します。
11）適切に動作するかテストします。
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メイン/サイドブラシの自己調整機能：

アクチュエーターは、本機のブラシをすべての種類の床面に対して即座に適
応させ、かつブラシの磨耗具合を自動的に調整する装置です。
コード「FS0」がディスプレイに表示されたら、ブラシを交換しなければなりま
せん。

サイドブラシの調整：

サイドブラシの調整は、本機の上部カバーを取り外してから、調整ハンドル
を適当な方向に回して行います。

バッテリーを取り外します：

警告：バッテリーの取り付けと接続/取り外しは、必ず TENNANT 社が承認
した技術者（以下、”熟練した技術者”と呼びます）が行わなければなりませ
ん。

警告:バッテリーは密封ユニットであり、通常の状態では安全が保障されて
います。万一バッテリーから液体が漏出した場合には、液体に触れず、必ず
以下の安全措置を取ってください：

.► 皮膚と接触すると、刺激を引き起こす可能性があります。水と石鹼
で洗ってください。

.► 蒸気の吸引は気道に刺激を引き起こす可能性があります。外気に
あたり、医師に相談してください。

.► 目と接触すると、刺激を引き起こす可能性があります；。即時に目
を水で洗い、15分ほど十分に洗って医師に相談してください。

バッテリーを取り外すときは、怪我の危険性を減らすために、使用者は適切
な専用の保護具（手袋、ゴーグル、オーバーオール、安全靴など）を着用する
必要があります。コントロールパネルのスイッチが「0」の位置（オフ）になって
いて、機械の電源が切れていることを確認します。裸火から遠ざけ、バッテリ
ーの極を短絡にしたり、火花を発生させたり、喫煙したりしないでください。
以下のように実行します：

.► バッテリーケーブルをバッテリーの極から外します。

.► 必要に応じて、機械の底部にバッテリーを固定している装置を取り
外します。

.► 適切な巻上機を使用して、収納部からバッテリーを持ち上げます。
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コントロールパネルディスプレイ画面のコード表：

コードの種類 原因 対策
C22 ブラシ保護回路が作動すると、本機の全機能が停止しま

す
本機の電源ボタンを一旦オフにしてから、再び電源ボタンをオン
にしてください

C14 本機内部が高温となると、本機の機能が停止します。本
機内部の温度が194℃を超えると、本気の機能が停止し
ます

本機内部の温度が80℃を下回ると、本機は再び作動するように
なります.

FS0 ブラシが磨耗している 磨耗したブラシを交換してください
SP1 ブラシモーター制限 ブラシのモーターに電流が多く流れていないか検査します。

本機の電源ボタンを一旦オフにしてから、再び電源ボタンをオン
にしてください。

黄色ランプ点灯 バッテリーの残量が少ない 本機は作動を続けます。
バッテリーの残量がゼロに近い
ことを告げるただの警告です

赤色ランプ点滅 バッテリーの残量がゼロになった 本機の全機能が停止します
本機の電源ボタンをオフにし
バッテリーを充電してください

P1.X スイーピングモード１ボタンのプログラムが機能している 下記「プログラミングの方法」を参照してください。
P2.X スイーピングモード2ボタンのプログラムが機能している 下記「プログラミングの方法」を参照してください。
SF.X フィルターシェーカーのプログラム設定が機能している 下記「プログラミングの方法」を参照してください。
X.=.“0”.～.“5”.までの数値
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推奨されるスペアパーツ
部品番号 消耗部品
SPPV00303 サイドブラシ、スタンダード
PMVR01121 メインブラシ、ロッキングリテーナー付き
FTDP00013 フィルタ、パネル、紙製
FTDP00014 フィルタ、プレフィルタ
MPVR00938 スカート部分、フラップ、左
MPVR00937 スカート部分、フラップ、右
MPVR00935 スカート部分、フラップ、フロント
MPVR00936 スカート部分、フラップ、リア
MECB01378 コード、電源、充電器、100V.[JP]

部品番号 サービスパーツ
1065086 バッテリー、AGM、12VDC.50AH/C20
RTRT00039 ホイール、リア
RTRT00040 キャスター、フロント
MECE00020 回路基板、パネル、タッチ
MECE00878 回路基板アセンブリ、牽引
RTRT00011 ホイール、バンパー
MECE00023 ワイヤーアセンブリ、タッチ
MPVR04693 ストラップ、静的
PMVR00438 ガイドアセンブリ、アクチュエータ
MOCC00035 モーター、シェーカー
MOCC00036 モーター、バキューム
MOCC00033 モーター、ブラシ、メイン
MOCC00037 モーター、ブラシ、サイド
MTIG00002 ギア、モーター、サイドブラシ
MEVR01660 カーボンブラシ、モーター.[MOCC00033]
MEVR86071 カーボンブラシ、モーター.[MOCC00037]
MPVR02939 ストラップ、バッテリー
MEVR02660 ヒューズ、T20A、メインカード.
MEVR00150 ヒューズ.F2.5.A.250V.5X20、チャージャー
MEVR00150 ヒューズ.F2.5.A.250V.5X20、アクチュエータ
MEVR04016 ヒューズ.T6,3A、サイドブラシ
MEVR02825 ヒューズ.T5A.32V、ファン
MEVR00150 ヒューズ.F2.5.A.250V.5X20,.フィルターシェーカー
MTCG00019 ベルト、メインブラシ
MOCC00034 アクチュエータ、ブラシ
MPVR01708 ガスケットキット、[3個]
GUGO00414 ガスケットシェーカーフレーム
MPVR00931 ガスケット、フィルタ
CUVR46942 ベアリング、メインブラシ
CUVR00164 ベアリング
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