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はじめに

このたびはT20 のスクラバー/スイーパーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
このマニュアルはご購入されたマシンに同梱されています。
操作と点検整備に関する必要な情報が記載されています。

本マニュアルを読み完全に理解してから、本機の操作や点検整備を行ってください。

本機は卓越したサービスを提供します。ただし、最小のコストで最善の結果を得るためには、
次の点にご留意ください。

S 十分に配慮してご使用ください。

S 点検整備の説明に従い、本機を定期的に点検整備をしてください。

S 本機の点検整備には、テナントカンパニー提供の部品、
またはそれと同等のものをお使いください。

環境保護

梱包材、本機の交換済の部品、廃液
を廃棄するときは、各国の法令に従
い、環境に安全な方法で廃棄してく
ださい。

常にリサイクルを心がけ
てください。

本機のデーター

将来参照するため本機設置の際にご記入くだ
さい。

モデル番号 -

シリアル番号 -

納入日 -

使用目的

T20 は、ハードフロア (コンクリート、アスファルト、石、合成物質など) の清掃/洗浄用に設計された業務用乗車
型機器です。一般的な用途には、産業用倉庫、製造施設、物流施設、スタジアム、アリーナ、コンベンションセン
ター、駐車場施設、交通ターミナル、建設現場などが含まれます。土、芝生、人口芝土、カーペットの上で本機を
使用しないでください。本機は、屋内/屋外の両方で使用できますが、屋内で使用する場合、十 分換気する必要が
あります。 本機は公道での使用を意図したものではありません。本オペレーターマニュアルで説明した機種以外は
使用しないでください。

Tennant Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
電話: (800) 553- 8033 or (763) 513- 2850
www.tennantco.com

テナントカンパニー日本支店
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 2番地産業貿易センタービル 9階
Kawasaki, Kanagawa 212- 0016
電話：045- 640- 5630ファックス：045- 640- 5604
www.tennantco.com.jp

仕様と部品は予告なしに変更されます。
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安全上の注意事項

本書中では、次の安全警告を使います。

警告:説明を厳守しないと死亡
または重傷を負う場合があること
を示します。

注意:説明を厳守しないと軽傷また
は中程度の怪我を負う場合がある
ことを示します。

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。

下記の情報は、オペレーターが危険にさらされる
おそれがある内容を示しています。危険な状態が
発生する可能性を理解してください。本機の安全
装置の場所をすべて確認してください。本機が損
傷したり動作が異常になった場合は、すぐに連絡
してください。

警告：可燃性物質は爆発や火
災を引き起こします。タンクに可
燃性物質を入れないでください。

警告：可燃性物質や活性金属は爆発
や火災を引き起こします。回収しな
いでください。

警告：ベルトとファンが稼動中は、
近づかないでください。

警告：ンジンからは有毒ガス
が放出されます。死亡または
重傷を負う恐れがあります。
十分な換気が必要です。

警告：やけどの危険。過熱表面：
触れないでください。

機種によって、携帯電話技術を利用した通信装置
が搭載されています。通信装置を搭載した機種周
辺で使用する携帯電話が、本機の動作に影響を与
える可能性がある場合は、通信機能の停止方法に
ついて、テナント社のサービス代理店にご相談く
ださい。

安全のために：

1. 以下の場合は、本機を使用しないでくださ
い。
- 操作の訓練を受けていない場合や、資格

がない場合。
- 操作マニュアルを読んでいない、または

内容を理解していない場合。
- アルコールや薬物の影響下にある場合。
- 携帯電話またはその他の電子機器を使用

している場合。
- 本機の取り扱いに従う精神的、身体的能

力が十分でない場合。
- 正しい運転条件でない場合。
- 可燃性の気体、液体または粉塵が存在す

る場合。
- 運転/ヘッドライトが点灯していない限り

、本機の操作や運転を行うために安全に視
界が確保できないほど暗い場合。

- ヘッドガードを付けない状態での、落下
物の恐れのある場所での使用。

2. 本機を始動する前に:
- 漏れ箇所を点検してください。
- 燃料補給場所に火花や裸火を近づけない

でください。
- 安全装置がすべて所定の位置にあり、正

しく機能していることを確認してくださ
い。

- ブレーキとステアリングが適正に作動す
ることを確認してください。

- シートを調節して、シートベルトを締め
てください。

3. 本機を始動する前に:
- 足をブレーキに乗せ方向ペダルをニュー

トラルにしておいてください。
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4. 本機を使用の際:
- 本取扱説明書に記載されていない方法で

使用しないでください。
- タバコ、マッチ、高温の灰など、燃焼中

または煙が出ている状態のものを回収し
ないでください。

- 本機を止めるときは、ブレーキを使用し
てください。

- 斜面や滑りやすい場所ではゆっくり進ん
でください。

- 方向転換するときは速度を落としてくだ
さい。

- 本気を運転中、本体の部品はすべてオペ
レーターの運転席に保管してください。

- 本機を後退させるときは注意してくださ
い。

- ホッパーが上がっているときは、注意し
て本機を移動してください。

- 必ず十分な空間を確保してからホッパー
を上げてください。

- 本機が斜面上にあるときにホッパーを上
げないでください。

- 小さなお子様が本機の上に乗ったり、本
機の周辺で遊ばないよう注意してくださ
い。

- 本機に同乗者を乗せないでください。
- 常に、安全規則と交通規則に従ってくだ

さい。
- 本機が損傷した場合や動作に異常がみられ

る場合は、すぐにご連絡ください。
- 化学薬品の混合や取り扱い、廃棄について

は、容器の説明に従ってください。
- 床が濡れている場合の安全対策に従って

ください。

5. 本機から離れる場合、または点検整備する
場合:
- 可燃性物質、粉塵、ガス、または液体の

近くに駐車しないでください。
- 平らな場所に停めてください。
- パーキングブレーキを掛けてください。
- 電源を切り、キーを外してください。

6. 本機を点検整備する場合:
- 作業は必ず、十分な照明があり、視界が

明るい状況で実施してください。
- 可動部に近づかないでください。ゆった

りとした衣服やアクセサリーは着用せず
、髪が長い場合はまとめてください。

- 本機をジャッキで持ち上げるときは、まず
、タイヤに輪留めをしてください。

- 本機は指定の場所でのみジャッキで持ち
上げてください。本機をジャッキスタン
ドで支えてください。

- 本機の重量を支えられるホイストまたは
ジャッキを使用してください。

- 電気部品の近くで本機に高圧スプレーや
ホースで水をかけないでください。

- バッテリーの接続を外してから、本機で
の作業を実施してください。

- バッテリーの酸に触れないでください。
- 熱いエンジン冷却水に触れないでくださ

い。
- エンジンが熱い間ラジエーターからキャ

ップを取り外さないでください。
- エンジンを冷やしてください。
- 燃料系統の供給周辺に炎や火花を近づけ

ないでください。周辺の通気を良くして
ください。

- 厚紙を使用し、圧力を受けている作動油
の漏れを見つけてください。

- 修理は必ず訓練を受けた修理整備士が実
施してください。

- 本機を改造しないでください。
- テナント社製またはテナント社が承認し

た交換部品を使用してください。
- 必要に応じて、また本書で推奨されてい

る場合は、個人用保護具を使用してくだ
さい。

安全のために: 耳栓を着用してください。

安全のために:
保護手袋を着用してください。

安全のために:
保護眼鏡を着用してください。

安全のために:
防塵マスクを着用してください。

7. トラックまたはトレーラーへの本機積み降
ろし:
- 本機を積み込む前にタンクを空にしてく

ださい。
- 本機を縛って固定する前に洗浄ヘッドと

スクイージーを下げてください。
- 本機を積み込む前にごみホッパーを空に

してください。
- 電源を切り、キーを外してください。
- 本機およびオペレーターの重量を支えら

れる傾斜台、トラックまたはトレーラー
を使用してください。

- ウィンチを使用してください。積み込み
面が地面から380mm (15 インチ)
以下でないかぎり、本機を運転しながら
トラックまたはトレーラーに積み降ろし
しないでください。

- 本機の積み込み完了後は、パーキングブ
レーキをかけてください。

- タイヤに輪留めを装着してください。
- トラックまたはトレーラーに本機を縛っ

て固定してください。
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本機の指定した場所には、次の安全ラ
ベルがあります。ラベルが破損または
読取不能の場合は取り替えてください。

警告ラベル -
本機は有毒ガスを排出します。
重傷や死亡などの結果を引き起こ
すことがあります。換気を十分に
行ってください。

10783

安全ラベル - 本機の運転前に取
扱説明書をお読みください。

警告ラベル - 引火性物質
や反応物質は、爆発の原
因になります。
回収しないでください。

運転席の側面に貼付されてい
ます。

警告ラベル - 本機は大きな
騒音を出す場合があります。
聴力障害を起こす可能性が
あります。耳栓を着用してく
ださい。

運転席の側面に貼付されて
います。

運転席の側面に貼付さ
れています。

運転席の側面に貼付されてい
ます。
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警告ラベル - ベルトとファン
が動いています。近づかない

でください。

10783

警告ラベル - 引火性物質は、爆発また
は火災の原因になります。タンクに引
火性物質を入れないでください。

エンジンルームのパネルに貼
付されています。

警告ラベル -
やけどの危険があります。

表面が熱くなっています。

触れないでください。

バンパーの横、排気シールド
の上、および作動油リザーバ
ーの上に貼られています。

洗浄液タンクカバーの隣と洗剤タンク
に貼付されています。



操作

7T20 Diesel 331504 (6- 10)

操作

本機の構成部品

C

G

F

K
B

S

A

E

D

L

R

T

I

M

U

H

N

P

V

J

O

Q

W

A.オーバーヘッドカード（オプション）
B.計器パネル
C.フロントカバー
D.ヘッドライト
E.サイドブラシ (オプション）
F.サイドスクイージー
G.スクラブヘッド アクセスドア
H.ゴミトレー容器リリースレバー
I.燃料タンク
J.シートカバー
K. FaSTの外箱 (カートン)、ESの洗剤タンク、

ec-H2Oシステムモジュール室 (オプション)

L.洗浄液タンクカバー

M.運転席
N.スプレーワンド – 座席背後のノズル

（オプション）
O.警告灯（オプション）
P.機体後進警告音（オプション）
Q.回収タンク排水ホース
R.回収タンクカバー
S.洗浄液タンク排水ホース
T.ゴミトレー容器
U.テールライト
V.リアスクイージー
W.エンジンカバー
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制御機器と計器類

B

I

F

E
G

K
A

C

D

H
J

L

A. ステアリングホイール
B. イグニッションスイッチ
C. ホーンボタン
D. ハンドルチルトノブ
E. 方向ペダル
F. ブレーキペダル
G. パーキングブレーキペダル
H. タッチパネル
I. 操作 / ハザードライトスイッチ
J. スプレーノズルスイッチ

（オプション）
K. エンジンインジケータライト
L. ec-H2Oシステムインジケーターライト

(オプション)
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タッチパネル

C

B

E

F DG

H

I

J

K

L

M

A

A. 故障インジケーターライト
B. アワーメータ / 燃料インジケーター /

故障コードインジケーター
C. 1- STEP洗浄ボタン
D. 洗浄バキューム ファン /

スクイージーボタン
E. ES (延長洗浄) ボタン（オプション）
F. FaSTボタン（オプション）

ec-H2Oボタン (オプション)

G. 洗浄液流量増加ボタン (+)
H. 洗浄液流量減少ボタン (- )
I. ブラシ接地圧増加ボタン (+)
J. ブラシ接地圧減少ボタン (- )
K. サイドブラシボタン（オプション）
L. エンジン速度ボタン
M. 管理者コントロールボタン
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シンボルの定義

本機の制御機器、表示、機能などの識別
に次のシンボルを使います。

ハザードライト メインブラシ接地圧

操作ライト 洗浄液流量

スプレーノズル 増加

故障インジケーター 減少

洗浄バキューム ファン /
スクイージー

充電システム

1- STEP洗浄 エンジンオイル圧力
(000000- 001997)

ES (延長洗浄)
エンジンオイル圧力
(001998- )

FaST (泡洗浄)
グロープラグ
（プレヒートディーゼルのみ）

エンジン速度 ホーン

サイドブラシ ジャッキポイント

軽油 エンジンをチェック

ec-H 2O (オプション)
パーキングブレーキ
(001998以降)
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操作のコントロール

充電システムインジケーター

交流発電機が正常な範囲内で稼動してい
ない場合に、充電システムインジケー
ターが点灯します。このインジケーター
が点灯した場合は、本機を直ちに停止し
て問題を調査してください。

エンジンオイル圧力インジケーター

エンジンオイルの圧力が正常な稼動圧力
範囲より下がった場合にエンジンオイル
圧力インジケーターが点灯します。
このインジケーターが点灯した場合は、
本機を直ちに停止して問題を調査してく
ださい。

エンジンチェックインジケーター
(000000- 001997)

本機の操作中、エンジン制御システムが
故障を検出した場合にエンジンチェック
インジケーターが点灯します。

このインジケーターが点灯した場合は、
テナントカンパニーの認定を受けたサー
ビスセンターにご連絡ください。

エンジンオイルプレッシャー
インジケーター

エンジンの油圧が正常稼動圧力の範囲よ
り下がると、エンジン油圧インジケー
ターが点灯します。このインジケーター
が点灯した場合は、本機を直ちに停止し
て問題を調査してください。

パーキングブレーキインジケータ (オプション)

パーキングブレーキが掛かると、パーキングブレ
ーキインジケータが点灯します。
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エンジン速度の設定

