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はじめに

�マニュアルはそれぞれの�	に
�されています。�	の�や��れに��な��が��されています。

�マニュアルを�み��に��してから、

��の��や����を�ってください。

��には�れた���があります。��のコストで��の	�を�るためには、�のことにご
 ください。

� ��は!"� して�してください。

� ��は�められた�に#いĆ、$%�に&'してください。

� ��は、(��のパーツまたは
�	を,�し�-&'してください。

��の��

���、�	の�
�の��
、��を�するときは、�
�の��に�い、� に!"
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

34��できるように、��5に��してください。

モデルNo. - 

シリアルNo. - 

��4 - 

����

S30は、ハードフロア（コンクリート、アスファルト、�、+���など）の��/���に��された�,�-�
.	/です。0��な��には、���12、�� �、�! �、スタジアム、アリーナ、コンベンションセン
ター、	�9 �、�
ターミナル、;�"9などが<まれます。=、#$、>?#=、カーペットのBで�	を
C�しないでください。�	は、DE/DFのG�でC�できますが、DEでC�する9+、HI
%する&'があ
ります。�オペレーターマニュアルで�(した	)�FはC�しないでください。
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�9に��された:;やパーツは、��なしに<=される>?があります。
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�'な!"-Aw� - これらのBCw�をrxしてください

�Dの-Aw�は、�マニュアルを
して、それ
ぞれにCした�(に�ってC�しています。

�y：�zやE{などのFGをoき�こす
|�なCい�を�yします。

-A:}�zのFGをoき�こす|�なC
い�を�yします。

!"のために：01を!"に��するために�う
&'がある9HをCします。

�Dの=sは、オペレーターが|�にさらされる
おそれがあるEvをCしています。|�なIJが
K$する~@?をLMしてください。�	の!"
01の9Nをすべて67してください。�	がO
zしたりTSがP�になった9+は、すぐに�Q
してください。

�y：ベルトとファンがTいています。�
づかないでください。

�y：�	はRSガスをT�します。�z
やE{などのFGをoき�こすことがあり
ます。
%をHIに9ってください。

�y：BげたホッパーがU�することがあ
ります。ホッパーサポートバーをかみ+わ
せて��してください。

�y：リフトアームにVまる9N。ホッパ
ーリフトアームのSTW�Eに�らないで
ください。

�y：やけどする|�があります。,�が
Xくなっています。Yれないでください。

�y：wZがK$する~@?があります。
��}はバキュームワンドやブロワーワン
ドをC�しないでください。

-A:LPGエンジンはキーをオフにしたq、
2、3[���しています。パーキングブレ
ーキを\けてから�	を�れてください。

	)によって、]��^_`を��した
�01
がa されています。
�01をa した	)�
!でC�する]��^が、�	のTSに�"を�
える~@?がある9+は、
�	@の�b��に
ついて、テナントcのサービス�L�にごd#く
ださい。

!"のために：

1. ��の9+は、�	をC�しないでくださ
い。
- eSのfgを�けていない9+や、$h

がない9+。
- eSマニュアルを%んでEvをLMして

いない9+。
- アルコールやi�の�"�にある9+。
- ]��^またはその
の�\	/をC�

している9+。
- �	のiりjいに�うkl�、&��@
]がHIでない9+。

- mしい��n�でない9+。
- フィルターをi�けていない9+。
- ~2?の%�、��またはo�がx�す

る9+。
- ��/ヘッドライトが*pしていない'り

、�	のeSや��を9うために!"に
qrが6rできないほどsい9+。

- ヘッドガードを�けないIJでの、U�
�のtれのある9NでのC�。

2. �	を�Tする�に：
- ST.のuれを*+してください。
- 23vw9Nにxyやzxを�づけない

でください。
- すべての!"01がN�の�1にあり、
mしく	@していることを67してくだ
さい。

- ブレーキとステアリングが(mにSTす
ることを67してください。

- シートを4し、シートベルトを{めて
ください（0�している9+）。

3. �	を�Tする�に:
- )をブレーキに-せ��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. �	をC�する*には：
- �ij�(|にD されていない��で
C�しないでください。

- タバコ、マッチ、+}の~など、2�}
または�が�ているIJのものを��し
ないでください。

- �	をbめるときは、ブレーキをC�し
てください。

- ��や�りやすい9Nではゆっくり,ん
でください。

- ��が14%�Bの��での�	のC�、ま
たは��が17%の��での��（GVWR）は
-けてください。

- ���
するときは. をUとしてくだ
さい。

- �	を��}、��の��はすべてオペ
レーターの��¡にr<してください。

- �	の��}は�に��に-Aしてくだ
さい。

- �	をq/させるときは-Aしてくださ
い。

- ホッパーがBがっているときは、-Aし
て�	を�Tしてください。

- �	が��BにあるときにホッパーをB
げないでください。

- &ずHIな��を6rしてからホッパー
をBげてください。

- お\>や0¢��Fを�	に�づけない
でください。

- �	のいかなる�Iにも£-�を-せな
いでください。

- �に、!"�¤と�
�¤に�ってくだ
さい。

- �	がOzしたりTSがP�になった9
+は、すぐに�Qしてください。

5. �	から�れる9+、または*+4�する
9+：
- ~2?��、o�、ガス、または��の
�くに	�しないでください。

- ¥らな9Nに�めてください。
- パーキングブレーキを\けてください。
- ��を¦り、キーをFしてください。

6. �	を*+4�する9+：
- S�は&ず、HIな�(があり、qrが
�§なI�で¨ してください。

- S�9の
%を�くしてください。
- ~T�に�づかないでください。ゆった

りとした�やアクセサリーは��せず、
1が2い9+はまとめてください。

- �	をジャッキで�ちBげるときは、�
ちBげる�にタイヤに3�めをしてくだ
さい。

- �	はB�の9Nでのみジャッキで�ち
Bげてください。�	をジャッキスタン
ドで�えてください。

- �	の��を�えられるホイストまたは
ジャッキをC�してください。

- オペレーターが��¡にいないIJで�
	を;したり:oしたりしないでくださ
い。

- �%��の�くで�	に+U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Fしてから、�	で
のS�を¨ してください。

- バッテリーの4にYれないでください。
- XいエンジンVW�にYれないでくださ

い。
- エンジンがXい�ラジエーターからキャ
ップをiりFさないでください。

- エンジンをVやしてください。
- 23��の©w�!に�やxyを�づけ

ないでください。�!の
%を�くして
ください。

- ª�をC�し、U]を�けているST.
のuれを�つけてください。

- «Lは&ずfgを�けた«L4�¬が¨
 してください。

- �	を��しないでください。
- テナントc�またはテナントcが�7し

た�
��をC�してください。
- &'に�じて、また�|で�されてい

る9+は、®>�r5¯をC�してくだ
さい。

!"のために：��を��してください。

!"のために：r5��を��してくださ
い。

!"のために：r5 6を��してくださ
い。

!"のために：7�マスクを��してくだ
さい。

7. トラックまたはトレーラーへの�	¡み8
ろし：
- �	を¡ する�にごみホッパーを�に

してください。
- ��を¦り、キーをFしてください。
- �	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C�してください。

- ��が25%%�Bの��で¡み9み/¡み8
ろしをしないでください。

- ウィンチをC�してください。¡み9み
�が³�から380mm��でないかぎり、�
	を��しながらトラックまたはトレー
ラーに¡み8ろさないでください。

- �	の¡み9み´µqは、パーキングブ
レーキを\けてください。

- タイヤに3�めを0�してください。
- �	をトラックまたはトレーラーに��

してください。
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�	の��の�1に、!"ラベルが:�されてい
ます。Ozしたラベルは�
してください。