1-STEP 洗浄ボタンまたは 1-STEP
清掃ボタンを押した場合は、エンジン
速度が自動的に制御されます。清掃また
は洗浄をしていないときは、エンジン
速度ボタンを押しすとエンジンの回転速
度が上がり走行速度が速くなります。
エンジン速度ボタンを再度押すと、
エンジンの回転速度が遅くなります。
エンジン速度設定は、ボタンの上の2個の
ライトで表示されます。1個のライトの
みが点灯している場合、エンジンは
低速設定になっています。2個のライト
が点灯している場合、エンジンは高速設
定になっています。

サイドブラシ (オプション）

届きにくい隅や壁の近くは、サイドブラ
シで清掃または洗浄します。 サイドブ
ラシは洗浄/清掃の幅を広げる効果もあ
ります。

1-STEP 洗浄ボタンまたは 1-STEP
清掃ボタン を稼動させてから、
サイドブラシボタンを押すとサイドブラシ
が下がって稼動します。ボタンの隣のライ
トが点灯します。 サイドブラシの
使用を終えるときは、ボタンを再度押すと
サイドブラシを上昇させ停止します。
ボタンの隣のライトが消えます。 本機は、
前回オンまたはオフしたときの
設定に戻ります。
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燃料インジケーター

燃料インジケーターは、タンクにある燃料の残量
を表示します。 タンクが空に近い状態のと
きは、故障インジケーターが点滅し、低燃料警告
が表示されます。

アワーメーター

アワーメーターは、本機が稼動した時間
を記録します。本機の点検整備にこの
情報を使ってください。

管理者コントロールボタン

管理者コントロールボタンで、設定モー
ドと診断モードにアクセスします。
資格のあるサービス担当員かテナントカ
ンパニーの担当員以外は、このモードに
アクセスしないでください。

操作ライト

操作 / 回転ライトスイッチの上
端を押すと、ヘッドライトとテールライ
トが点灯します。ライトスイッチを中央
の位置に戻すと、ライトが消えます。

回転灯（オプション）

操作 / 危険ライトスイッチの下
端を押すと、回転灯、ヘッドライト、
テールライトが点灯します。ライトスイ
ッチを中央の位置に戻すと、ライトが消
えます。
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運転席

運転席は、バックレストの角度、
オペレータの体重、シートの前後位置を
調整することができます。

バックレスト調整ノブで、バックレストの
角度を調整します。

角度調整ノブを左回しに廻して、角度を
増やします。

角度調整ノブを右回しに廻して、角度を
減らします。

体重調整ノブは、運転席の固さを調整
します。

体重調整ノブを左回しに廻して、シート
を固くします。

体重調整ノブを右回しに廻して、シート
を柔らかくします。

オペレーターに適切な運転席の固さは、
体重調整ノブの隣にあるゲージで判断
してください。

前後移動調整レバーで、運転席の位置を
調整します。

調整レバーを外側に引っ張って運転席を
スライドし、必要な位置に調整します。
レバーを解除すると、その位置で運転席
がロックされます。

シートベルト

本機を操作する前に、必ずシートベルト
を調整し装着してください。
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ハンドルチルトノブ

1. ハンドルチルトノブを引っ張って、
ハンドルを必要な高さに調節します。

2. ハンドルチルトノブを離します。

ブレーキペダル

ブレーキペダルを踏んで、本機を停止し
ます。

パーキングブレーキペダル

ブレーキをできるだけ深く踏み込み、
足先でパーキングブレーキペダルをロッ
クの位置にします。ブレーキペダルを
踏むと、パーキングプレーキが解除
されます。パーキングブレーキペダルは
解除の位置に戻ります。

方向ペダル

方向ペダルの上部を踏むと前進し、
下部を踏むと後進します。本機が後進
しているときは、バックライトが点灯
します。 ペダルを放すと、
ニュートラルの位置に戻ります。

注意：本機にオプションのバックアップ
アラーム機能が装備されている場合は、
後進中アラームが鳴りバックライトが点
灯します。
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スクイージープロテクター (オプション)

リアとサイドスクイージープロテク
ターは、リアスクイージーの破損
を防ぎます。

リアスクイージープロテクターを有効に
するには、ピンを抜いてプロテクターバ
ーを下してからピンを再挿入します。
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本機作動のしくみ

本機は汚れた床を効率的に洗浄すること
ができます。1-STEP 洗浄ボタンを使い、
すべての洗浄機能を作動させてすぐに
洗浄を開始することができます。

通常の洗浄モードでは、
水と洗剤の混合液で床を洗浄します。

オプションの FaST (水泡洗浄) モードの
場合は、FaST 洗浄システムによりFaST-
パック濃縮液が少量の水と混合して、
大量の泡を発生させます。
FaST システムは、すべてのダブル
洗浄や強力な洗浄作業に使用して
ください。

オプションの ES (Extended Scrub
延長洗浄) モードの場合は、
回収タンクの汚れた洗浄液が
ES システムを通過して濾過され、
洗浄液タンクに戻って再使用されます。
濾過された洗浄液に洗剤が注入されて、
洗浄液の洗浄機能を再活性化します。

オプションのec-H2O (電解水)
モードでは、通常の水をこのモジュールに通すと
、酸素が水中に送り込まれ、電流が帯電されます
。電気分解された水は、酸性とアルカリ性の混合
液に変化して、pH値が中性のクリーナーが生成
されます。この電解水は汚れに作用し、汚れを微
細な粒子に分解して床面から遊離させるため、本
機での洗浄および清掃が簡単になります。この電
解水は普通の水に戻り、汚水回収タンクに入りま
す。ec-H2Oシステムは、ダブル洗浄や頑固な汚れ
の洗浄の全アプリケーションで使用できます。
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ブラシとパッドの情報

高の洗浄/清掃結果を得るために、
お客様の洗浄/清掃用途にあったタイプの
ブラシやパッドをご使用ください。
ブラシと各ブラシが 適なアプリケーシ
ョンは下記の通りです。

注意： 汚れの量とタイプにより、
使用するブラシのタイプを選択します。
選択の際には、テナントカンパニーの
担当員にお問い合わせください。

ナイロンブラシ (ディスク)* -
柔らかい毛のナイロンブラシは、コーテ
ィングされた床の洗浄にお勧めです。
傷つけづに清掃します。

ポリエステルブラシ（シリンダー） -
柔らかい多目的ポリエステル毛で軽い埃
を拾い上げ、洗浄しながら軽く清掃
します。傷つきやすい床面に
理想的です。ポリエステルは水分を
吸収しないので、洗浄作業にはナイロン
よりも好まれます。

ポリプロブラシ（シリンダー） -
高性能ポリプロピレン毛により強力な
清掃機能が可能で、埃の塊、破片、
砂などを簡単に拾い上げ、
優れた洗浄機能を発揮します。

ポリプロプレンブラシ（シリンダーとデ
ィスク）* - 多目的ポリプロプレン毛で、
光沢コーティングされた床でもこすりあ
とを残さずに、軽い埃の塊を拾い上
げます。

スーパー AB ブラシ
（シリンダーとディスク）* -
研磨粒を含んだナイロン繊維で、しみや
埃の塊を除去します。どのような床面も
強力に洗浄します。 こびりついた汚れ、
油、タイヤ跡などを取り除きます。

* このブラシは、サイドブラシにも
提供されます。

ストリップパッド - この茶色のパッドは
床をはぎ取ります。迅速・容易に古いコ
ーティングを剥ぎ取って、再コーティン
グの準備をします。

スクラブパッド - この茶色のパッドは
床を洗浄します。埃、こぼれ、こすり
傷を取り除きます。再コーティングでき
るきれいな床にします。

バッフパッド - この茶色のパッドは
床を磨きます。迅速にこすり傷の跡を
きれいに取り除き、光沢のある床に
磨きます。

ポリッシュパッド - この白色のパッ
ドは床を磨きます。光沢をそのまま保
ちます。非常に柔らかいコーティングと
人通りの少ない場所を磨く場合に使い、
木の床のソフトワックスを磨きます。

高性能パッド - この黒色のバッドは、
床のコーティング/シールを強力に剥ぎ
取るときなど、非常に強力な洗浄に使
います。このパッドは、グリップパッド
ドライバでのみ使用可能で、タフトパッ
ドドライバでは使用できません。

下地調整用パッド -
化学薬品を使用せずに床表面を強力に剥がす場合
は、この研磨パッドを使用します。

グリップパッド ドライバ - グリップ
面の裏当てにより、パッドの全面を使用
することが可能で、パッドを突き刺さず
に保持することができます。 このデバ
イスは、ばねによってセンタリングされ
ていて、すべてのテナントパッドが取
り付け可能です。また、パッドを迅速か
つ容易に取り替えることができます。
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タフトパッドドライバ - 標準パッドド
ライバで、裏に付いている短い刷毛、
つまり”タフト”でパッドを所定の
位置に保持します。このドライバには、
黒の高性能パッドを除くすべてのテナン
トパッドが取り付け可能です。

本機操作中の注意

洗浄や清掃前に、大きな破片を回収して
ください。 ワイヤ、糸、長い紐、
大きな木片などブラシに巻きついたり絡
みついたりする恐れのある破片を回収し
てください。

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

本機が進行中の場合は、ハンドルを大き
く切らないでください。本機はハンドル
の動きに正確に反応します。緊急時を
除いて、急な回転を避けてください。

洗浄するときは、必要に応じて本機の速度、ブラ
シの圧力、洗浄液の流量を調節してください。ブ
ラシの圧力と洗浄液の流量を最低にすると、最高
の性能を発揮します。FaS Tまたはec-H 2O システ
ムを装備した機種では、FaS Tまたはec-H 2O シス
テムを使用すると最良の洗浄結果が得られます。

床材を損傷させないよう、本機を一
ヶ所で止めず常に走行させてください。

清掃効果が悪い場合は、清掃作業を
停止して、このマニュアルの"本機の
トラブルシューティング"を参照して
ください。

使用後は、毎回毎日の点検整備を実行し
てください。（このマニュアルの”
本機の点検整備”を参照）。

傾斜面では、本機をゆっくりと走行して
ください。下り傾斜面では、ブレー
キペダルで速度をコントロールして
ください。下り傾斜面よりも上り
傾斜面で洗浄してください

安全のために: 本機を使用するとき、斜面や滑りや
すい場所ではゆっくり進んでください。

周囲温度が 43_C (110_F)を上回る場所で本機を
運転しないでください。周囲温度が氷点下
0_C (32_F)を下回る場所で本機を運転しないで
ください。

洗浄作業中の 大定格傾斜は、
10% です。本機の移動中の
大定格傾斜は 14% です。
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操作前の点検事項

- 油圧オイルのレベルを点検します。

- 燃料レベルを点検します。

- 漏れ箇所を点検してください。

- メインブラシの状態を点検します。
ブラシの周りに絡み付いている糸、
バンド、プラスティックラップなどの
破片を除去します。

- シリンダーブラシ：ゴミトレー
が空になっていて清潔であるのを
確認します。

- メインブラシ収納部の右スカート、
シール、スクイージーに破損や磨耗が
ないか点検します。

- サイドブラシ (オプション）：
ブラシの状態を点検します。ブラシの
周りに絡み付いている糸、バンド、
プラスティックラップなどの破片を
除去します。

- サイドブラシ (オプション）：
サイドブラシスカートとスクイージー
の状態を点検します。

- ラジエーターと油圧オイルクーラーの
フィンに破片が付着していないか
点検します。

- エンジン冷却水レベルを点検します。

- エンジンオイルのレベルを点検
します。

- メインブラシ収納部の左スカート、
シール、スクイージーに破損や磨耗が
ないか点検します。

- 左洗浄液タンクカバーのシールに
破損や磨耗がないか点検します。

- 汚水回収タンクカバーのシールに破損
や磨耗がないか点検します。

- バキュームファンのダストフィルター
を点検します。

- 汚水回収タンクを排水して洗浄
します。

- ES オプション：洗浄液タンクを
排水してタンク、フロートセンサー、
ES フィルターを清掃します。

- 右の洗浄液タンクカバーのシールに破
損や磨耗がないか点検します。

- スクイージーホースにゴミが入ってい
たり詰まっていたりしないか、
点検します。

- スクイージーに破損や磨耗がないか、
またスクイージーのゆがみ調節を点検
します。

- FaST 洗浄：FaST-パック濃縮剤の
レベルを点検します。必要に応じてパ
ックを交換します。マニュアルの
"FaST-パックのインストール"を
参照してください。

- FaST 洗浄：従来の洗浄剤が、
洗浄液タンクから排水されて水洗いさ
れているのを確認します。

- FaST 洗浄：洗浄液タンク
が清潔な冷水で一杯になっているの
を確認します。

- ヘッドライト、テールライト、
ならびに安全ライトを点検します。

- クラクション、ヘッドライト、テールライト
、安全ライト、後退アラームを確認してくだ
さい（装備されている場合）。

- ブレーキとハンドルが正常に作動して
いるかを点検します。

- サービス記録から、点検整備の
必要がないか調べます。
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本機をスタートする

1.オペレーターシートに座って、ブレー
キペダルを踏むか、パーキングプレー
キを掛け ます。

安全のため：
本機をスタートする場合は、
ブレーキを踏んで、方向ペダルをニュー
トラルにしてください。

2.キーを左回りに廻します。
プラグ点灯ライ トが点灯します。
天候次第で、15 ～ 30
秒間キーをそのままの位置で保持しま
す。
寒いときは、長い時間が必要です。

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回します。

注意：ターターモーターを一度に
10秒以上、及びエンジンがスタート
したあとは動かさないでください。
15～20秒待ってスターターを冷却
してから、次のエンジンスタートを
試みてください。スターターモーターが
損傷する恐れがあります。

4. エンジンと油圧システムが暖気される
まで 3分から 5分待ってください。

警告：エンジンからは有毒ガス
が放出されます。重い呼吸器系統の
障害や窒息を引き起こす恐れがあ
ります。十分に換気してください。
有毒ガスの許容限界は、
地区の規制機関にご相談ください。
常にエンジンを正しくチューニング
しておいてください。

5. ライトをつけてください。

本機を停止する

1. 本機を停止して、すべての洗浄/清掃
機能を停止します。

2. イグニッションスイッチキーを
時計と反対方向に回して、本機をオフ
にします。エンジンが停止するまで、
オペレーターシートに待機して
ください。

安全のために: 本機から離れる場合、または点検
整備を行う場合は、 可燃性物質、粉塵、ガス、
または液体の近くに駐車しないでください。本機
を水平な場所に止め、パーキングブレーキをかけ
て電源を切り、キーを抜いてください。
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洗浄液タンクに給水する

泡洗浄 (FaSTモード) / ec-H2O洗浄
(ec-H2Oモード)

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. 左が右の洗浄液タンクカバーを
開きます。

2. 洗浄液タンクは、清潔な冷水 (21°C/
70°F 以下)のみで充填してください。
熱湯や汎用の洗剤は注入しないで
ください。FaST システムが故障する
恐れがあります。

警告：可燃性物質は爆発や火災を
引き起こします。タンクに可
燃性物質を入れないでください。

注意：FaST-パックの取付けまたは
交換は、マニュアルの"FaST-パックの
交換"を参照してください

注:
従来の洗浄洗剤を洗浄液タンクに入れた状態
で、FaSTやec-H2Oシステムを使用しないでく
ださい。FaSTやec-H2Oシステムを始動する前
に、洗浄液タンクの水を抜き取ってから洗浄
し、きれいな冷水で満たしてください。従来
の洗浄洗剤が原因で、FaSTやec-H2Oシステム
が故障する可能性があります

通常の洗浄モード

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. 左か右の洗浄液タンクカバーを
開きます。

2. 水（60°C / 140°F 以下の温度）
をタンクに半分給水します。洗浄液タ
ンクに必要な量の洗剤を注入します。
インジケータータブの下まで洗浄液タ
ンクを水で充填します。

警告：可燃性物質は爆発や火災を引
き起こします。タンクに可燃性物質
を入れないでください。

注意：通常の洗浄作業の場合、
業務用に認定されている洗剤のみを使っ
てください。不適切な洗剤使用による
損傷は、メーカーの保証が受けられ
ません。

注意：汚水回収タンクの中に泡が大量に
発生している場合は、業務用に認可され
た消泡剤をタンクに入れてください。
推奨洗剤については、テナントカンパニ
ーの担当員にお問い合わせください。
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ES (EXTENDED SCRUB延長洗浄)
モード、自動給水式

安全のために：本機から離れるか
点検整備する前に、水平な床に停め、
パーキングブレーキを掛け、
マシンをオフにしてキーを抜きます。

1. 給水源 (60°C / 140°F 以下の温度)
からのホースを自動充填接続に
接続します。

2. イグニッションスイッチをオンの
位置に回し（スタートはしない）、
給水側をオンにします。
自動給水装置により、タンクに適正な
レベルまで自動給水されます。

3. 洗浄剤タンクに適切な洗剤を注入
します。

注意： ES洗浄作業の場合、
業務用に認定されている洗剤のみを使っ
てください。不適切な洗剤使用による
損傷は、メーカーの保証が受けられ
ません。

ES (EXTENDED SCRUB延長洗浄)
モード、タンク手動充填

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. 左または右の洗浄液タンクカバーを開
き、インジケータータブのレベルまで
水 (60°C / 140°F 以下)で充填します。

2. 回収タンクカバーを開き、タンクの半
分まで水 (60°C / 140°F 以下)
で充填します。

警告：可燃性物質は爆発や火災を
引き起こします。タンクに可
燃性物質を入れないでください。
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スクラブモードを設定する

洗浄作業を始める前に、使用するスクラ
ブモード（FaST、ES または通常）
をめます。 次に、洗浄ブラシ接地圧と
洗浄液の流量のレベルを調整します。

FaST モードを設定する

1-STEP 洗浄ボタンが稼動している
場合に、FaST ボタンで、FaST
システムをオンにします。ボタンの横の
ライトが点灯します。マシンは、前回の
パワーオンまたはオフの時の設定になり
ます。

ES (Extended Scrub 延長洗浄) モードを
設定する

1-STEP 洗浄ボタンが稼動している
場合に、ES ボタンで、ES システムを
オンにします。ボタンの横のライトが点
灯します。本機は、前回オンまたはオフ
したときの設定に戻ります。

注意：ES システムをオンにしたときは、 ES
ポンプが始動するまで少し
時間がかかります。

ec-H2Oモードの設定

ec-H2Oボタンで
ec-H2Oシステムを作動させるときは、1-STEPスク
ラブボタンを使用します。ボタンの横のライトが
点灯します。電源のオン/オフ時に、前回使用時
の設定が適用されます。

注:
ec-H2Oシステムモデルを氷点下の環境で保管また
は輸送する場合には、特別な手順を実施する必要
があります。「保管情報」の項に記載された凍結
保護手順に従ってください。
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ブラシ接地圧を設定する

通常の清掃作業では、ブラシ接地圧を
低に設定してください。（下のライト）
非常に汚れている場所の清掃には、ブラ
シ接地圧を高く設定してください。
進行速度と床の状態により、清掃効率は
影響を受けます。

1-STEP 洗浄ボタンまたは 1-STEP
清掃ボタンが稼動している場合に、ブラ
シ接地圧増加ボタン (+) またはブラシ
接地圧減少ボタン (-) を押して、
清掃中の床に対する圧力を設定します。
ブラシが磨耗している場合は、
ブラシ接地圧を増やす必要があります。
マシンは、前回のパワーオンまたはオフ
の時の設定になります。

洗浄液流量を設定する

1-STEP 洗浄ボタンが稼動している
場合に、洗浄液流量増加ボタン (+)
または洗浄液流量減少ボタン (-)
を押して、洗浄液流量を設定します。
進行速度と床の状態により、洗浄効率は
影響を受けます。
本機は前回オンまたはオフしたときの設
定に戻ります。

注意：ES と FaST モードでは、
洗浄液流量ボタンが洗浄液と洗剤の両方
のレベルをコントロールします。

洗浄液と洗剤の流れをすべてオフにする
には、すべてのインジケーターライトが
消えるまで、洗浄液の流量減少ボタン (-)
を押します。

従来タイプ、FaST、ec-H2Oの洗浄液の流量

通常の汚れの清掃には、洗浄液の流量を
低のレベルに設定してください。

（下のライト） 非常に汚れている場所の
清掃には、洗浄液の流量レベルを高く
（中間または上のライト）設定してく
ださい。

ES (延長洗浄) 洗浄液流量

ES マシンでは、洗浄液流量が 低に
設定されている場合（1個点灯）、洗剤の
流れがオフになります。通常の汚れの清
掃には、洗浄液の流量レベルを中間と
低の交互に設定してください。 中間設定
（2個のライト）により、洗浄液と洗剤の
両方が流れます。 低の設定
（1個のランプ）で、洗剤を加えずに
洗浄液が流れます。効果的な洗浄結果を
得るため、洗浄液に洗剤を絶えず加える
必要はありません。
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洗浄作業

1-STEP 洗浄ボタンは、洗浄機能を
すべて稼動します。

安全のために：本書を読んでいない、ま
たは理解していない場合は、本機を操作
してはいけません。

1. 本機をスタートします。

注意： 浄作業を開始する前に、
必ず洗浄モードを設定してください。

2. 1-STEP 清掃ボタンを押します。
ボタンの隣のライトが点灯します。
すべての事前設定された洗浄機能が
稼動します。

注:
従来の洗浄方法では、FaSTやec-H2Oシステム
を作動させないでください。従来の洗浄洗剤
が原因で、FaSTやec-H2Oのシステムが故障す
る可能性があります。FaSTやec-H2Oシステム
を始動する前に、洗浄液タンクの水を抜き取
ってから洗浄し、きれいな冷水で満たしてく
ださい。

3. パーキングブレーキを外してから、
方向ペダルを踏んで、洗浄作業を開始
します。

警告：可燃性物質や活性金属は
爆発や火災を引き起こします。
回収しないでください。

安全のために：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。

注意：本機が後進するときは、
スクイージーが自動的に上がります。
これによりスクイージーの
破損を防ぎます。

注:
ec-H2Oシステムのインジケーターライトは、
本機の洗浄作業が開始されると点灯します。

ec-H2Oモデル:
アラームが鳴り、ec-H2Oシステムの赤色のイ
ンジケーターライトが点滅した場合は、ec-H
2Oモジュールを洗浄してからec-H2Oの動作を
再開しなければなりません
(｢ec-H2Oモジュールの洗浄手順｣の項を参照)
。

注:
アラームが鳴り、赤色のライトが点滅すると
、本機はec-H2Oシステムの処理をバイパスし
ます。洗浄作業を継続するには、ec-H2Oボタ
ンを押してec-H2Oシステムの電源を切ってく
ださい。
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注意:(ec-H2Oモデルの場合)
洗浄液タンクが空の状態で本機を運転しない
でください。洗浄液タンクが空の状態で長時
間運転すると、ec-H2Oモジュールが故障する
恐れがあります。

ec-
H2Oシステムインジ
ケーターライトの
コード

状態

緑色の点灯 正常な動作状態

赤色の点滅 ec-
H2Oモジュールを洗浄し
てください。

赤色の点灯 サービスセンターに連絡
してください。

4. 方向ペダルを放してブレーキペダルを
踏み本機を停止させます。

5. 1-STEP 洗浄ボタンを押して、
洗浄作業を停止します。ボタンの隣の
ライトが消え、少し経ってから
洗浄機能が停止します。
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ダブル洗浄作業

ひどく汚れている場所では、ダブル洗浄
方式で作業します。

FaST洗浄システム (オプション)、
ec-H2O洗浄システム (オプション)、または
従来の洗浄方法を使用し、ダブル洗浄を行う
ことができます。

サイドブラシ (オプション）
(000000- 002115)：
ダブル洗浄を始める前に、手動でサイド
ブラシスクイージーを持ち上げた位置に
ロックしてください。サイドブラシスク
イージーブラケットからピンを抜き、
サイドスクイージーを手動で上の
位置に持ち上げて、ブラシピンを再び差
し込みます。

サイドブラシオプション
(シリアル番号002116以降):
ダブル洗浄の作業を始める前に、サイドブラ
シバンパーを取り外してください。ピンを抜
き、スクイージーバンパーを取り外してくだ
さい。

1-STEP 洗浄ボタンを押してから、
洗浄バキュームファン/スクイージー
ボタンを押します。洗浄バキューム
ファン/スクイージー ボタンの隣の
ライトが消え、スクイージーが上昇
しバキュームファンが停止します。
ひどく汚れている場所を洗浄します。

安全のために：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。

5～15分の間、洗浄液が床にしみ込むまで
待ちます。 そして、サイドスクイー
ジーを下の位置に下し、ピンでロック
します。

洗浄バキュームファン/スクイージーボタ
ンを再度押して、スクイージーを下ろ
しバキュームファンをオンにします。
ボタンの隣のライトが点灯します。
再度床を洗浄して、洗浄液を回収
します。

警告：可燃性物質は爆発や火災を
引き起こします。回収しないでく
ださい。
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注意：二度目に洗浄する場合は、
洗浄液流量減少ボタン (-) を上の
ライトがすべて消えるまで繰り返
し押して、洗浄液流を停止します。

注意：洗浄液が棚の下に流れ込んだり、
置いてある製品を傷つけたりする恐れの
ある場所では、ダブル洗浄を行わないで
ください。

汚水回収モード（洗浄なし）

本機で、洗浄作業を行わずに
水分や不燃性液体の汚水を回収する
ことができます。.