-Aラベル - LPG

エンジンはキーをオフにしたq、2、3[

���しています。パーキングブレーキ

を\けてから�	を�れてください。

354590

�yラベル - �	はRSガスをT�します。

�zをoき�こすことがあります。
%をHI

に9ってください。

��¡の¶�に:�されています。

�yラベル -

ベルトとファンがT

いています。�づか

ないでください。

エンジンベルト

ガードに:�さ

れています。

インストルメントパネルのイグニッ

ションスイッチの;にあります。

（LPG	のみ）

�yラベル -

リフトアームにVまる9N。ホッパーリフト

アームのSTW�Eに�らないでください。

ホッパーリフトアームG�に:�されて

います。
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354590

�yラベル -

やけどの|�があります。Yれない

でください。

T%シールドに:�されています。

�yラベル -

B¢させたホッパーはU�するおそれがあ

ります。ホッパーサポートバーをかみ+わ

せて��してください。

ホッパーサポートバーに:�されていま

す。

!"ラベル -

�	の���にij�(

|をお%みください。

��¡の¶�に:�さ

れています。

�yラベル -

B¢させたホッパーはU�するおそれがあ

ります。ホッパーサポートバーをかみ+わ

せて��してください。

ホッパーリフトアームに:�されていま

す。

�yラベル -

wZがK$する~@?があります。��

}はバキュームワンドやブロワーワンド

をC�しないでください。

オプションのバキュームまたはブロワー

ワンドドアに:�されています。
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��

��の()*+

9

2

3

7

1

4

13

14

12

5

6

8

11

10

1. インストルメントパネル
2. フロントシュラウド
3. ホッパー��ドア

4. ホッパー
5. サイドブラシ

6. ヘッドライト
7. メインブラシ��ドア

8. 78タンク

9. 9:;
10. リヤエンジンシュラウド
11. テールライト
12. サイドシュラウド
13. ホッパーサポートバー
14. トップカバー
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ABCDとEF

21

7

9

18

11

15

14

8

12

17

19

20

16

5
43

6

10

13

(�モデル)

1. ステアリングホイール
2. ダッシュボードインジケーターライト
3. ワンドスイッチ (オプション)

4. サイドブラシライトスイッチ (オプション)

5. 9:/MNOスイッチ
6. イグニッションスイッチ
7. ホーンボタン
8. PQペダル
9. ブレーキペダル
10. パーキングブレーキペダル

11. ステアリングコラムチルトペダル
12. メインブラシS�ノブ (S30のみ)

13. サイドブラシレバー
14. サイドブラシS�ノブ
15. メインブラシレバー
16. ホッパードアスイッチ
17. ホッパーUVWスイッチ
18. エンジンX:Yスイッチ
19. バキュームファン/フィルターシェーカース

イッチ
20. インジケーターパネル
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タッチパネル (S30 XPとX4)

8

6

10

2 3

4

5

7

9

11

12

13

1

1. Z�[コントロールボタン
2. アワーメーター /78インジケー
ター/\]コードインジケーター

3. コントラストコントロールボタン
4. 1-STEPスイープボタン
5. エンジンX:Yボタン
6. バキュームファンボタン
7. サイドブラシボタン
8. ホッパードアオープンボタン
9. ホッパードアクローズボタン
10. ホッパー_Vボタン
11. ホッパーU`ボタン
12. フィルターシェーカーボタン
13. \]インジケーターライト
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abcdのef

��では�の�Lを,�し、EF��、��、�
*を1$しています。ディスプレイモジュール�
�インジケーター (S30)  とダッシュボー
ド��インジケーターも�2してください。

スイープ (S30) ジャッキポイント

バキュームファン (S30) {/インジケーター (S30 XPとX4)

フィルターシェーカー (S30) コントラストコントロール

(S30 XPとX4)

エンジンアイドルスピード (S30) 1-STEPスイープ (S30 XPとX4)

エンジンハイスピード (S30) エンジンb%c (S30 XPとX4)

ホッパーを.にする (S30) バキュームファン (S30 XPとX4)

ホッパードア3p� (S30) サイドブラシ (S30 XPとX4)

ホッパードア�pオープン (S30) フィルターシェーカー (S30 XPとX4)

ホッパー�げ (S30) ホッパー�� (S30 XPとX4)

ホッパー�げ (S30) ホッパー�げ (S30 XPとX4)

ワンド ホッパー�げ (S30 XPとX4)

&%ライト ホッパードア45 (S30 XP、X4)

'.( ホッパードア4 (S30 XPとX4)

ホーン ホッパードア5 (S30 XPとX4)

67ガソリンのみを,�して
ください。
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ABCDの��

PQペダル

sに8pするときは ��ペダル
の��を9み、3ろに8pするときはペダルの�
�を9んでください。ペダルから:を�すとニュ
ートラル��に�ります。

ブレーキペダル

ブレーキペダル 9むと、��は��します。

パーキングブレーキペダル

ブレーキペダル を9み;み、つま�を,いパー
キングブレーキペダルを�$の��にロックして
ください。ブレーキペダル 9むと、パー
キングブレーキは<=されます。パー
キングブレーキペダル はロックされ
ていない��に�ります。

ステアリングコラムチルトペダル

1.  ステアリングコラムチルトペダル
を9み、ステアリングコラムを�みの��に
>&してください。

2. ステアリングコラムチルトペダルを�すと、
�$の��にロックされます。
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78E

ガソリン�

�: !"#を$%しないでください。 !"#
はシステム&'センサーと)*コンバーターに,
-.な/0を1えます。

"#インジケーターはタンク�の!Y�?を��
します。!Yタンクが.に@づくと、!Yレベル
{/インジケーターが�(します。ディスプレイ
モジュール��インジケーター�2。

S30

S30 XPとX4

LPG�

LPG�では、 "#インジケーター はLPGタン
ク�の!Yの?を��しません。Aインジケータ
バーが��され、タンク�に!Yが�しでも�っ
ていることを��します。!Yレベルが�くなる
と、!Yレベル{/インジケーター
が�(します。ディスプレイモジュール��イン
ジケーター�2。

タンクのLPG "#2はLPGタンク�の!Yの
?を��します。
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アワーメーター

アワーメーター は��が&%していた
5Aを�Bします。この��を,�し、
��の&'�-ACを�$します。

S30

S30 XPとX4

Z�[コントロールボタン  (30 XPとX4)

567コントロールボタン はCDおよ
び0�モードへのアクセス�です。D�なEFを
�けたサービスマンと(��#�のみ、これらの
モードを��できるます。

エンジンX:YABCD

アイドルスピード:このG�は��の
rp�です。

�:S30 XP9とX49は:;.にアイド
ルスピードで=;します。

S30 S30 XPとX4

�A (1G) G�:このG�は�H�な�です。

S30 S30 XPとX4

) (2G) G�:このG�はIいごみをしたり、
>�Aの)G8pに,�します。

S30 S30 XPとX4
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バキュームファンABCD (S30)

バキュームファンスイッチ を3p/オン��にし
てメインブラシを�げると、バキュームファンは
3p�にオンになります。

�:?@AにBっているCDやEFりをするとき
は、バキュームファンをオフにしてください。
これにより、GHしているIにダストフィルター
がBることをJぐことができます。

バキュームファンスイッチ を�A��ま
で せば、バキュームファンは�まります。

バキュームファンABCD (S30 XPとX4)

1-STEPスイープボタン をpさせると、
バキュームファンは3p�にオンになります。
バキュームファンボタン のJのライト
が�(します。

�:?@AにBっているCDやEFりをGHす
るときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、GHしているIにダストフ
ィルターがBることをJぐことができます。