汚水や不燃性液体の漏液を回収する場合
は、1-STEP 洗浄ボタンを稼動さ
せてはいけません。ボタンの隣の
ライトが消えている必要があります。

警告：可燃性物質や活性金属は
爆発や火災を引き起こします。
回収しないでください。

洗浄バキューム ファン / スクイージー
ボタンを押します。ボタンの上のライト
が点灯し、スクイージーが下がってバキ
ュームファンが回転を開始します。
水分や不燃性液体の汚水を回収します。
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ゴミトレを空にして清掃する ー
シリンダースクラブヘッドのみ

1. ゴミを捨てる場所に本機を移動
します。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. ゴミトレー容器のリリースレバーを押
します。

3. ゴミトレー容器を引っ張って
開きます。

4. 容器からゴミトレーを引き出します。

5. ゴミトレーの中身を空にします。

6. ゴミトレーからゴミスクリーンを取り
外します。

7. ゴミスクリーンとゴミトレーを洗浄
します。
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8. リアカップリングからバキュームホー
スを切り離します。

9. バキュームカップリングの内側にある
ポートから水をスプレーして、ゴミト
レーカップリングからゴミを洗い流
します。

10. リアカップリングにバキュームホース
を再接続します。

11. ゴミスクリーンとゴミトレーを再び取
り付けます。

12. ゴミトレーをゴミトレー容器に
揃えて、ハンドルを使いゴミトレーを
ゴミトレー容器の中に誘導します。
そして、ハンドルをゴミトレーの
中に滑り込ませます。

13. ゴミトレー容器のハンドルを少し持ち
上げて、ゴミトレー容器がロックされ
て閉じるまで押し込みます。
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汚水回収タンクを排水・清掃する

毎日汚水回収タンクから排水して洗浄し
てください。汚水回収タンクの満水イン
ジケーターが点灯したときも同様です。

ビニールクリーナーで汚水回収タンクの
外側を洗浄します。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

排水ホースで汚水回収タンクを排水する

1. 汚水回収タンクカバーを持ち
上げます。

2. 床排水の横に汚水回収タンク排水ホー
スノズルを置きます。

3. 汚水回収タンク可変排水バルブを
開きます。

4. 埃と破片を曇防止トレーの排水穴から
バキュームホースに流し込み、洗い流
します。

注意：タンクの洗浄に蒸気を使わない
でください。 過剰な熱で、
タンクとその構成部品が損傷します。

5. 汚水回収タンクからバキュームスクリ
ーンを取り外して、スクリーンを水洗
いします。
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6. フロートセンサーを水洗いします。

7. ES マシン：ES フィルターを水洗い
します。必要な場合は、汚水回収タン
クから ES フィルターを
取り外します。

8. 汚水回収タンク排水に埃とゴミを
洗い流します。 汚水回収タンクを
排水させます。

9. 汚水回収タンク可変排水バルブを
閉じます。

10. 汚水回収タンクの背面に汚水回収タン
ク排水ホースを取り付けて、汚水回収
タンクカバーを閉じます。

排水プラグで汚水回収タンクを排水する

汚水回収タンクの排水が出来ないか、
または排水ホースが接続されている
場合は、排水プラグでタンクを排水
します。

1. 汚水回収タンクの大きいほうの排水口
が下水溝の上に位置するように、
本機を移動します。パーキングブレー
キを掛けます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. シリンダースクラブヘッドを装備する
マシンのみ：水とゴミがゴミトレーに
入らないように、ゴミトレー容器を開
いてゴミトレーを取り外します。
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3. 排水プラグハンドルを持ち上げて、
タンクから排水プラグを取り外
します。

4. 汚水回収タンクの可変排水バルブを
開きます。

5. 汚水回収タンク背面から汚水回収タン
ク排水ホースを取り外して、ホースか
ら埃とゴミをタンクに流し込みます。

6. 開いた排水溝からゴミや破片を洗い流
します。

7. 排水口を洗浄して排水プラグを取り付
けます。 ハンドルを下に押して締
めます。締める前に、排水プラグ
が完全にはめ込まれているのを確認
してください。

注意：必要な場合は、ハンドルを右回り
に廻して締め付けるか、左回りに廻して
緩めます。
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8. 汚水回収タンクの可変排水バルブを閉
じます。

9. 汚水回収タンクの背面に汚水回収タン
ク排水ホースを取り付けます。

10. 円筒スクラブヘッドを装備するマシン
のみ：ゴミトレーをゴミトレー
容器に再装填して、容器を閉じます。

11. 汚水回収タンクカバーを閉じます。

洗浄液タンクを排水・清掃する

ES マシン以外の洗浄液タンクは、
点検整備が不要です。 タンクの底に
沈殿物が溜まっている場合は、温水を
強く吹きかけてタンクを洗浄します。

本機に ES オプションが装備さ
れている場合は、毎日洗浄液タンクを
排水して洗浄する必要があります。

ビニールクリーナーで洗浄液タンクの外
側を洗浄します。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. 洗浄液タンクカバーを開きます。

2. 床排水の横に洗浄液タンク排水ホー
スノズルを置きます。
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3. 洗浄液タンク可変排水バルブを
開きます。

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

5. フロートセンサーとスクリーンフィル
ターを水洗いします。
洗浄液タンクを排水させます。

6. 洗浄液タンク可変排水バルブを
閉じます。

7. 汚水回収タンクの背面に洗浄液タンク
排水ホースを取り付けます。

8. 洗浄液タンクカバーを閉じます。
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故障インジケーター

本機には、2つの視覚インジケーター
が装備されています。赤のインジケータ
ーライトと LCD（液晶ディスプレイ）
です。

赤のインジケーターライトは、
故障が発生すると点滅を繰り返して
故障を知らせます。

LCD は、故障コードを表示します。
2つ以上の故障が存在する場合、
各故障が交互に表示されます。

すべての故障は警告音を伴い、
オペレーターに故障が発生したことを
警告します。

故障インジケータをリセットするには、
本機をオフにして、故障の原因を
解消します。本機を再スタートすると、
故障インジケーターはリセット
されます。

故障の原因とその対処方法は、
次のテーブルを参照してください。

故障コード
(LCD で表示)

原因 結果 対処方法

F3: Clogged Hyd 油圧フィルターが
詰まっている

- 油圧フィルターを交換します。

F6: Sol. Tank E. 洗浄液タンクが空 - 洗浄液タンクに補水 します。
F7: Rec. Tank Full 汚水回収タンクが一杯 洗浄機能が

終了
洗浄バキュームファン/スクイ
ージーボタンを押し、1分間延
長して汚水を回収します。
汚水回収タンクを空にします。
ES モデル： ES システムを
稼動させて、この事故が起こら
ないようにします。

F8: High Eng Temp エンジン温度が過熱 - 本機の電源をオフにしてく
ださい。テナントカンパニーの
認定を受けたサービスセンター
にご連絡ください。

F9: High Hyd Temp 油圧オイル温度が過熱 - 本機の電源をオフにしてく
ださい。テナントカンパニーの
認定を受けたサービスセンター
にご連絡く ださい。

F10: Low Fuel 燃料が低レベル - 燃料タンクを補充します。
F11: Open Scb Vac
(Optional)

スクラブバキュー
ムホースが接続されて
いない

- スクイージーアッセンブリー
にバキュームホースを接続
します。

F12: Seat Sw Open
(オプション)

エンジンが稼動し
パーキングブレーキが掛か
っていない状態でオペレー
ターが着座していない。

エンジンが停
止します。

パーキングブレーキを掛けてから
本機を離れてください。
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状態 / 警告

通常、状態コードは、オペレーター
が使用できないモードを試みた場合に
発生します。 コードは、LCD に表示さ
れます。

状態の原因は、次のテーブルを参照して
ください。

状態コード
(LCD で表示)

状態 説明

C3: No FaST
Mode

FaST モードが使用できない FaST システムを装備している場合に
のみ、FaST モードで 稼動できます。

C4: No ES Mode ES モードが使用できない ES システムを装備している場合に
のみ、ES モードで稼動で きます。

C5: No ES/FaST ES と FaST システムが
使用できない

ES または FaST システムを装備
している場合にのみ、これらのモー
ドで稼動できます。

C6: No Side
Brush

サイドブラシが使用できない サイドブラシ単独では作動しません。
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オプション

スプレーノズル（オプション）

スプレーノズルで、本機とその周辺を洗
浄します。スプレーノズルの水/
洗浄液は、洗浄液タンクから供給さ
れます。 スプレーノズルにはワンドが
含まれています。

注意：本機をスプレーノズルで洗浄す
るとき、電気部品を湿らさないでく
ださい。

安全のために：本機から離れるか点検整
備する前に、水平な床に停め、パーキン
グブレーキを掛け、マシンをオフにして
キーを抜きます。

1. キーをオンの位置に回します。
（本機をスタートしない）

注意： エンジンが稼動中でもスプレー
ノズルは動きますが、スプレーノズルを
使用する際はエンジンをオフにすること
を推奨します。

2. スプレーノズルスイッチの上端を
押して、水の供給をオンにします。
スプレーノズルが稼動を開始すると、
スイッチの上のライトが点灯します。

3. 保管場所からスプレーノズルを取り
出し、必要に応じて洗浄してく
ださい。

安全のために：圧縮空気や高圧水を使う
場合は、安全メガネを着用してく
ださい。

4. 届きにくい場所を洗浄する場合は、
スプレーノズルにワンドを取り付け
てください。
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5. オフ/オンノブをひねって、ワンドを
ねじ込みます。

6. 洗浄が終了したら、スプレーノズルと
ワンドを元の保管場所に返します。

7. スプレーノズルスイッチの下端を押し
て、水の供給を停止します。

バキュームワンド (オプション）

安全のために：本機から離れるか点検整
備する前に、水平な床に停め、パーキン
グブレーキを掛け、マシンをオフにして
キーを抜きます。

1. 回収タンクカバーの上にある保管バッ
グからバキュームワンドの部品とホー
スを取り出します。

2. バキュームホースをリアカップリング
から切り離して、ワンドホースを取り
付けます。

3. ワンドとノズルを組み立てます。

4. 本機をスタートします。

警告：エンジンからは有毒ガス
が放出されます。重い呼吸器系統の
障害や窒息を引き起こす恐れがあ
ります。十分に換気してください。
有毒ガスの許容限界は、
地区の規制機関にご相談ください。
常にエンジンを正しくチューニング
しておいてください。

5. 1-STEP 洗浄ボタンがオフになって
いるのを確認します。ボタンの隣の
ライトは消えています。.
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6. 洗浄バキューム ファン /
スクイージーボタンを押します。ボタ
ンの上のライトが点灯して、バキュー
ムファンが始動します。

注意：また、スクイージーが下ります。

7. 液漏れと破片を清掃します。

8. バキュームが完了したら、洗浄バキュ
ームファン/スクイージーボタンを押
してバキュームをオフにします。ボタ
ンの隣のライトが消えます。

9. 本機を停止します。

10. バキュームワンドの部品とホースを分
解して、保管ブラケットに戻します。

11. リアカップリングにバキュームホース
を再接続します。

パワーワンド (オプション）

パワーワンドは、バキュームと洗浄液シ
ステムの両方を使います。パワーワンド
を使うと、マシンからは届かない床を洗
浄することができます。

安全のために：本機から離れるか
点検整備する前に、水平な床に停め、
パーキングブレーキを掛け、
マシンをオフにしてキーを抜きます。

1. 汚水回収タンクカバーの上にある
保管バッグからパワーワンド装置を
取り出します。

2. リアスクイージーアッセンブリーの
上端からスクイージーバキュームホー
スを取り外します。

3. アダプタでバキュームワンドホース
とスクイージーバキュームホースを
接続します。
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4. 洗浄液ホースを迅速に切断可能なカッ
プリングに取り付けます。止まるまで
コネクタを押し込んでください。ホー
スを引っ張って、接続されているのを
確認します。

5. 洗浄液ホースとバキュームホースの、
もう一方の端をパワーワンドに取り付
けます。

6. 本機をスタートします。

警告：エンジンからは有毒ガス
が放出されます。重い呼吸器系統の
障害や窒息を引き起こす恐れがあ
ります。十分に換気してください。
有毒ガスの許容限界は、
地区の規制機関にご相談ください。
常にエンジンを正しくチューニング
しておいてください。

7. 1-STEP 洗浄ボタンがオフになって
いるのを確認します。ボタンの横の
ライトは消えています。

8. 洗浄バキューム ファン / スクイー
ジーボタンを押します。ボタンの上の
ライトが点灯し、バキュームファンが
作動を開始 します。

注意：また、スクイージーが下ります。

9. スプレーノズルスイッチの上端を
押して、水の供給をオンにします。
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10. パワーワンドにある洗浄液レバーをぎ
ゅっと握って、洗浄液を床にスプレー
します。清掃ツールのブラシ側で床を
洗浄します。

11. 清掃ツールを裏返しにしてスクイージ
ー側を下にし、洗浄液をバキュームで
吸い取ります。

清掃ツールが押さえにくいため洗浄液
がうまく回収できない場合は、黒色の
調整ノブを廻してツールのローラーホ
イールを調整します。

注意：清掃ツールを前後に押すとスクイ
ージーブレードが少し曲がる状態だと、
ホイールは適性に調節されています。

12. 洗浄作業が終了したら、スクラブバキ
ュームファン/スクイージーボタンを
押してバキュームをオフにし、スプレ
ーノズルスイッチの下側を押して水の
供給をオフにします。

13. 本機を停止します。

14. スクイージーバキュームホースからパ
ワーワンドバキュームホースを、迅速
に切断可能なカップリングから洗浄液
ホースをそれぞれ切り離します。

15. リアスクイージーアッセンブリーにバ
キュームホースを再接続します。

16. パワーワンドアッセンブリーを
分解して、保管バッグに戻します。
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本機のトラブルシューティング

問題 原因 対策

水跡 -
汚水の回収が悪い
か、回収しない

洗浄バキュームファンがオフ バキュームファンをオンに
します。

スクイージーブレードの磨耗 スクイージーブレードの向きを
差し変えるか交換します。

スクイージーの調整不良 スクイージーを調整します。

洗浄液タンクに洗剤が無く、ス
クイージーがガタガタしている

洗浄液タンクに洗剤を追加
します。

バキュームホースの詰り バキュームホースを水で洗い流
します

バキュームスクリーンの汚れ バキュームスクリーンを清掃し
ます。

汚水回収タンクカバーのシールが磨耗
しています。

シールを交換します。

スクイージーにゴミが付着 ゴミを取り除きます。

スクイージーまたは汚水回収タ
ンクに繋がるバキュームホース
が切断または破損

バキュームホースを接続するか
交換します。

汚水回収タンクカバーが完全に
閉まっていない

障害物がないか点検し、カバー
が正常に閉じているのを確認し
ます。

洗浄バキュームフ
ァンが稼動しない

バキュームファン/スクイージ
ーボタンがオフになっている

バキュームファン/スクイージ
ーボタンをオンにします。

汚水回収タンクが一杯 汚水回収タンクを排水します。

汚水回収タンクに泡が一杯 汚水回収タンクを空にします。

洗剤の量を減らすか、または消
泡材を加えるか、あるいはその
両方を行います。

汚水回収タンクのセンサー汚れ
または詰り

センサーを洗浄するか交換しま
す。

床に洗浄液がほと
んど流れないか、
まったく流れない
（通常の洗浄
モード）

洗浄液タンクが空 洗浄液タンクを充填します。

洗浄液の流量がオフ 洗浄液の流量をオンにします。

洗浄液供給ラインの詰り 洗浄液供給ラインを水で洗い流
します。
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問題 原因 対策

洗浄効率が悪い 1-STEP 洗浄ボタンがオフ 1-STEP 洗浄ボタンをオンに
します。

不適切な洗剤またはブラシ テナントカンパニーの認定を受
けたサービスセンターにご連絡
ください。

洗浄液タンクが空 洗浄液タンクを充填します。

メインブラシに破片が絡み付い
ている

破片を取り除きます。

メインブラシが磨耗 ブラシを交換します。

ブラシ接地圧が少なすぎる ブラシ接地圧を増やします。

FaST システ
ムが稼動しない

FaST ボタンがオフ FaST ボタンをオンにします。

FaST-パック供給ホースまたは
コネクタ（あるいはその両方）
の詰まり

コネクターとホースを温水に浸
して洗浄します。

FaST-パックが空かまたは接続
されていない

FaST-パックを交換して供給ホ
ースを接続します。

FaST システムがプライム
（使用前準備）されていない

準備するには、 FaST 洗浄液シ
ステムを数分間稼動します。

フィルタースクリーンが詰まっ
ている

洗浄液タンクを排水して、
フィルタースクリーンを取り
外して洗浄します。

ヒューズが切れている テナントサービス係員を
呼びます。

洗浄液ポンプの故障 テナントサービス係員を
呼びます。

ES システムが
稼動しない

ES ボタンがオフ ES ボタンをオンにします。

タンクの中の ES センサー汚れ センサーを清掃します。

ES ポンプフィルターの詰り ES フィルターを清掃します。

汚水回収タンクの水のレベルが
低く過ぎる

汚水回収タンクを約半分充填
します。

洗浄液タンクの水のレベルが低
く過ぎる

洗浄液タンクを充填します。
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問題 原因 対策

ec-H2Oモデル:
ec-H2Oシステムの赤色
のインジケーターライ
トが点滅する

モジュール内に鉱物性の物質が堆積し
ている。

モジュールを洗浄してください。(｢ec
-H2Oモジュールの洗浄手順｣の項を参
照)

ec-H2Oモデル:
アラームが鳴る

ec-H2Oモデル:
ec-H2Oシステムの赤色
のインジケーターライ
トが点灯する

モジュールが故障している。 サービスセンターに連絡してください
。

ec-H2Oモデル:
ec-H2Oシステムのイン
ジケーターライトが点
灯しない

インジケーターライトまたはモジュー
ルが故障している。

サービスセンターに連絡してください
。

ec-H2Oモデル:
水が流れない

モジュールが詰まっている。 サービスセンターに連絡してください
。

洗浄液ポンプが故障している。 洗浄液ポンプを交換してください。

ec-H2Oのフィルタースクリーン
の目詰まり

フィルターを清掃してください
。
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点検整備表

以下の表には、各作業の責任者が記載されています。
O = オペレーター
T = 訓練を受けた者

周期 責任

参照
番号 説明 点検内容

潤滑油/
液体

サービス
ポイント

数

毎日 O 1 エンジン オイルレベルを点検 EO 1

リザーバータンクのク
ーラントレベルを点検

WG 1

O 10 油圧オイルタンク オイルレベルを点検 HYDO 1

O 8, 9 タンクカバーシー
ル

破損または磨耗を点検 - 3

O 3, 14 メインブラシ
（シリンダー）

破損または磨耗を点検 - 2

O 3, 14 メインブラシまた
はパッド（ディス
ク）

破損または磨耗を点検 - 3

O 4 サイドブラシ
(オプション)

破損または磨耗を点検 - 1

スクイージープレード
の
破損または磨耗を点検

- 1

O 6 リアスクイージー
ブ レード

破損または磨耗を点検 - 1

傾きを点検 - 1

O 7 サイドスクイージ
ーブレード

破損または磨耗を点検 - 2

O 8 汚水回収タンク 清掃 - 1

O 8 汚水回収タンク、
ES
モード（オプショ
ン）

ES フィルターを清掃 - 1

O 9 洗浄液タンク、ES
モード（オプショ
ン）

清掃 - 1

O 5 ゴミトレー ゴミトレー、スクリー
ン、ホースを清掃

- 1

50
時間

O 16 FaST / ec-H2O
フィルタースク
リーン（オプショ
ン）

清掃 - 1

O 3, 14 メインブラシ
（シリンダー）

前後方向の入れ替え - 2

T 3, 14 メインブラシ
（シリンダー）

ブラシパターンを確認し、
必要に応じて調整します

- 2
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以下の表には、各作業の責任者が記載されています。
O = オペレーター
T = 訓練を受けた者

周期 責任

参照
番号 説明 点検内容

潤滑油/
液体

サービス
ポイント

数

50
時間

T 1 燃料ライン Check for damage and wear
and tighten loose clamp
bands

- 1

T 13 前輪 ホイールナットの
トルクを点検
（ 初の
50時間後のみ）

- 1

T 15 バッテリー バッテリーケーブルの
接続部分を清掃して締
める （ 初の
50時間のみ）

- 1

T 1 エンジン ベルトテンションを点
検

- 1

損傷や摩耗がないか燃料経
路を点検してください

- 1

100
時間

T 19 ラジエーター クーラントレベルを点
検

WG 1

T 19 油圧クーラー 外部コアーを清掃 - 1

T 1 エンジン オイルとフィルターを
交換

EO 1

O 13, 20 タイヤ 破損を点検 - 3

T 6 リアスクイージー
キャスター

注油 SPL 2

T 6 リアスクイージー レべリングを点検 - 1

O 2 スクラブヘッド
スカート

破損または磨耗を点検 - 1

T 3, 14 ディスクスクラブ
ヘッド
ストップバンパー

破損または磨耗を点検 - 2

200
時間

T 12 前輪サポートベア
リング

注油 SPL 2

T 17, 18 トルクチューブ
（シリンダーブラ
シ）

注油 SPL 4

T 3, 14 トルクチューブ
（ディスクブラシ
）

注油 SPL 4

T 3 ピボットシャフト
（ディスクブラシ
）

注油 SPL 4
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以下の表には、各作業の責任者が記載されています。
O = オペレーター
T = 訓練を受けた者

周期 責任

参照
番号 説明 点検内容

潤滑油/
液体

サービス
ポイント

数

200
時間

T 12 ステアリングシ
リンダー

注油 SPL 1

T 1, 19 ラジエーターホー
スとクランプ

締まり具合と磨耗を点
検

- 2

T 11 ブレーキペダル 調整を点検 - 1

T 16 FaST
エアフィルター
（オプション）
(000000- 001742)

清掃 - 1

400
時間

T 1 エンジン エアーフィルターを交
換

- 1

800
時間

T 10 油圧オイルタンク フィラーキャップを交
換

1

T - 油圧ホース 破損または磨耗を点検 - すべて
T 1, 19 冷却システム 水で洗浄 WG 2

T 13 走行モーター シャフトナットの締め
付け

- 1

T 13 前輪 ホイールナット締め付
け

- 1

T 15 バッテリー バッテリーケーブル接
続を清掃して締める

- 1

1000
時間

T 16 FaSTシステムフィル
ター
(シリアル番号00174
3以降)

交換 - 2

1200
時間

T 10 油圧オイルタンク *
オイルフィルターを交
換

- 1

2400
時間

T 10 油圧オイルタンク * 油圧オイルを交換 HYDO 1

*ストレイナーアウトレ
ットを交換

1

注: Tennant純正プレミアム作動油を使用したことがない機械は、800時間毎に指定の (*)
作動油、フィルター、サクションストレーナーに交換えてください。(「作動油」の項参照)。

潤滑油/液体

EO APIディーゼル分類CF以上. . . .
HYDO Tennant純正プレミアム作動油または同等品.
WG 水とエチレングリコール アンチフリーズ、-34 °C (-30 °F). . .
SPL 特殊潤滑油、Lubriplate EMB グリース (テナントカンパニー部品番号 01433-1). . .

注意：ゴミが極端に多いところでは、点検整備の頻度が多くなる可能性があります。
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注油

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

エンジンオイル

毎日エンジンオイルのレベルを点検
します。100稼動時間ごとに、オイルとオ
イルフィルターを交換します。エンジン
オイルディーゼル 規格で CD 以上の
等級のみ。

ディップスティックの上下インジケータ
ーマークの間にオイルが入るまで、エン
ジンにオイルを注入します。上のインジ
ケーターマークを超えて注入しないでく
ださい。エンジンオイルの容量はオイル
フィルター付きで6 L (6.35 qt) です。

スクイージーキャスターベアリング

100稼動時間ごとに、スクイージーキャス
ターベアリングに注油します。

前輪サポートベアリング

200稼動時間ごとに、前輪サポートベアリ
ングに注油します。 両前輪サポートの
グリース注入孔は、フレームサポートプ
レートの下にあります。

ステアリングシリンダー ベアリング

200稼動時間ごとに、ステアリングシリン
ダーに注油します。 ステアリングシリ
ンダーベアリングは、前輪サポートの
隣にあります。
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トルクチューブ - シリンダーブラシ

200稼動時間ごとに、トルクチューブに
注油します。 本機のオペレータ側では、
トルクチューブのグリースフィッティン
グが燃料タンクの下にあります。

オペレータの反対側では、トルクチュー
ブのグリースフィッティングがプロペル
ポンプの下にあります。

トルクチューブ - ディスクブラシ

200稼動時間ごとに、3 つのトルクチュー
ブフィッティングに注油します。2 つの
フィッティングはマシンの両側に、
3 番目のフィッティングはセンター
ブラシの上にあります。

ピボットシャフト - ディスクブラ

200稼動時間ごとに、ピボットシャフトに
注油します。
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油圧系

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

毎日、稼動温度時の油圧オイルレベルを
点検します。 油圧オイルレベルは、
油圧オイルゲージの上下ラインの間にな
ければなりません。

注意：油圧オイルタンクを一杯に
し過ぎたり、低いオイルレベルのまま本
機を稼動させたりしないでください。
本機の油圧シス テムが破損する
恐れがあります。

2400操作時間毎に作動油タンクを空にし、新
しいTennant純正プレミアム作動油を給油し
てください。Tennant純正プレミアム作動油
をすでに充填している場合は、作動油ラベル
に青色の点 (左の写真参照) が付きます。

警告: やけどの危険があります。表面が熱く

なっています。触れないでください。

Tennant純正作動油 以前の作動油

800稼動時間ごとに、フィルターキャップ
を交換します。キャップをタンクに取り
付ける前に、フィラーキャップガスケッ
トに液圧オイルで薄い膜をつくります。

1200稼動時間ごとに油圧オイルフィルタ
ーを交換してください。また、油圧オイ
ルの温度が約 32° C (90° F)
の時、油圧オイ
ルタンクゲージが黄/赤のゾーンにある
場合も、油圧オイルの交換が必要です。

2400時間稼動ごとに、油圧ストレイナー
アウトレットを交換します。
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油圧オイル

周囲温度の違いにより、次の 3
種類の作動油を利用できます。

Tennant True プレミアム作動油 (寿命延長)

パーツ
番号

容量 ISO 粘度
グレード
の粘度指
数 (VI)

周囲温度
の範囲

1057710 3.8 リットル
(1 ガロン)

ISO 100

VI 126
以上

19_C
(65_F)
以上

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
以上

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
以上

16_C
(60_F)
以下

1057708 19 リットル
(5 ガロン)

市販の油圧オイルをお使いの場合は、テ
ナントの油圧オイル仕様に適合している
ことをご確認ください。 代替品は、
油圧システム部品の寿命を短くする
恐れがあります。

注意：油圧システム部品の潤滑機能は、
システム内部の液流に依存しています。
埃や不純物が油圧システムに混入
すると、機能障害、早期磨耗、
破損を引き起こします。

油圧ホース

800時間稼動ごとに、油圧ホースに磨耗や
損傷がないか点検します。

安全のために：本機を点検整備する際、
厚紙を使い圧力による油圧オイル漏れを
発見してください。

非常に小さな穴から排出されている高圧
オイルは、殆ど見えませんが重大な傷害
を引き起こすことがあります。

00002

漏れた油圧オイルにより傷害を負っ
た場合は、直ちに医師の診察を受けてく
ださい。 直ちに医療処置を講じないと、
重い病症を引き起こす恐れがあります。

オイル漏れを発見したときは、サービス
係員または管理者に連絡してください。
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エンジン

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

冷却システム

安全のために: 本機を点検整備するときは、熱く
なっているエンジン冷却水に触れないでください
。エンジンが熱い間ラジエーターからキャップを
取り外さないでください。エンジンを冷やしてく
ださい。

リザーバー内のクーラントレベルは、毎日点検し
てください。クーラントのレベルは、エンジンが
冷えている時に、インジケーターマークの間でな
ければなりません。水/クーラントの混合に関す
る詳細は、クーラントのメーカーにお問い合せく
ださい。

800時間稼動ごとに、ラジエーターと冷却
システムを水洗します。

冷却システムがクーラントで完全に一
杯になっていないと、エンジンがオーバ
ーヒートします。クーリングシステムに
補水する場合は、ドレンコックを開いて
システムから空気を流出させます。