バキュームファンボタンを すと、バキュー
ムファンは�まります。ボタンのJのライトがK
えます。

コントラストコントロールボタン (S30 XPとX4)

 コントラストコントロールボタンを しL
けると、LCDディスプレイの�¡>Mが
できます。



��

15S30 9004083 Gas/LPG  (5-08)

フィルターシェーカーABCD (S30)

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

フィルターシェーカーABCD (S30 XPとX4)

1-STEPスイープボタン をオフにすると、フィル
ターシェーカーは3p�にO30NAp ます。

�pで30Nのシェーカーサイクルをrp
させたり、シェーカーサイクルを��させ
るには、フィルターシェーカースイッチを 
してください。

9:/ghOスイッチ

&%ライトと'.(をオンにする:KL/MNOス
イッチの��を してください。

&%ライトをオンにする:KL/MNOスイッチ
を�A��まで してください。

すべてのライトをオフにする:KL/MNO
スイッチの��を してください。

サイドブラシライトスイッチ (オプション)

サイドブラシライトをオンにする:
サイドブラシライトスイッチ の��を すと、
サイドブラシライトがオンになります。

サイドブラシライトをオフにする:
サイドブラシライトスイッチ の��を すと、
サイドブラシライトがオフになります。
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ホッパー*+ドア

ホッパー*+ドアをC�して、��}に�	で�

�できない·きなゴミを�してください。

ホッパー*+ドアのハンドルを�してロックを£

め、ハンドルを�ちBげてロックをM<します。

¤にホッパー*+ドアオープンを�ちBげます。

（シリアル/R 000000 - 006500）

ホッパー*+ドアを��にoき、ホッパー*+ド

アを=きます。 (シリアル/R 006501 -

 )
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9:;

シートの��はs3>&レバーで>&します。

ijkサスペンションシート

&%nは、�の3PQの>&ができます。Rもた
れS�、&%$の¢T、s3。

Rもたれ>&ノブはRもたれのS�を>&します。

¢T>&ノブは&%nの¤さを>&します。
¢T>&ノブのJにあるゲージを,�し、
シートの¤さを�めてください。

シートの��はs3>&レバーで>&します。

シートベルト

#�について:��をmWさせるnに、

シートをS�し、シートベルトをoめてください

(C�しているpq)。
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ブラシについて

��の	�を�るには、D�なブラシをU¦して
ください。

�:$%するブラシのタイプをPQするCR、
SれのTUとVWがXYなY'になります。
Z[.な\]については、^_`6aにおbRせ
ください。

ポリプロピレン/ワイヤ8�メインブラシ -

0��な��、¥かい¹とºし�まったごみの�

�に(しています。

ポリプロピレンサンドウェッジメインブラシ -

¦のように��のある¥§»¡�の��に(して

います。

ポリプロピレンウィンドウメインブラシ -

なめらかな¼など、�いゴミの��に¨に(して

います。

ポリプロピレン8�メインブラシ -

�い©れの��に(しています。

ナイロン8�メインブラシ -

¨に、,�がªい、でこぼこした�の0��な�

�に(しています。ナイロンは«¬に½れてい

ます。

ナイロン���メインブラシ -

¦のような¥§»¡�の��に(しています。ナ

イロンは«¬に½れています。

ナイロン����メインブラシ -

かさばるごみの+.��に(しています。

ワイヤ8�メインブラシ -

0��な��とºし�まったごみの��に(して

います。

�!"#と���メインブラシ -

¦のような¥§»¡�の��に(しています。

ポリプロピレンサイドブラシ -

�いゴミから}ぐらいのごみまでの0��な��

に(しています。

ナイロンサイドブラシ -

,�のªい、でこぼこした�での0��な��に

(しています。ナイロンは«¬に½れています

。

フラットワイヤサイドブラシ -

DFで©れがひどく�まり%¾な®�¶�の��

に(しています。

��のW�rs

シリアル/R000000 - 006500の	)

シリアル/R 006501�8の	)

ステアリングホイールは��がVWするMNをE
Fします。MNペダルはG�とsX/3XのMN
をEFします。ブレーキペダルは��をYG、�
�させます。

サイドブラシはごみをメインブラシのXZにvき
[めます。メインブラシは§のごみをホッパーに
vき[めます。バキューム��はごみを.\と�
]にホッパーとダストコントロール��に¨い;
みます。

-vが^©したら、ダストフィルターをふるい、
ホッパーを.にしてください。
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mWnチェックリスト

� !Yレベルを��してください。

� uれ¯Nを*+してください。

� uれ¯Nを*+してください。

� メインブラシの_ªを��してください。
ひも、«$バンド、ビニール、その¬ブラシ
のまわりにいているごみQを®り=いてく
ださい。

� サイドブラシ:メインブラシのIJを67し

てください。ひも、°�りひも、バンド、ビ

ニールなど、ブラシのまわりにQんでいるひ

も、バンド、ビニールなど、ブラシのまわり

にQんでいるゴミひも、バンド、ビニールな

ど、ブラシのまわりにQんでいるゴミをiり

<いてください。

� メインブラシ¯°のスカートとシールに±²
や`aがないか�-してください。

� °のサイドブラシ:メインブラシの_ªを��
してください。ひも、«$バンド、ビニール、
その¬ブラシのまわりにいているごみQを®
り=いてください。

� ごみ�デフレクションスカートの_ªを��
してください。

� pbレベルを��してください。

� メインブラシ¯³のスカートとシールに±²
や`aがないか�-してください。

� エンジン´µcレベルを��してください。

� エンジンオイルレベルを��してください。

� ラジエーターとb¶ク〕och[ラ〕och[のフィ
ンのdれを�-してください。

� ヘッドライト、テールライト、@A(を��
してください。

� クラクション、ヘッドライト、テールライト

、!"ライト、q/アラームを67してくだ

さい（0�されている9+）。

� ブレーキとステアリングがD�にpするか
��してください。

� &'�Bを��し、�-&'�¸を¹�して
ください。
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LPGタンクのtu

��のために: �	から
れる��または��

�を�う��は、�	を��な��に�め、パー

キングブレーキをかけて��を�り、キーを�い

てください。

1. ºe�-ドアを4いてください。

2. LPGタンクサービス»を5めてください。

3. ��をrpし、!Yがなくなって��するま
でエンジンをpさせてください。��の+
,スイッチを¼ってください。

Mv:��はwxガスをyzします。{|
な}~F��や��を�き�こすことがあ

ります。u�を��に�ってください。y
�ガス��については、����にお�q
せください。エンジンはhに��にS�し

ておいてください。

#�について:��を����するときは、

78��の����に�や��を�づけないでく

ださい。��の��を�くしてください。

4. �fを,�し、タンクのコネクターを®りz
してください。

5. &%nのsにあるLPGタンクドアを4いてく
ださい。

6. iり�け�¿て>をiりFします。¤に�1
±めピンをFして、�のLPG23タンクをi
りFしてください。

7. タンクカラーのgとセンタリングピンの½を
?わせ、h¾のLPGタンクを¿Tにトレイに
�せてください。タンクに®りけ(てiを
(て«$してください。

8. LPG!Yラインをタンクサービスカプリング
にÀLしてください。タンクサービスカプリ
ングがきれいで±²がなく、!Yラインカプ
リングともD?することを��してく
ださい。

9. タンクサービス»をゆっくり4き、jれを�
-してください。jれがあった>?、
すぐにサービス»を5じ、Á($に�らせて
ください。
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��のmW