200時間稼動ごとに、ラジエーターホース
とクランプを点検します。 緩んでいる
クランプを締めてください。 破損して
いるホースとクランプは交換します。
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100時間稼動ごとに、ラジエーターの
外部コアーと油圧クーラーフィンにゴミ
が入っていないか点検してください。
通常の空気流とは反対方向に、ラジエー
ターグリルとフィンを通してすべてのゴ
ミを吹き飛ばすか洗い流してください。
清掃しているとき、冷却フィンを曲げな
いように注意してください。
ひれに埃がこびり付かないように、
フィンを完全に清掃してください。
ラジエーターにひびが入らないように、
清掃する前にラジエーターとクーラー
フィンを冷却させてください。

エアーフィルター

400時間稼動ごとに、エアーフィルターを
交換します。

燃料フィルター

400 稼動時間ごとに、燃料フィルター
を交換します。

安全のため：
本機を点検整備するときは、
燃料補給場所に炎や火花を近づけないで
くだ さい。換気をよくしてください。
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燃料ライン

50 稼動時間ごとに、燃料ラインを
点検してください。 クランプバンドが
緩んでいる場合は、緩んでいるねじに
注油してバンドをしっかりと締めてく
ださい。

安全のために： 本機を点検整備する際、
炎や火花を燃料システムの補給場所に近
付けないでください。十分に換気してく
ださい。

2 年の期間以前にも、燃料ラインとク
ランプボンドで磨耗または破損が発見さ
れた場合は、直ちに修理または交換して
ください。燃料ラインを交換したと
きは、燃料システムから空気を抜いてく
ださい。”燃料システムをプライム
（使用前準備）する”を参照してく
ださい。 燃料ラインが 取り付けられ
ていないときには、清潔な布または紙で
両方の穴をふさぎ、埃がラインに入らな
いようにしてください。ラインに埃が入
ると、 燃料インジェクションポンプに
故障が発生する恐れがあります。

燃料システムをプライム（使用前準備）
する

通常のディーゼルシステムでは、燃料ラ
インや燃料コンポーネントにエアーポケ
ットが発生するのを防ぐため、プライム
（使用前準備）する必要があります。
燃料切れ、燃料フィルターの交換、
燃料システムコンポーネントの修理など
の後に必要となります。
燃料に空気が入ると、円滑な
エンジン稼動に支障が生じます。

本機の燃料システムは、プライムが自動
的に行われます。
還流ラインがインジェクターの上に
通っていて、空気をこの還流ラインから
外に出 します。

エンジンベルト

本機を 50 時間運転する毎に、ベルトの張力を点
検してください。ベルトの張力は必要に応じて調
整してください。正しいベルトの張力は、ベルト
の一番長い側の中間位置に 4 ～ 5 kg (8 ～ 10
lb)の力を加えた時に13 mm (0.50 インチ)
程度たわむ状態が 適です。

警告：ベルトとファンが
稼動中は、近づかないでください。
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バッテリー

初の 50稼動時間後、そしてその後
800稼動時間ごとに、バッテリーの接続部
を清掃して締めてください。 バッテリー
から通気プラグを抜いたり、バッテリー
に水を加えたりしないでください。

安全のために：本機を点検整備する際、
バッテリー液には触れないでください。
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ヒューズとリレー

リレーパネルヒューズとリレー

ヒューズは、使い捨ての保護デバ
イスで、過剰電流が発生した場合に遮断
して電気回路を保護します。リレーは
本機の電気システムに流れる電力を
オン・オフに切り換えます。リレーパネ
ルカバーを外すと、ヒューズとリレー
にアクセスすることができます。

注意：ヒューズは、必ず同じアンペア
容量のヒューズと交換してください。
交換用の 15アンペアヒューズが、リレー
パネルの引き出しの中にあります。

リレーパネルの中のヒューズとリレーの
場所については、次の図面を参照してく
ださい。オプションのスプレイノズル用
M10 リレーは、バッテリーの後ろにあ
ります。

各ヒューズと保護されている回路は、次
のテーブルを参照してください。

ヒュ
ーズ 定格 保護されている回路

FU1 15 A 補助リレー/エンジンコントロ
ール

FU2 15 A 使われていない

FU3 15 A ホーン

FU4 15 A 使われていない

FU5 15 A スクラブバキューム/メインブ
ラシ/スクイージーダウン

FU6 15 A 有効/サイドブラシ

FU7 15 A 洗浄液/自動給油/逆転

FU8 15 A ES/FaST/洗浄剤/スプレー
ワンド

FU9 15 A ライト

FU10 15 A スイッチされない B+
コントローラーボード用

FU11 15 A 使われていない：オプシ ョン

FU12 15 A スプレーノズルポンプ

FU13 15 A 使われていない

FU14 15 A 使われていない

- 20 A ec-H2O



メンテナンス

60 T20 Diesel 331504 (9- 08)

各リレーと制御されている回路は、次の
テーブルを参照してください。

リレー 定格 制御されている回路

M1 12 VDC, 40 A 制御されている回路 1

M2 12 VDC, 40 A 制御されている回路 2

M3 12 VDC, 40 A 使われていない

M4 12 VDC, 40 A 後進

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 使われていない

M9 12 VDC, 40 A 使われていない

M10 12 VDC. 40 A 使われていない

M11 12 VDC. 40 A FaST 水ポンプ (FaST
ハーネスに配置)

M12 12 VDC. 40 A スプレワンド
（スプレワンドハーネス
に配置）

エンジンハーネスヒューズとリレー

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内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
リレーの位置については、ヒューズボックス
のカバーを参照してください。

注意：ヒューズは、必ず同じアンペ
ア容量のヒューズと交換してください。

サーキットブレーカー (ec-H2O)

サーキットブレーカーは、本機の電気回路が過負
荷状態となったときに電気の流れを遮断するため
のリセット可能な保護装置です。操作中にサーキ
ットブレーカーが作動した場合、その原因を確認
し、モーターの温度が下がるのを待ってから、サ
ーキットブレーカーを押してリセットします。

スクラブブラシとパッド

本機は、ディスク、シリンダースクラブ
ブラシ、または清掃パッドで装備するこ
とができます。毎日スクラブブラシまた
はパッドを点検して、ブラシやブラシド
ライブハブから、絡みついた糸やワイヤ
ーを取り除いてください。また、ブラシ
やパッドに破損や磨耗がないか点検して
ください。

ディスクブラシ

清掃効果がなくなったらブラシを交換してく
ださい。

清掃パッドは使用する前に、パッドドラ
イバに装着しなければなりません。
清掃パッドは、センターディスクにより
所定の位置に保持されます。

清掃パッドは、使用後直ちに水と石鹸で
清掃する必要があります。圧力ワッシャ
ーでパッドを洗浄してはいけません。
パッドを綱にぶら下げるか、平らに置い
て乾燥します。

注意：ブラシとパッドは、
必ずセットで交換してください。
そうしないと、ブラシやパッドの
強さが不均一になります。
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ディスクブラシまたはパッドドラ
イバーを交換する

1. スクラブヘッドを上げます。

安全のために：本機から離れるか
点検整備する前に、水平な床に停め、
パーキングブレーキを掛け、
マシンをオフにしてキーを抜きます。

2. 右外側のブラシドアを開きます。

3. 解除レバーを押さえたまま、セン
ターブラッシに手が届くようになる
まで調整用ディスクブラシヘッドを
回転します。

4. スプリングハンドルが見えるようにな
るまで、ブラシを廻します。

5. スプリングハンドルをぎゅっと
握って、ブラシを床に落とします。

6. スクラブヘッドの下からブラシを取り
去ります。

7. 新規のブラシをスクラブヘッドの下に
置いて、ブラシがハブにロックされる
まで各ブラシをハブに持ち上げます。

8. 所定の位置にロックされるまでディス
クブラシヘッドを回転して、洗浄位置
に戻します。

9. 右外側のブラシドアを閉じます。

10. 左外側のブラシドアーを開いて、左ブ
ラシでも同じ手順を繰り返します。

注意：センターブラシには、本機の
右側からのみアクセスすることが
できます。
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ディスクパッドを交換する

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. 本機からパッドドライバを取り外
します。

2. スプリングクリップを両側からぎゅっ
と絞って、センターディスクを取り外
します。

3. スクラブパッドを裏返しにするか
交換して、スクラブバッドをパッドド
ライバにセンタリングします。
それから、センターディスクをパッド
ドライバに再装填してパッドをドライ
バの所定の位置に固定します。

4. 本機にパッドドライバを再挿入
します。

ディスクスクラブヘッド
ストップバンパーを点検する

ディスクスクラブヘッド ストップバ
ンパーは、スクラブヘッドが持ち上げら
れた位置にある場合、ヘッドを床と平行
に保ちます。これで、輸送中ブラシを
保護します。100稼働時間ごとに、
リフトストップバンパーに
磨耗または破損がないか点検します。

1. スクラブヘッドを上げます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. 左外側のブラシドアを開きます。

3. スクラブヘッド ストップバンパーを
点検します。スクラブヘッドが床と
平行でない場合は、バンパーを調整
します。磨耗または破損したバンパー
は交換します。
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シリンダーブラシ

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

ブラシの寿命を 大にして 善の
洗浄結果を得るためには、50稼動時間ご
とにブラシパターンを点検し、ブラシの
前後を差し替えます。

清掃効果がなくなったらブラシを交換してく
ださい。

本機を50時間運転する毎に前後のブラシを入れ替
えることで、ブラシの寿命と洗浄力を 大限に引
き出すことができます。

注意：磨耗したブラシはペアー
で交換します。刷毛の長さが不均一
なブラシで洗浄すると、
洗浄効率が減少します。

シリンダーブラシを交換または前後を差
し替える

フロントブラシは本機の左側からアク
セスし、リアブラシは右側からアクセス
します。

1. スクラブヘッドを水洗いします。

2. 外側のブラシドアを開きます。

3. 内側のブラシドアを開きます。

4. ブラシアイドラプレートを取り外
します。

5. スクラブヘッドからブラシを
抜きます。
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6. 新規または差し替えのブラシを
ドライブモーターハブに滑り込ま
せながら、ブラシの両端を押し込んで
装着します。

7. 使用中のブラシは、前後のみを入れ替
えてください。 端と端を入れ替え
ないでください。

Before After

A

DB

C A

D B

C

8. ブラシアイドラプレートを
取り付けます。

9. 内側と外側のブラシドアを閉じます。

10. ブラシのパターンを確認し、前後のブラシを
入れ替えた後に、必要に応じて調整します。
「メインブラシパターンの確認と調整」を参
照してください。
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円筒ブラシ パターンを点検する

1. 床の滑らかで平坦な箇所に、チョー
クまたは類似のマーキング物質を
まきます。

注意：チョークなどがない場合は、
ブラシを 2分間床の上で回転させます。
床の上に磨き跡が残ります。

2. スクラブヘッドを持ち上げて、チョー
クをまいた箇所の上にブラシを移動
します。

3. パーキングブレーキを掛けます。

4. 1-STEP 洗浄ボタンを押して、
スクラブヘッドを下げます。
ブラシ圧を 低に設定し、ブラシを
15～20秒稼動させます。 チョークを
まいた箇所で、スクラブヘッドは
1箇所に止めておきます。

5. スクラブヘッドを持ち上げて、バーキ
ングブレーキを外し、チョークをまい
た箇所から本機を移動して離します。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

6. ブラシパターンを観察します。
ブラシパターンが各ブラシの全長にわ
たり同じ幅で、さらに両ブラシの
バターンが同じ幅であれば、調整は
不要です。

10355

7. ブラシパターンが先細りになっている
場合は、このマニュアルの”シリン
ダーブラシの先細りを調整する”
セクションを参照してください。

10652

8. ブラシが下ろされた状態の時、ブラシ
パターンは幅が 75～130 mm (3～5 in)
の間で、両方のパターンが同じ幅でな
ければなりません。両ブラシの幅が
不均一の場合は、このマニュアルの
”シリンダーブラシの幅を調整する”
セクションを参照してください。

10653
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シリンダーブラシの先細りを調整する

1. ブラシドライブハウジングの
4本の取り付けボルトを緩めます。

2. スクラブヘッド側のパターン幅を
減らすにはブラシドライブハウジング
を上げ、パターン幅を増やすには
下げます。

3. 取り付けボルトを締めます。

4. ブラシパターンを再点検します。
必要に応じて再調整します。

シリンダーブラシの幅を調整する

1. スクラブヘッドの両側でドラッグリン
クの長さを調節します。 両ドラッグ
リンクを長くしてリアブラシパターン
幅を増やします。両ドラッグリンクを
短くしてフロントブラシパターン幅を
増やします。必ず各ドラッグリンクの
ナットを同じ回数だけ回してく
ださい。

注意：ドラッグリンク調整ボルトを一
杯に 2 回転すると、ブラシ幅が約
25mm（1in）変動します。

2. ブラシパターンを再点検します。
必要に応じて再調整します。
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サイドブラシ (オプション）

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

毎日、サイドブラシの磨耗と破損を点検
します。 サイドブラシとサイドブラシ
ドライブハブから、絡みついた糸やワイ
ヤーを取り除きます。

サイドブラシ（オプション）を交換する

清掃効果が低下したらブラシを交換してくだ
さい。

1. 必要に応じて、サイドブラシを上げて
ください。

2. サイドブラシアッセンブリーのアクセ
スホールを通してスプリングハンドル
が見えるようになるまで、ブラシを回
します。

3. スプリングハンドルをぎゅっと
握って、サイドブラシを床に落と
します。

4. サイドブラシアッセンブリーの下から
サイドブラシを取り除きます。

5. 新品のサイドブラシをサイドブラシア
ッセンブリーの下に置き、持ち上げて
サイドブラシハブに差し込みロックさ
せます。
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FaST システム