1. LPG�:k¢サービス»をゆっくり4いてく
ださい。

�: サービスdのeき�がfすぎると、サービス
チェックバルブがLPG"#のgれをhiさせてし
まうことがあります。チェックバルブが"#のg
れをhiしてしまったら、サービスdをjじ
、2、3klってからもうmUゆっくりサービスd
をeいてください。

2. &%nにÂり、ブレーキペダルを9むかパー
キングブレーキをÃけてください。

#�について:��をmWするときは、ブレー
キに�を�せPQペダルをニュートラルにしてお

いてください。

3. S30:  エンジンnLoスイッチ をアイ
ドル��に�れてください。

S30 XPとX4: エンジンは3p�にアイ
ドルスピードでrpします。

4. イグニッションスイッチキーをbし、エンジ
ンをrpさせてください。

�:スタータモーターは1Uに10kをpえて、また
はエンジンが=;したq、r;させないでくださ
い。スターターはsの=;をtみるまで15〜20k
uましてください。そうしないとスタータモータ
ーに/0がvじることがあります。

5. エンジンとb¶lmは3〜5"AÄ�してくだ
さい。

Mv:��はwxガスをyzします。{|
な}~F��や��を�き�こすことがあ

ります。u�を��に�ってください。y
�ガス��については、����にお�q
せください。エンジンはhに��にS�し

ておいてください。

6. ライトをつけてください。
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��の��オフ

1. ��を��し、すべての-v�*をオフにし
てください。

2. イグニッションスイッチキーを³にbすと、
��はオフになります。エンジンがオフにな
るまで&%nからnれないでください。

$%:LPGエンジンはキーをオフにした 
、2、3¡¢X:しています。パーキングブ
レーキを£けてから��を¤れてく

ださい。

-：LPG	のエンジンのT%ガスÁ²01をr5

するために、イグニッションスイッチをオフにし

てから2、3[�、エンジンは��し�けます。

��のために：�	から
れる��、または�

��を�う��は、�� !"、#$、ガス、ま

たは%&の'くに()しないでください。�	を

��な��に�め、パーキングブレーキを*けて

��を�り、キーを�いてください。

��の9:¥

-vするsに、ÅきすぎるごみはÆっておいてく
ださい。ブラシにまとわりいたりoまるÇ*�
があるワイヤ、ひも、pqりr、ÅきなÉsなど
もÆっておいてください。

できるかぎりtuに&%してください。��をÊ
Ëにぶつけたり、��のºeをこすらないよう�
 してください。-vÌはcセンチ (�インチ)
Tねてください。

��p�、ステアリングホイールをÍvにbさ
ないでください。��はステアリングホイールの
pきにÎÏにÐÑします。'.5ÒzのwxのM
N%uはyけてください。

��のG�とブラシの¶Óを>&してください。
ブラシの¶Óを��にすると�)の�*をzÔ
します。

§を±²しないように��のpきを{Õしてく
ださい。

|}*Óが�い>?は|}を��し、�マニュア
ルのw9の��xy を�2してください。

,�するたびに「Ö4の�-&'�」
を×Øしてください (�マニュアルの「��の
�-&'」�2)。

Ùeでは、��をゆっくり&%してください。
�りÚではブレーキペダルを,�し、��のG�
をEFしてください。Ùeは�るよりも~るMN
で-vしてください。

��のために: �	を��するとき、+,や-り

やすい��ではゆっくり.んでください。

��} が 43�C (110�F) をB�る9Nで�	
を��しないでください。��} が³*�
0�C (32�F) を��る9Nで�	を��しないで
ください。

!"のために：

��が14%�Bの��での�	のC�、または�

�が17%の��での��（GVWR）は-けてくださ

い。
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¦§ (S30)

#�について:オペレーターマニュアルを�んで

¨©を��するまでは、��をª«しないでく

ださい。

1. ��をrpしてください。

2. ホッパーをÛAに�げてください。

3.  バキュームファンスイッチ を�ず3p/オ
ン��にしてください。

4.  ホッパードアスイッチ を�ず�の3pの
��にしてください。

5. エンジンb%cをU¦してください。
�Hの-vには�AG�を、Iいごみの-v
には)Gを,�してください。

6. ブラシを�げてください。

�:ブラシがnLし、ホッパードアがeき、
バキュームファンがオンになります。

7. パーキングブレーキを<=し、 ��ペダル
を9むと、-vがrまります。

��のために: �	を��するとき、+,や-り

やすい��ではゆっくり.んでください。

�:?@AにBっているCDやEFりをGHする
ときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、GHしているIにダストフ
ィルターがBることをJぐことができます。
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8. -vを��するときは、 ブレーキペダル
9めば��は��します。

9. ブラシを�げてください。

10.フィルターシェーカースイッチを し、
ホッパーフィルターシェーカーを�pさせて
ください。O30NApします。

11.-vÜ^©5または��にÑじて、
ホッパーを.にしてください。�マニュアル
のホッパーを{にするの��2。

¦§ (S30 XPとX4)

#�について:オペレーターマニュアルを�んで

¨©を��するまでは、��をª«しないでくだ

さい。

1. ��をrpしてください。

�:GHをする|にスイープモード/}~が}~し
てあるか��してください。

2. 1-STEPスイープボタンを してください。
プリセット-v�*がすべてオンになります。
ボタンの�のライトが�(します。

�:エンジンアイドルスピードが��し、ブラシ
がnLし、ホッパードアがeき、バキュームファ
ンがオンになります。�Yに�じて、エンジンア
イドルスピードを��してください。

3. パーキングブレーキを<=し、��ペダル
を9むと、-vがrまります。

��のために: �	を��するとき、+,や-り

やすい��ではゆっくり.んでください。

�:?@AにBっているCDやEFりをGHする
ときは、バキュームファンをオフにしてく
ださい。これにより、GHしているIにホ
ッパーダストフィルターがBることをJぐこと
ができます。

4. -vを��するときは、 ブレーキペダ
ル9めば��は��します。

5. 1-STEPスイープボタンを してください。
ボタンの�のライトがKえます。プリセット
-v�*がすべてオフになり、3pフィルタ
ーシェーカーがO30NApします。

6. シフト^©ごとか��にÑじて、ホッパーを
.にしてください。�マニュアルのホッパー
を{にするの��2。
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ホッパーを¬にする

1. ��をごみ�き>またはごみÝGまでゆっく
り&%してください。

2. -v�*をすべて��してください。

3. ホッパー��スイッチか ボタン
を しLけ、ホッパーを�げてください。

S30 S30 XPとX4

!"のために：�	をC�するとき、&ずHIな
��を6rしてからホッパーをBげてください。
�	が��BにあるときにホッパーをBげないで
ください。

�:ホッパーを�げるために�Yな�����は2
500mm (98in) です。��してください。

4. ごみÝGまで��をゆっくり&%してく
ださい。

!"のために：�	をq/させるときは!"に-
Aしてください。ホッパーがBがっているときは
、-Aして�	を�Tしてください。

5. ホッパーをごみÝGの�まで�げ、
Þが�たないようにしてください。

�:w9がごみ��にぶつかり/0しない
よう��してください。

6. ホッパードアを4き、ホッパーを.にしてく
ださい。

S30 S30 XPとX4

7. S30:
ホッパードアスイッチを3p��に�れ、
ホッパードアを5めてください。

S30 XPとX4:ホッパードアクローズボタン
を し、ホッパードアを5めてください。

S30 S30 XPとX4

8. ホッパーを�げ、ごみÝGの�から!"にn
してください。

9. ��をごみ�き>またはごみÝGからゆっく
り3�させてください。
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10.ホッパー��スイッチか ボタン
を しLけ、ホッパーをÛAに�げて
ください。

S30 S30 XPとX4

ホッパーサポートバーをかみqわせる

ホッパーサポートバーは�ßしたホッパーが��
するのを�ぎます。ホッパーを�ß��に{Õす
るときは、�ずホッパーサポートバーを,�して
ください。

1. パーキングブレーキをÃけてください。

2. ��をrpしてください。

3. ホッパーをÛAに�げてください。

S30 S30 XPとX4

Mv:リフトアームがむp®ホッパーリ
フトアームの¯°¨に±らないでください

。

��のために: �	を��するとき、/ず01な
23を45してからホッパーを7げてください。

�	が+,7にあるときにホッパーを7げないで

ください。

4. サポートバーを�ろし、ホッパーサポートク
リップに�れてください。

Mv:Uげたホッパーは²Vすることが

あります。ホッパーサポートバーがかみq
うようにしてください。

5. ホッパーを�げ、ホッパーサポートバーをブ
ラケットの�に�げてください。

6. ��の+,スイッチを¼ってください。
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ホッパーサポートバーを³す

1. ��をrpしてください。

2. ホッパーをÛAに�げてください。

S30 S30 XPとX4

3. パーキングブレーキをÃけてください。

4. ホッパーサポートバーを�げ、à"クリップ
に�れてください。

5. ホッパーをÛAに�げてください。

Mv:リフトアームがむp®ホッパーリ
フトアームの¯°¨に±らないでください

。
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ディスプレイモジュール\]インジケーター
(S30) 

{/がz�すると、��インジケーターライト
が�(します。これらのインジケーターが�(し
たらすぐに��を��し、á�を<Kして
ください。

��の�を�2し、{/のâãとäåæ�を1$
してください。

2

3

1

4 5

78

6

\]インジケーター ´µ ¶D

1: c� (�)
*GM エンジン (シリアル/R
000000-005699)

エンジン´µcが�すぎて��を
@Aに&%できません。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

2: ç+�� (���) オルタネーターがバッテリーをç
+しません。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

3: �-&' (���) è,� è,�

4: !Yレベル (�) !Yレベルが��しています !Yタンクを��/tuしてく
ださい。

5: エンジンオイル¶ (�) b¶が�.p¶より�くなって
います。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

6: パーキングブレーキ
(���)

è,� è,�

7: ダストフィルターの�まり
(���)

ダストフィルターが�まっ
ています。

フィルターシェーカーを�pして
ください。

8: ホッパーフィルター (�) ホッパー�でz�しています。 ��を��してください。
�をKしてください。
��にÑじて、'.5Á($をé
んでください。

*��: ���のエンジンマシンのシリアル��
005700 �は、「エンジン�	」サインを
�し、���の�が�の��、マシンを����し
ます。
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\]インジケーター (S30XPとX4)

��は��のインジケーターライトとLCD
(kêディスプレイ)
の2PQの��インジケーターを'えています。

��のインジケーターライトは{/がz�すると
��しLけます。

LCDは{/コードを��します。{/が2PQÒ�
あると、それぞれの{/をtëに��します。

また、すべての{/がÇ�アラームを�らし、
に{/のz�を�らせます。

��の�を�2し、{/のâãとäåæ�を1$
してください。

\]コード
(LCDにab)

´µ ·¸ ¶D

F3:CLOGGED
HYD FILTER

pbフィルターが�
まっています。

- ��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F4:SHAKER
FILTER

ホッパーダストフィル
ターが�まって
います。

- フィルターシェーカーを�pし、
ホッパーダストフィルターの�ま
りを=いてください。

F5:HOPPER FIRE ホッパー�でz�して
います。

-v�*を^©し、
ホッパードアを5めて
く ださい。

��を��してください。
�をKしてください。
��にÑじて、'.5Á($をé
んでください。

F6:ALTERNATOR オルタネーターがç+
しません

- (�のサービス�#�に�oして
ください。

F7:LOW OIL
PRESS

エンジンオイル¶が�
�しています。

エンジンを��してく
ださい。

(�のサービス�#�に�oして
ください。

F8:HIGH ENG
TEMP\
*GM エンジン
(シリアル/R
000000-005699)

エンジン��が)くな
っています。

エンジンを��してく
ださい。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F9:HIGH HYD
TEMP

pb��が)くなっ
ています。

1-Stepスイープ�*を
キャンセルしてくださ
い。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F10:LOW FUEL !Yが�なくなってき
ました。

- !Yタンク (ガソリン)
を��してください。
!Yタンク (LPG)
をtuしてください。

F18:HOPPER UP ホッパーが�がってい
ます。

-v�*を^©してく
ださい。

ホッパーをÛAに�げてく
ださい。

F20:UP KEY ERR ホッパー�ßボタンの
{/

すべてのパネル�が
できなくなります。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F21:DN KEY ERR ホッパー��ボタンの
{/

すべてのパネル�が
できなくなります。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F22:OPN KEY
ERR

ホッパードアオープン
ボタンの{/

すべてのパネル�が
できなくなります。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

*��: ���のエンジンマシンのシリアル��
005700 �は、「エンジン�	」サインを
�し、���の�が�の��、マシンを����し
ます。
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\]コード
(LCDにab)

´µ ·¸ ¶D

F23:CL KEY ERR ホッパードアクローズ
ボタンの{/

すべてのパネル�が
できなくなります。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

F24:SEAT
SWITCH
(オプション)

エンジンが�pしパー
キングブレーキがÃか
っていない_ªでが�
Âしていない。

エンジンが��します
。

パーキングブレーキをÃけてから
��をnれてください。

ダッシュボードの\]インジケーター

{/がz�すると、ダッシュボード��インジケ
ーター が�(します。 これらのインジケー
ターが�(したらすぐに��を��し、
á�を<Kしてください。

��の�を�2し、{/のâãとäåæ�を1$
してください。

1

2

3

4

5

6

MNO ´µ ¶D

1: ブラシのíG ブラシのどれかがíGして
います。

��を��し、ブラシのpをî
げているものを®り=いて
ください。

2: pbフィルター pbフィルターが�まって
います。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

3: pb�� b¶lmが�すぎて��を@Aに
&%できません。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。

4: ������ è,� è,�

5: グロープラグ-ï�
(ディーゼル�のみ)

è,� è,�

6: エンジン�- ��&%�に、エンジンコントロ
ール��が{/を-ñしました。

��を��してください。
(�のサービス�#�に�oして
ください。
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オプション

ワンド (オプション)

バキュームワンドを,�すると、��のブラシで
はòかないごみも[めることができます。Ćブロ
ワワンドを,�すると、��のブラシではòかな
い>�のごみも=óできます。Ć

Mv:&\が¹ºすることもあります。

9:»はバキュームワンドやブロワワンド
をª«しないでください。

1. ブラシを�げてください。

2. ��を��し、エンジンをオフにして
ください。

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

3. ホースアセンブリーにワンドをiり�けます

。

-：

バキュームワンドとブロワーワンドは、£じホー

スアセンブリーをC�します。

4. バキュームワンドホースをホッパーの�にあ

るバキュームワンドドアの�にiり�けてく

ださい。

バキュームワンドを��する�に、ホッパー

ドアが?まっていることを67してください

。

5. ブロワーワンドホースを�	のÂ¶にあるブ

ロワーワンドドアの�にiり�けてください

。

ブロワーワンドを��する�に、ホッパード

アが=いていることを67してください。

6. ��をrpしてください。

Mv:��はwxガスをyzします。{|
な}~F��や��を�き�こすことがあ

ります。u�を��に�ってください。

y�ガス��については、����にお�
qせください。エンジンはhに��にS�
しておいてください。

7. S30: ワンドスイッチを してバキュー
ムファンをrpしてください。エンジン
を)Gに�$してください。

S30 XPとX4:
バキュームファンボタンを してバキューム
ファンをrpしてください。エンジンは3p
�に)Gに�$されます。

S30 S30 XPとX4

8. ��にÑじて、ôõを-vしてください。
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9. S30: ワンドスイッチを してバキュー
ムファンを��してください。エンジンをア
イドルスピードに�$してください。