FaST-パック カートンを交換する

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

1. サイドアクセスドアを開きます。

2. 運転席のシートを一番前までスライド
します。

3. FaST 供給ホースコネクターの
上のボタンを押し、収納室から空の
FaST-パックを抜き取り破棄します。

4. 新しい FaST-パックのミシン目の
部分を切り離します。パックから
袋は取り外さないでください。
バッグの底部にあるホースのコ
ネクターを引き出して、コネクター
からホースキャップを外します。

注意：FaST-パック（床洗浄濃縮液）は、
FaST システム洗浄作業用に特別に
開発されたものです。 代替品は決
して使わないでください。FaST
システムが故障するおそれがあるので、
他の洗浄液は絶対に使用しないでく
ださい。

5. FaST-パックを FaST-パック
ブラケットに滑り込ませます。

6. FaST 供給ホースを FaST-パック
ホースコネクターと接続します。

7. 洗剤から形成される水泡が 大にな
るまで、数分間 FaST システムで
洗浄します。
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FaST 供給ホースコネクターを清掃する

洗剤が固着している場合は、コネクター
をぬるま湯に浸します。 FaST-パックが
取り付けられていない場合は、供給ホー
スコネクターを保管プラグに差し込んで
保管し、ホースの詰りを防ぎます。

FaST システム フィルタースクリー
ンを清掃する

FaST システム フィルタースクリー
ンは、洗浄液タンクから FaST
システムに流れ込む水を濾過します。

鉢形の容器からフィルタースクリーンを
取り外して、50稼動時間ごとにスクリー
ンを清掃してください。フィルターを
取り外す前に、洗浄液タンクを空にして
ください。

FaST システムエアポンプフィ
ルターを清掃する (000000-001742)

FaST 洗浄の 200稼動時間ごとに、
エアフィルターを外し圧縮空気で清掃
します。

FaSTシステムのフィルターの交換
(シリアル番号001743-以降)

FaSTシステムのフィルターは、本機を1000時
間運転する毎に交換してください。フィルタ
ーを交換する前に、洗浄液タンクを空にして
ください。
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ec-H2Oシステム洗浄手順

この手順は、アラームが鳴りec-H2Oシステム
の赤色のインジケーターライトが点滅した時
だけ実行してください。

安全のために: 本機から離れる場合、または点検整

備を行う場合は、水平な床面に止め、パーキングブ

レーキを掛けて電源を切ってください。

1. 運転席後ろの保存用バッグから両方の洗
浄ホースを取り外してください。

2. 運転席カバーをロックしてください。

3. ec-H2Oシステムの入口ホースを洗浄液供
給ホースから外し、入口洗浄ホース
(灰色のコネクタ)
をec-H2Oシステム入口ホースに接続して
ください。

4. ec-H2Oシステムの出口ホースを洗浄ヘッ
ドに接続するホースから外し、出口洗浄
ホース (黒色のコネクタ)
をec-H2Oシステムの出口ホースに接続し
てください。

5. ec-H2Oシステムの入口ホースを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
入った容器に入れてください。出口ホー
スを空のバケツに入れてください。

6. エンジンを始動せずに、キーをオンの位
置に回してください。

7. ec-H2Oモジュールフラッシュスイッチの
オンにより、洗浄サイクルを開始してく
ださい。

注: 洗浄サイクルが終了すると
(約7分後)、モジュールの電源は自動的にオ
フになります。システムのインジケーターラ
イトとアラームを解除するには、モジュール
を完全に7分間運転しなければなりません。
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8. 7分間の洗浄サイクルの後、ビネガーの容
器から吸い上げホースを抜き取り、ホー
スをきれいな冷水の入った容器に入れて
ください。再度フラッシュスイッチを押
し、モジュールに残ったビネガーを洗い
流してください。1〜2分後、フラッシュ
スイッチをもう一度押してモジュールを
停止してください。

9. ec-H2Oシステムの入口ホースと出口ホー
スから洗浄ホースを取り外し、保存用バ
ッグに戻してください。

10.ec-H2Oの入口ホースと出口ホースを接続
してください。ec-H2Oシステムのインジ
ケーターライトが点滅を続ける場合は、
洗浄手順を再度実施してください。それ
でも異常が続く場合は、当社サービスセ
ンターにご連絡ください。

11.出口ホースと入口ホースを、ec-H2Oアセ
ンブリとブラケットの間に入れてくださ
い。

注:
出口ホースと入口ホースはec-H2Oアセンブリ
とブラケットの間に下ろし、運転席シートカ
バーを閉じたときに、挟んだり損傷させたり
しないようにしてください。

12.運転席カバーを閉めてください。

ec-H2Oのフィルタースクリーンの清掃

50時間稼動毎にec-H2Oのフィルタースクリー
ンを取り外し、清掃してください。.
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スクイージーブレード

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

毎日スクイージーブレードが破損または
磨耗していないかを点検します。 ブレー
ドが磨耗している場合は、ブレードの
エッジとエッジ、または上と下を差
し替えて、新しい拭き取りエッジに
します。 すべてのエッジが磨耗
したときは、ブレードを交換します。

毎日スクイージーブレードのゆがみを点
検します。異なるタイプの床面を洗浄す
る場合も同様です。
100稼動時間ごとに、リアスクイージーの
傾きを点検します。

リアースクイージーブレードを交換
（または方向差替え）する

1. スクラブヘッドを下します。

2. リアスクイージーアッセンブリーから
バキュームホースを抜き取ります。

3. リアスクイージーアッセンブリーから
両方の取り付けノブを取り外します。

4. 本機に電源を入れ、スクラブヘッドを
持ち上げてから、電源をオフに
します。

5. リアスクイージーを取り外します。

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

7. リアスクイージーを取り外します。
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8. 新しいリアスクイージーブレードを取
り付けるか、または使用中のブレード
の方向を差し替えて新しいエッジにし
ます。 スクイージープレードのす
べての穴をタブに引っ掛けてく
ださい。

9. 穴をタブに揃えて、リアサポートバン
ドを取り付けます。

10. リアバンドテンションラッチを
締めます。

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

12. フロントスクイージーを取り外
します。

13. 新しいフロントスクイージーブレー
ドを取り付けるか、または使用中の
ブレードの方向を差し替えて新
しいエッジにします。 スクイージー
プレードのすべての穴をタブに引っ
掛けてください。

14. ノッチをタブに揃えて、フロン
トサポートバンドを取り付けます。
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15. フロントサポートバンドテンションラ
ッチを締めます。

16. 本機にリアスクイージーアッセン
ブリーを再装着します。

17. 必要な場合は、リアスクイージーを
点検して調整します。 このマニュ
アルの”リアスクイージーブレード
傾きを調整する”または” リアス
クイージーを水平にする”セクシ
ョンを参照してください。

サイドスクイージーブレードを交換（ま
たは方向差替え）する

1. 必要な場合は、スクラブヘッドを持ち
上げます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. 外側のブラシドアを開きます。

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
トバンド上のラッチを外します。

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
トバンドを取り外します。

5. サイドスクイージーブレードを外しま
す。 スクイージーブレードの
外側のエッジが磨耗していない
場合は、本機の反対側のスクイージー
ブレードと入れ替えます。 両方の
エッジが磨耗している場合は破棄
します。

6. 新しいスクイージープレードまたは
反対側と入れ替えたブレードを取り
付けます。
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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
トバンドを再装着します。

8. サイドスクイージー サポートバン
ド上のラッチを引っ掛けます。

9. 外側のブラシドアを閉じます。
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サイドブラシ スクイージープレードを
交換（オプション）する (000000- 002115)

毎日サイドブラッシスクイージーブレー
ドが破損または磨耗していないかを点検
します。 リーディングエッジが裂けて
いるか、ブレードの厚みが半分程度磨耗
している場合は交換します。

1. 必要な場合は、スクラブヘッドを
持ち上げます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. スクイージーバンパーからピンを
抜いて、スクイージーバンパーを
開きます。

3. U字型ピンとスクイージーリテーナー
を取り外します。

4. サイドブラシアッセンブリーからスク
イージーを引き抜きます。

5. サイドブラシアッセンブリーに新規の
スクイージーを滑り込ませます。

6. U字型ピンとスクイージーリテーナー
を取り付けます。

7. スクイージーバンパーを閉じて、
ピンを再挿入します。
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サイドブラシスクイージーブレード
(シリアル番号002116以降) (オプション)
の交換または調整

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

サイドブラシスクイージーブレードに損傷や
摩耗がないことを、毎日点検してください。
先端がブレードの半分以下の厚さにĆ磨耗ま
たは損傷している場合は、ブレードを交換し
てください。

1. 洗浄ヘッドを下げてください

2. ピンを抜き、スクイージーバンパーを取
り外してください。

3. リテーニングバンドのテンションラッチ
を開いてください。

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取り外してくだ
さい。

注:
サイドブラシスクイージーブレードには、高
さ調整に使用する複数の穴があります。

5. バンパーのピンに該当する穴を合わせ、
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取り付けてくださ
い。

6. リテーニングバンドのテンションラッチ
を再度取り付けてください。

7. スクイージーバンパーを取り付け、ピン
を差し込んでください。
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リアスクイージーを水平にする

スクイージーブレードが洗浄している
床面と全長にわたり一様に接触する
ように、スクイージーを水平にします。
この調整は、平坦で水平な床面で行
います。

1. スクイージーを下ろして、本機を数
メートル（フィート)前進さ せます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. スクイージーブレードの全長にわ
たって、スクイージーの傾きを観察
します。

3. ブレードの全長で傾きが均一でない
場合は、スクイージーレべリングナッ
トを回して調節します。

スクイージーを平行にする際、
スクイージーフレームからバキュー
ムホースを抜いてはいけません。

4. スクイージーレべリングナットを
時計と反対方向に回すと、スクイー
ジーブレード先端の傾きが減ります。

スクイージーレべリングナットを
時計方向に回すと、スクイージー
ブレード先端の傾きが増えます。

5. スクイージーを下ろして本機を
前進させ、調整が良好であるかス
クイージーブレードの傾きを再点検
します。

6. 必要な場合は、スクイージーブレー
ドを再調整します。
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リアスクイージーブレードの傾きを
調整する

傾きとは、本機が前進するときスクイー
ジーブレード全体がたわむ度合です。
善の傾きは、スクイージーが 小の

傾きで床を完全に拭き取り乾いた状態に
する場合です。

注意：傾きを調整する前に、スクイー
ジーを水平にしてください。"リアス
クイージーを水平にする"を参照してく
ださい。

1. スクイージーを下ろして、
本機を数メートル（フィート)
前進させます。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

2. スクイージーブレードの傾き
（または”まがり”）の度合を
調べます。正しい傾き度合は、
円滑な床の洗浄には 12mm (0.50in)、
粗い床の洗浄には 15mm (0.62in)
です。

12 mm
(0.50 in)

3. 調整ノブを時計と反対方向に回し
て傾きを増やすか、時計方向に回し
て傾きを減らし、スクイージーブレー
ド全体の傾きを調整します。

4. 調整後、本機を前進させてスクイー
ジーブレードの傾きを再点検します。

5. 必要な場合は、スクイージーブレー
ドを再調整します。
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スカートとシール

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

スクラブヘッドスカート

100稼動時間ごとに、スカートに破損と
磨耗がないか点検します。

スカートは、スクラブヘッドが下がって
いるとき、床からの距離が 0～6mm
(0～0.25in) の間でなければなりません。

汚水回収タンクシール

毎日、汚水回収タンクカバーのシー
ルに破損や磨耗がないか点検します。

洗浄液タンクシール

毎日、洗浄液タンクカバーのシールに
破損や磨耗がないか点検します。
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ブレーキとタイヤ

ブレーキ

機械式ブレーキは、後輪に装備されてい
ます。 ブレーキは、足のブレーキペダル
と接続ケーブルで操作されます。

200稼動時間ごとに、ブレーキ調整を
点検します。

ブレーキの調節を確認する場合、固定ブレーキペ
ダルから、ペダルの動きに抵抗がある点までの距
離を測定します。距離は、 6mm (0.25 インチ)
～ 19mm (0.75 インチ)
である必要があります。必要に応じてブレーキを
調節します。

タイヤ

100稼動時間ごとに、タイヤに破損と
磨耗がないか点検します。

前輪

初の50稼動時間後と、続く800稼動時間
ごとに、前輪ナットを図の順序で、
122～149Nm (90～110ft/lb) のトルクで
2回締めます。

2

3

4

1

5

走行モーター

800稼動時間ごとに、シャフトナットを
潤滑箇所でトルク 508Nm (375 ft/lb)、
非潤滑箇所で 644Nm (475ft/lb)
に締めます。



メンテナンス

82 T20 Diesel 331504 (7- 2013)

本機を後押し、索引または輸送する

本機を後押しまたは牽引する

本機が動かなくなった場合、前後で後押
しできますが、牽引は前のみです。

本機が後押しまたは牽引されるとき、
走行ポンプにはバイパスバルブが装備さ
れていて、油圧システムの破損を
防ぎます。 このバルブにより、
故障機を短距離、1.6kp/h (1mph)
以下の速度で移動させることが
できます。 本機は、長距離を
早い速度で後押しまたは牽引する
仕様にはなっていません。

注意!走行システムが破損する
恐れがあるので、長距離の後押
しや牽引は避けてください。

本機を後押しまたは索引する前に、
駆動ポンプの底にあるバイパスバルブを
90度（どちらの方向でもよい）
廻します。後押しや牽引が終了したら、
バイパスバルブを通常の位置に戻
してください。 本機の正常稼動中に、
バイパスバルブを廻してはいけません。