S30 XPとX4:バキュームファンボタン
を�すと、バキュームファンはiまります。
エンジンをアイドルスピードに}~して
ください。

10.��の+,スイッチを¼ってください。

11.ワンドを��からzし、à">�に�して
ください。

ヒーター/ (オプション)

ヒーター/をオンにするには、ヒーター/スイッチ
を,�してください。

�の��:

�Aの��:オフ

�の��:ヒーター

キャブのÄö��をEFするには、�Uノブ
を,�してください。の��をEFするには、
ファンノブ を,�してください。

ファンG�をEFするには、ファンノブ
を,�してください。このノブはヒーターとの
÷Mに�*します。

ガラスワイパー(オプション)

ガラスのワイパーG�をオンにしたり>&す
るには、ガラスワイパースイッチを,�して
ください。

�の��:)

�Aの��:�

�の��:オフ

キャブライトスイッチ (オプション)

キャブライトを�するには、キャブライトスイ
ッチを してください。
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タワーバンパー (オプション)

タワーバンパーは��が3�して/ø�に(たっ
たとき、リヤエンジンカバーに±²をùえないよ
うにà�します。タワーバンパーを4けてから、
リヤエンジンシュラウドを4けてください。

バンパーの4けM:

1. ブラケットとバンパーからピンをûきüいて
ください。

2. バンパーを4いてください。

3. ��を&%するsに、タワーバンパーを5め
て«$してください。

PQ¾bスイッチ (オプション)

ýbMNを�すには、����スイッチ
を,�してください。ýb3、スイッチを�pで
オフ��に�してください。スイッチをûきñす
とフラッシャーが�pします。

06745
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��の\]¿À

á� âã þ�

¹がµち@ぎる ブラシスカートおよびダストシー
ルの¬、Oz、4Ã�

ブラシスカートまたはダストシー
ルを�
するか4してください
。

ダストフィルターの¶まり ダストフィルターをふるうか�

してください。

サイクロンの©れ/·¶まり ¶まったサイクロンを�<してく
ださい。

バキュームホースのOz バキュームホースを�
してくだ
さい。

バキュームファンシールのOz バキュームファンシールを�
し
てください。

バキュームファンのZA サーモセントリーのワイヤが��
されていることを67してくださ
い。

¿cのサービス�L�に�Qして
ください。

サーモセントリーのST サーモセントリーをVやしてくだ

さい。

-v*Óの�� ブラシの�の`a ブラシをtuしてください。

ブラシの¶Ó�$がIすぎる ブラシの¶Óを�げてください。

メインブラシの>&�� ブラシを>&してください。

メインブラシの�p�Cにごみが
�まっている

メインブラシの�p�Cからごみ
を®り=いてください。

メインブラシやサイドブラシのド
ライブの{/

(�のサービス�#�に�oして
ください。

ホッパーがh¾ ホッパーを.にしてください。

ホッパーリップスカートの
`aか±²

リップスカートをtuして
ください。

ブラシが�D¼ ブラシについてを�2するか、
(�のサービス�#�に�oして
ください。

エンジンb%cの�$が�� エンジンb%cをD�に�$して
ください。

-v�*がオンにならない ホッパーが�がっている ホッパーをÛAに�げて
ください。

ホッパー�でz� ��の+,スイッチを¼って
ください。�をKしてください。
��にÑじて、'.5Á($に�
oしてください。

S30 XPとX4:pbが�すぎる (�のサービス�#�に�oして
ください。
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メンテナンス

1

2 3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

メンテナンス,

��の,には、�S�の�+�がD されていま

す。

O＝オペレーター

T＝9:を;けた<

=> ?@<
Ä�
/R *+¯N *+Ev

¸�Å/v
Æ�

*+4
�¯N

¹º O 1 エンジン オイル�の*+ EO 1

タンクのVW�レベルの*
+

WG 1

エアーフィルターインジケ
ーターの*+

- 1

O 2 ST.タンク ��の*+ HYDO 1

O 3 ホッパーダストフィル
ター

��（ふるいUす） - 1

O 4 メインブラシÇスカー
ト

Oz、¬、4の*+ - すべて

O 5 ホッパースカート Oz、¬、4の*+ - すべて

O 6 メインブラシ Oz、¬の*+ - 1

O 7 サイドブラシ Oz、¬の*+ - 1
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��の,には、�S�の�+�がD されていま

す。

O＝オペレーター

T＝9:を;けた<

=> ?@<
Ä�
/R *+¯N *+Ev

¸�Å/
vÆ�

*+4
�¯N

50eS
»�¹

O 6 メインブラシ ÂÈのブラシの�れ¼え - 1

T 6 メインブラシ ブラシパターンの67、&
'に�じた4

- 1

T 8 リヤホイール ホイールナットを��トル
クで{�け（��BCから5
0DEF3Gのみ）

- 1

T 9 バッテリー バッテリーターミナル��
、{�け(��BCから50D
EF3Gのみ)

- 1

T 1 エンジン ベルトのÉり¯+の*+ - 1

100e
S»�
¹

T 1 エンジン オイルとフィルターの�
 EO 1

LPG%^/の»¡した.のT
�

- 1

Gmエンジン シリアル/R
000000-005699）

�\U]4/（EPR）のオ
イルのT�

- 1

T 3 ホッパーダストフィルタ
ー

Ozの*+、��または�



- 1

T 16 サイクロン /
フィルターハウジング

�� - すべて

T 16 サイクロンシール Ozや¬の*+ - すべて

T 10 ラジエーター コアの�� - 1

T 10 オイルクーラー コアの�� HYDO 1

O 8 リヤタイヤ �%Uの*+ - 1

O - シール Ozや¬の*+ - すべて

200e
S»�
¹

T 10 ラジエーターのホースと
クランプ

{�け¯+や¬の*+ - すべて

T 11 ブレーキペダル 4IJの*+ - 1

T 12 リヤホイールサポートベ
アリング

-. SPL 2

T 12 ステアリングシリンダー
ベアリング
（シリアル/R
000000-006766）

-. SPL 1

T 13 ホッパーリフトアームベ
アリング

-. SPL 2

T 14 サイドブラシガード 90�� - 1

-：Tennant'(プレミアムST.をC�したことがない	½は、800»�¹にB�の（ *）ST.、フィ

ルター、サクションストレーナーに�
してください。（「ST.」の�Ä�）。

¸�./vÆ�

EO エンジンオイル、5W30 SAE-SG/SHのみ。..

HYDO Tennant'(プレミアムST.または£¾�

WG �またはエチレングリコールÃÊ�、-34℃..

SPL ¨¿¸�Å、Lubriplate EMBグリース（Tennantパーツ/R01433-1）....

-：¹のひどいNでは、*+4�の�BをÀÁする&'があります。
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��の,には、�S�の�+�がD されていま

す。

O＝オペレーター

T＝9:を;けた<

=> ?@<
Ä�
/R *+¯N *+Ev

¸�Å/
vÆ�

*+4
�¯N

400eS
»�¹

T 1 GMエンジン
（シリアル/R
000000-005699）

スパークプラグの��、C
�の4または�


- 4

エンジン 23フィルター(ガソリン/L
PG)の�


- 1

T 15 フロントホイール ベアリングの4とkiり
�け

SPL 2

800eS
»�¹

T 2 ST.タンク フィラーキャップの�
 - 1

T 1 GMエンジン
（シリアル/R
000000-005699）

タイミングベルトの*+ - 1

T - .Uホース Ozや¬の*+ - すべて

T 10 VW01 �� WG 1

T 8 �9モーター シャフトナットの{め�け - 1

T 8 リヤホイール ホイールナットの{�け - 1

T 9 バッテリー バッテリーターミナルの�
�、{�け

- 1

1000e
S»�
¹

T 1 a5�エンジン
（シリアル/R 005700
- ）

スパークプラグの�
 - 4

T 1 エンジン PCVシステムの*+ - 1

T 1 ラジエーターのホース ËÂやÌ^の*+ - 2

1200e
S»�
¹

T 2 ST.フィルター *
フィルターエレメントの�



- すべて

2000e
S»�
¹

T 1 GMエンジン
（シリアル/R
000000-005699）

タイミングベルトの�
 1

2400e
S»�
¹

T 2 ST.タンク *
サクションストレーナーの
�


- 1

*ST.の�
 HYDO 1

5000e

S»�

¹

T 1 a5�エンジン
（シリアル/R 005700
- ）

カムシャフトとバランスシ
ャフトベルトの�


- 2

-：Tennant'(プレミアムST.をC�したことがない	½は、800»�¹にB�の（ *）ST.、フィ

ルター、サクションストレーナーに�
してください。（「ST.」の�Ä�）。

¸�./vÆ�

EO エンジンオイル、5W30 SAE-SG/SHのみ。..

HYDO Tennant'(プレミアムST.または£¾�

WG �またはエチレングリコールÃÊ�、-34℃..

SPL ¨¿¸�Å、Lubriplate EMBグリース（Tennantパーツ/R01433-1）....

-：¹のひどいNでは、*+4�の�BをÀÁする&'があります。
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-.

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��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�は¹º67してください。100

eS»�¹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�になるまでvÆしてください。インジ

ケーターマークの�B�をDえてvÆしないでく

ださい。

GMエンジンのエンジンオイルv�（マシンのシリ

アル/R005699��）は、3.5リットルです（オ

イルフィルター�き）。

IJKエンジンのエンジンオイルv�（マシンの

シリアル/R005700�8）は、4.7リットルです

（オイルフィルター�き）。

リヤホイールサポート

200eS»�¹に、リヤホイールサポートベアリ

ングに-.してください。

ステアリングシリンダーベアリング

（シリアル/R 000000-006766）

200eS»�¹に、ステアリングシリンダーに-

.してください。

ホッパーリフトアームベアリング

200eS»�¹に、ホッパーリフトアームベアリ

ングに-.してください。

フロントホイールベアリング

400eS»�¹に、フロントホイールベアリング

をiり�けÃして4してください。
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ST.

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

¹º、C�} でST.レベルを67してくださ

い。ST.レベルを67するとき、ホッパーは8

ろしておくこと。

フィラーキャップは、ST.タンクのB�にあり

ます。

フィラーキャップには、ブリーザーとオイルゲー

ジがÄみ9まれています。

800eS»�¹に、フィラーキャップを�
して

ください。

キャップをタンクにi�ける�に、フィラーキャ

ップガスケットにST.をÅくÏÐしてください

。

-A！ST.タンクがÆれるほどvÆしたり、タ

ンクのST.�がÑいIJで�	を��しないで

ください。�	の.U��がOzする9+があり

ます。

2400eS»�¹にST.タンクを�にし、�しい

Tennant'(プレミアムST.をw.してくださ

い。

Tennant'(プレミアムST.をすでにÆÒして

いる9+は、ST.ラベルにFÇの*（ÂのÓÈ

Ä�）が�きます。

�y：やけどする|�があります。,�が

Xくなっています。Yれないでください。

Tennant'(ST. ��のST.

-：  Tennant'(

プレミアムST.または£¾�をC�したことが

ない	½は、800»�¹にB�のST.、フィル

ター、サクションストレーナーに�
してくださ

い。

タンクには、ST.のごみをiり<くためのスト

レーナーがiり�けられています。2400eS»�

¹に、ストレーナーを�
してください。

1200eS»�¹、またはタンクのST.がÉ32

のとき、ST.タンク�がG/Hゾーンに�って

いる9+は、ST.フィルターを�
してくださ

い。
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ST.

��} のIいにより、¤の3)JのST.をC

�できます。

Tennant'(プレミアム
ST.（ÕÖ×2）

パーツ
LM

NO ISOPQグ
レードの
PQRS
（VI）

=TUQのV
T

1057710 3.8リッ
トル

 

ISO 100

VI
126�B

19℃

�B

1057711 19リット
ル

 

1069019 3.8リッ
トル

ISO 68

VI
155�B

7～43℃

 

1069020 19リット
ル

1057707 3.8リッ
トル

 

ISO 32

VI
163�B

16℃

��

1057708 19リット
ル

ST.を�
する9+は、L�したST.のt>

がテナントcのST.のt>と6¨に0Êするこ

とを67してください。�¼オイルは.U��の

ËÌZAのØÙになることがあります。

-A！.U��は、E�¸�のST.にÚxして

います。.U��に©れやその
の©Í��が�

ると、	@Ã�、ËÌ¬、OzなどのØÙにな

ります。

.Uホース

800eS»�¹に、.Uホースの¬やOzを*

+してください。

!"のために：�	の*+4�を9うときは、ª

�をC�しU]を�けているST.のuれを�つ

けてください。

M�にÛさいÎから+UのST.がuれていても

Ïど·に�えないため、ÐÑをすることがありま

す。

00002

uれをK�した9+は、(¦なÒ¿�に�Qして

ください。

-A：TENNANT�の.Uホースまたはそれにd¿

する�hの.UホースのみをC�してください。
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エンジン

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

VW01

!"のために：�	を*+4�するときは、Xく

なっているエンジンVW�にYれないでください

。エンジンがXい�ラジエーターからキャップを

iりFさないでください。エンジンをVやしてく

ださい。

タンクEのVW�レベルは、¹º*+してくださ

い。エンジンがVえている»のVW�のレベルは

、インジケーターマークの�でなければなりませ

ん。

!"のために：�	を*+4�するときは、エン

ジンがXい�ラジエーターからキャップをiりF

さないでください。エンジンをVやしてください

。

�/VW�のÓ+に0するÔ¥は、クーラントの

メーカーにおÜい+わせください。

800eS»�¹に、ラジエーターとVW01を�

�してください。

エンジンのオーバーヒートを7bするために、V

W��にはHIな�のVW�が!れている&'が

あります。

VW01をÆÒするときは、ドレンコックを=き

01からエアを´きます（シリアル/R002003�

8の	)）。

（シリアル/R002004��の	)には、ドレンコ

ックがありません。)

LPGt>の	½のドレンコックの�1（シリアル

/R002003�8の	)）

ガソリンt>の	½のドレンコックの�1（シリ

アル/R002003�8の	)）
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200eS»�¹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。Ozしたホースやクランプを�


してください。

1000eS»�¹に、ラジエーターのホースのËÂ

とÌ^を*+してください。

100eS»�¹に、ラジエーターコアとのフィン

の©れを*+してください。
�のエアフローと

はNの��から、グリルやラジエーターフィンに

ÑUのエアまたは�を�り、すべてのo�を��

してください。��するときにVWフィンをÕげ

ないように-Aしてください。フィンにo�がこ

びりつかないようにHIに��してください。ラ

ジエーターがÝ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Vやしてから��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