本機を輸送する

1. スクイージー、スクラブヘッド、
ブラシを持ち上げておきます。

安全のために: 本機をトラックまたはトレーラー
に積み降ろしする際は、積み降ろし前に、タンク
とホッパーを空にしてください。

2. トラックかトレーラの搭載エッジに
本機を後ろ向きにして置きます。

3. 搭載面が水平でないか、または地面か
ら 381m (15in) より高い場合は、
ウィンチで本機を搭載してください。

搭載面が水平か地面から 381m (15in)
以下の場合は、本機を走行して搭載す
ることができます。

安全のために：本機をトラックやトレー
ラーに搭載する場合は、ウィンチを使っ
てください。搭載面が水平でさらに地上
から 380mm(15in）以下でない限り、
本機を走行して搭載しないでください。
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4. 本機をウインチで搭載する場合は、
後輪タイヤの後にあるリア吊上げブラ
ケットの穴にウィンチチェインを取り
付けてください。

5. 本機をトラックやトレーラーの出来る
だけ前側に置いてください。

6. パーキングブレーキを掛け、車輪の後
ろを木片などで固定し、本機が動かな
いようにします。

7. スクラブヘッドを下します。

安全のために: 本機をトラックまたはトレーラー
に積み降ろしする際は、本機を縛って固定する前
に洗浄ヘッドとスクイージーを下げてください。

8. 積荷用のストラップを、本機前部の
右下隅と左下隅にある穴、ならびに
後輪タイヤの後にあるリア吊上げブラ
ケットの穴に通します。

9. 前部の穴に通したストラップは本機の
後部に、後部の穴に通したストラップ
は前部にもってきてトラックまたはト
レーラーの床にあるブラケットに引っ
掛けます。 ストラップを締めます。

注意：場合によっては、トラックやト
レーラーの床に積荷固定用ブラケットを
取り付ける必要があります。

10. 搭載面が水平でないか、または地面か
ら 381m (15in) より高かい場合は、
ウィンチで本機を搭載してください。

搭載面が水平か地面から 381m (15in)
以下の場合は、本機を走行して搭載す
ることができます。

安全のために：本機をトラックやトレー
ラーに搭載する場合は、ウィンチを使っ
てください。搭載面が水平でさらに地上
から 380mm(15in）以下でない限り、
本機を走行して搭載しないでください。
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本機をジャッキアップする

本機をジャッキで持ち上げる場合は、事
前にゴミトレー、汚水回収タンク、洗浄
液タンクを空にします。指定された場所
にジャッキを当てて持ち上げます。
本機の重量を支えるジャッ キを使ってく
ださい。 ジャッキスタンドで本機を
支えてください。 必ず本機を
水平な床面上に停め、タイヤ止めをつけ
てからジャッキで持ち上げてください。

本機後部のジャッキ位置は、両サイドの
後輪タイヤのすぐ後にあります。

前部ジャッキ位置は、前輪タイヤの
直ぐ前のフレームの上にあります。

安全のために: 本機から離れる場合または点検整
備を行う場合は、本機を水平な場所に止め、パー
キングブレーキをかけて電源を切り、キーを抜い
てください。

安全のために：本機を点検整備する
前に、本機の車輪に木片などを当ててか
らジャッキで持ち上げてください。
本機の重量に対応するジャッキを使って
ください。 指定された位置にのみジャッ
キを当ててください。ジャッキスタンド
で本機を支えてください。
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本機を保管する

本機を長期間保管する場合は、事前に次
の手順を実行してください。

1. 洗浄液タンクと汚水回収タンクを排水
して洗浄します。 回収タンクと
洗浄液タンクのカバーを開いて空気を
流通させます。

2. 本機を平坦で乾い場所に駐車します。
本機を雨にさらさないでください。
屋内で保管します。

3. バッテリーを取り外すか、
または 3ヶ月ごとにバッテリーを
充電します。

凍結防止
(ec-H2Oシステムを装備していない機種)

安全のために：本機から離れるか
点検整備する前に、水平な床に停め、
パーキングブレーキを掛け、
マシンをオフにしてキーを抜きます。

1. 洗浄液タンクと回収タンクが空になっている
のを確認します。

2. 3.8リットル (1ガロン)
のプロピレングリコールを主成分とする不凍
液またはR V用不凍液を洗浄液タンクに入れ
てください。

3. キーをオンの位置に回します（本機をスター
トしない）。

4. 1-STEP 洗浄ボタンを押します。

5. 液流が 高の設定になるまで、洗浄液量増加
ボタン (+) を繰り返し押します。

6. 方向ペダルを踏むことによりシステム全体に
不凍液を循環させます。

7. 1-S TE Pスクラブボタンを押し、システムの
電源を切ってください。

8. オプションのスプレーノズルのみ装備した機
種:
ノズルから不凍液が噴出するまでポンプの電
源をオンにしてください。

9. キーをオフの位置に回してください。

10.残った不凍液は、洗浄液タンクから抜き取る
必要はありません。

注意： ES または FaST システムを
装備している場合、氷点下で保管または
輸送するときは、特別の処置が
必要です。 詳細はテナントカンパニー
の係員にお問い合わせください。
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凍結防止 (ec-H2Oシステムを装備した機種)

安全のために:
本機から離れる場合、または点検整備を行う場合
は、水平な床面に止め、パーキングブレーキを掛
けて電源を切ってください。

1. 洗浄液タンクと汚水回収タンクの水を抜き取
ってください。

2. 入口洗浄ホースを運転席後ろの保存用バッグ
から取り外してください。

3. ec-H2Oシステムの入口ホースを洗浄液供給ホ
ースから外し、入口洗浄ホース
(灰色のコネクタ)
をec-H2Oシステム入口ホースに接続してくだ
さい。

4. ec-H 2O ユニットと運転室の間からドレンチ
ューブを引き出します。チューブからキャッ
プを取り外し、チューブの端を空の容器に入
れてください。キャップは脇に置いておいて
ください。キャップは脇に置いておいてくだ
さい。

5. キーをオンの位置に回してください
(エンジンは始動しない)。

6. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをオ
ンしてください。システムから水を2分間、
容器に抜き取ってください。

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

8. ec-H2Oシステムの出口ホースを、洗浄ヘッド
に接続するホースから外してください。
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9. 加圧したエアー (344 kP a (50 psi) 未満)
をec-H2Oシステムの出口ホースに送ってくだ
さい。圧縮空気を出口ホースに連続して送り
、ドレンチューブから水を完全に抜き取って
ください。

10.キャップをドレンチューブに取り付け、ec-H
2O モジュールと運転室の間にチューブを戻し
てください。

11. ec-H2Oシステムの入口ホースを洗浄液供給ホ
ースに接続し、ec-H2Oシステムの出口ホース
を洗浄ヘッドに接続するホースに接続してく
ださい。

12.出口ホースと入口ホースを下ろし、ec-H 2O
アセンブリとブラケットの間に入れてくださ
い。

13.入口洗浄ホースを運転席後ろの保存用バッグ
に戻してください。

ec-H2Oシステムのプライミング

洗浄液タンクまたはec-H2Oシステムを空にしたま
ま本機を長期間保管した場合は、ec-H 2O システ
ムをプライミングしてください。

安全のために:
本機から離れる場合、または点検整備を行う場合
は、水平な床面に止め、パーキングブレーキを掛
けて電源を切ってください。

1. 洗浄液タンクにきれいな冷水を入れてくださ
い。本マニュアルの洗浄液タンクの注水の項
参照。

2. 出口洗浄ホース (黒色のコネクタ)
を運転席後ろの保存用バッグから取り外して
ください。

3. ec-H2Oシステムの出口ホースを洗浄ヘッドに
接続するホースから取り外し、出口洗浄ホー
スをec-H2Oシステムの出口ホースに接続して
ください。

4. ec-H2Oシステムの出口ホースを空の容器に入
れてください。

5. キーをオンの位置に回してください
(エンジンは始動しない)。

6. ec-H2Oモジュールのフラッシュスイッチをオ
ンしてください。システムから水を2分間、
容器に抜き取ってください。

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

8. 出口洗浄ホースをec-H2Oシステムの出口ホー
スから取り外し、保存用バッグに戻してくだ
さい。

9. ec-H 2O システムの出口ホースを、洗浄ヘッ
ドに接続するホースに接続してください。
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仕様

本機の一般寸法/容量

項目 寸法又は容量

全長 2410 mm (95 in)

全高 1470 mm (58 in)

全高（オーバヘッドガード付き） 2120 mm (83.5 in)

全幅/フレーム（ローラーからローラー） 1270 mm (50 in)

全幅（リアースクイージー） 1300 mm (51 in)

幅（サイドブラシ付き） 1470 mm (58 in)

清掃幅（メインブラシの長さ） - シリンダーブラシ 1020 mm (40 in)

清掃幅（サイドブラシ付きで洗浄） - シリンダーブラシ 1370 mm (54 in)

清掃幅（サイドブラシ付きで清掃） - シリンダーブラシ 1420 mm (56 in)

メインブラシ直径 (2) - シリンダーブラシ 300 mm (12 in)

清掃幅（メインブラシの長さ） - ディスクブラシ 1070 mm (42 in)

メインブラシ直径 (3) - ディスクブラシ 360 mm (14 in)

サイドブラシ直径 - 洗浄 410 mm (16 in)

サイドブラシ直径 - 清掃（シリンダーのみ） 530 mm (21 in)

洗浄液タンク容量 303 L (80 gallons)

汚水回収タンク容量 360 L (95 gallons)

ゴミトレイ容積 31 L (1.1 ft3)

ゴミトレイ重量 50 kg (110 lbs)

重量 （空） 1497 kg (3300 lbs)

総車輌重量 2223 kg (4900 lbs)

最低地上高 80 mm (3 in)

保護等級 IPX3

数値は EN 60335-2-72 にしたがって決定されています Measure

音圧レベル LpA 84 dB(A)

音の不確定性 KpA 3.0 dB(A)
音響出力レベル LWA + 不確定性 KWA 106 dB(A)

振動 - 手から腕 < 2.5 m/s@

振動 - 全身 < 0.3 m/s@

本機の一般性能本機の一般性能

項目 数値

回転時の最小通路幅 2790 mm (110 in)

最大前進速度 12.9 Km/h (8 mph)

最大後進速度 4.8 Km/h (3 mph)

輸送時の最大定格登坂角度と降坂角度 - （空） 18 %
洗浄時の最大定格登坂角度 10 %
総重量（GVWR）での最大定格登坂角度と降坂角度 14 %
本機運転時の最大周辺温度 43℃ (110_F)
本機の洗浄機能使用時の最低温度 0℃ (32_F)
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油圧システム系統

システム 容量 ISO 粘度グレードの粘度指数 周囲温度の範囲

作動油タンク 38 リットル
(10 ガロン)

ISO 100 VI 126 以上 19_C (65_F) 以上

作動油総量 45 リットル
(12 ガロン)

ISO 68 VI 155 以上 7 ～ 43_C (45 ～ 110_F)

ISO 32 VI 163 以上 16_C (60_F) 以下

ステアリング系統

タイプ 電源ソース

前輪、油圧シリンダー、 ロータリーバルブ制御 油圧アクセサリーポンプ

動力

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

Kubota
V1505- B

ピスト
ン

ディーゼル 4 自然 4 78 mm
(3.07 in)

78.4 mm
(3.08 in)

排気量 定格出力、調整時 定格出力、最大

1500 cc (91.4 cu in) 24.6 kw (34 hp) @ 2400 rpm 27.2 kw (37.5 hp) @
3000 rpm

燃料 冷却システム 電気系統

ディーゼル燃料タンク：
42 L (11.2 ガロン)

低硫黄燃料の含有量は500
ppm 未満です

水/ エチレングリコール
アンチフリーズ

公称 12 V

総量： 7.5 L (2 ガロン) 37 A 交流発電機

ラジエータ： 3.8 L (1ガロン)

アイドル速度、無負荷 高速ガバナスピード、負荷時 フィルター付きエンジ
ン潤滑油

950 + 50 rpm 2400 + 50 rpm 6 L (6.35 qt)
ディーゼル分類C F以上

ブレーキシステム

タイプ 操作

サービスブレーキ 機械式ドラムブレーキ(2)、
各後輪に装備、ケーブル作動

パーキングブレーキ サービスブレーキ利用、ケーブル作動

タイヤ

位置 タイプ サイズ

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

後輪 (2) ソリッド 90 mm x 410 mm (3.5 in x 16 in)
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FaST システム

項目 数値

洗浄液ポンプ (001743- ) D C 12V、11A、流量0.7 G P M & 1.4 G P M 、
(2スピード)、75 psiの高圧停止

洗浄液ポンプ (000000- 001742) 12 Volt DC、11A、11.6 LPM (3.0 GPM)
オープンフロー、45 psi バイパス設定

低洗浄液流量 2.7 LPM (0.7 GPM)

高洗浄液流量 5.4 LPM (1.4 GPM)

低コンセントレート液流量 2.6 CC/分 (0.085液体オンス/分)

高コンセントレート液流量 5.2 CC/分 (0.17液体オンス/分)

洗剤ポンプ (000000- 001742) 12 Volt DC

エアーポンプ (000000- 001742) 12 Volt DC,最大 0.6 A

エアーポンプ フローレート (000000- 001742) 8.7 LPM (0.3 CFM)オープンフロー

ec-H2Oシステム

項目 測定値

洗浄液ポンプ D C 12V、11A、流量0.7 G P M & 1.4 G P M 、
(2スピード)、75 psiの高圧停止

洗浄液の流量 2.65LPM (0.7GPM) - 低

5.30LPM (1.4GPM) - 高
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本機の寸法

フレーム(ローラー
からローラー)
1270 mm (50 in)

1470 mm
(58 in)

2410 mm
(95 in)

リアスク
イージー
1300 mm
(51 in)

幅(サイドブラ
シ付き)

1470 mm (58 in)
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