インジケーターを¹º*+してください。インジ

ケーターのHいÖは、エアーフィルターエレメン

トの©れのIJに�じて�Tします。HいÖが5k

Pa（20in H2O）にOし、SERVICE WHEN

REDウィンドウ"�がHÇ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m6な×�Þをßるには、エンジン

がSTしている&'があります。

!"のために：*+4�の»は、~T��に�Y

しないようにしてください。

ゆったりした�やアクセサリーは��せず、1が

2い9+はまとめてください。

エアーフィルター

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

エンジンエアーフィルターハウジングは、Âシュ

ラウドドアのE¶のエンジンÇの��にあります

。

エアーフィルターインジケーターがà%��の'

rをCした9+、またはフィルターエレメントが

Ozした9+、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」をÄ�してください。
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エアーフィルターエレメントをiりFします。エ

ンドキャップとハウジングE�をウエスで-AØ

く��してください。ハウジングシーリング�を

��します。

0¤フィルターの3�·の�
»に、セーフティ

ーフィルターエレメントも�
してください。エ

アフローが¶まっていない'り、セーフティーフ

ィルターエレメントをハウジングからiりFさな

いでください。

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iり�け、ドレンが��きになるようにダ

ストキャップをiり�けます。

エアーフィルターエレメントをáの�1にÙした

q、インジケーターのÚのリセットボタンを;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。

23フィルター（ガソリン）

400eS»�¹に、ガソリン23フィルターを�


してください。

!"のために：�	を*+4�するときは、23

��の©w�!に�やxyを�づけないでくださ

い。�!の
%を�くしてください。
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23フィルター（LPG）

-：LPGタンクのサービスバルブを?め、エンジ

ンが23¦れで�bするまでSTさせます。エン

ジン�bq、LPG23��のS�を¨ してくだ

さい。

400eS»�¹に、LPG23フィルターを�
して

ください。

23ロックオフバルブをIMすると、LPG23フ

ィルターをiりFせます。

!"のために：�	を*+4�するときは、23

��の©w�!に�やxyを�づけないでくださ

い。�!の
%を�くしてください。

�\U]4/（LPG）

（シリアル/R 000000 - 005699）

100eS»�¹に、センサーをiりFしLPG�\U

]4/（EPR）からオイルをT�してください

。

!"のために：�	を*+4�するときは、23

��の©w�!に�やxyを�づけないでくださ

い。�!の
%を�くしてください。

LPG%^/

100eS»�¹に、LPG%^/に»¡した.をT�

してください。

!"のために：�	を*+4�するときは、23

��の©w�!に�やxyを�づけないでくださ

い。�!の
%を�くしてください。
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スパークプラグ - GMエンジン
（シリアル�� 000000 - 005699）

400eS»�¹に、スパークプラグを��または

�
し、C�を4してください。(mなスパー

クプラグのC�は1mmです。

スパークプラグ - a5�エンジン

（シリアル/R 005700 - ）

1000eS»�¹に、スパークプラグを�
してく

ださい。

エンジンベルト

50eS»�¹に、ベルトのÉ]を*+してくださ

い。ベルトのÉ]は&'に�じて4してくださ

い。

(mなベルトのÉ]は、ベルトの0/2い¶の}

��1に4～5kgの]をãえたときに13mmÛ たわ

むIJです。

�y：ベルトとファンがTいています。�

づかないでください。

タイミングベルト - GMエンジン

（シリアル/R 000000 - 005699）

800eS»�¹に、タイミングベルトを*+して

ください。

2000eS»�¹に、タイミングベルトを�
して

ください。

カムシャフトとバランスシャフトベルト -

a5�エンジン（シリアル/R 005700 - ）

5000eS»�¹に、カムシャフトとバランスシャ

フトベルトを�
してください。
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PCVシステム

100eS»�¹に、PCVシステムを*+してくださ

い。

バッテリー

C�=�から50eS»�Ü@q、そのqは800e

S»�¹に、バッテリーターミナル�を��し、

{め�けてください。バッテリーからプラグをi

りFしたり、バッテリーに�をãえないよう-A

してください。

!"のために：�	を*+4�するときは、バッ

テリー�にYれないでください。
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ヒューズとリレー

リレーパネルのヒューズとリレー

リレーパネルのカバーをiりFすと、ヒューズと

リレーをiりFせます。ヒューズ�
が&'な9

+は、&ず£じアンペアのものと�
してくださ

い。リレーパネルのoき�しの}に15アンペアの

ä�ヒューズがあります。

リレーパネルのヒューズとリレーの�1について

は、�DのåをÄ�してください。

ヒューズとr5されている�Pについては、�の

,をÄ�してください。

S30

ヒューズ XY 5Zされている[\

FU1 15A ホーン

FU2 15A キースイッチ、エンジン、�/

FU3 15 A ��BC/、4��フラッシャー

FU4 15A ä�ヒューズ�き、スイッチæB+

FU5 15A メインブラシバルブ、サイドブラ
シバルブ

FU6 15A ホッパーバルブ

FU7 15A q/ライトとアラーム

FU8 15A ä�ヒューズ�きB+

FU9 15A シェーカー、バキュームファンバ
ルブ

FU10 15A ÝC�

FU11 60A メインハーネスラインEのè��
ヒューズ

FU12 60A キャブ��（オプション）

FU13 40A ÝC�

FU14 60A キャブ��（オプション）

S30 XPとX4

ヒューズ XY 5Zされている[\

FU1 15A ホーン

FU2 15A キースイッチ、エンジン、�/

FU3 15 A ��BC/、4��フラッシャー
、シェーカー

FU4 15A コントロールボード

FU5 15A メインブラシバルブ、サイドブラ
シバルブ

FU6 15A ホッパーバルブ、バキュームファ
ンバルブ

FU7 15A q/ライトとアラーム

FU8 15A ä�ヒューズ�きB+

FU9 15A ä�ヒューズ�き、スイッチæB+

FU10 15A ÝC�

FU11 60A メインハーネスラインEのè��
ヒューズ

FU12 60A キャブ��（オプション）

FU13 40A ÝC�

FU14 60A キャブ��（オプション）

-：ヒューズ�
が&'な9+は、&ず£じアン

ペアのものと�
してください。



����

49S30 9004083 Gas/LPG (07-2014)

リレーとÁ²されている�Pについては、�の,

をÄ�してください。

S30

リレー XY ^_される[\

M1 12VDC、40A ホーン

M2 12VDC、40A vé1

M3 12VDC、40A シェーカー

M4 12VDC、40A メインブラシバルブ、サイド
ブラシバルブ

M5 12VDC、40A vé2

S30 XPとX4

リレー XY ^_される[\

M1 12VDC、40A ホーン

M2 12VDC、40A vé1

M3 12VDC、40A シェーカー

M4 12VDC、40A ÝC�

M5 12VDC、40A vé2

エンジンハーネスのヒューズとリレー

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E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�

1については、ヒューズボックスのカバーをÄ�

してください。

-：ヒューズ�
が&'な9+は、&ず£じアン

ペアのものと�
してください。

キャブのヒューズ（キャブオプション）

キャブのヒューズはキャブE�のヒューズボック

スにあります。ヒューズカバーをiりFすと、ヒ

ューズをiりFせます。

ヒューズとÁ²されている�Pについては、�の

,をÄ�してください。

ヒューズ XY 5Zされている[\

FU1 5A ライト

FU2 5A ワイパー

FU3 20A エアコンディショナー

FU4 2A ヒーター

-：ヒューズ�
が&'な9+は、&ず£じアン

ペアのものと�
してください。
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ダストフィルターのiりFしと*+（シリアル/

R 000000 - 006500）

��S�のÞµ»および�	からフィルターをi

りFす9+には、&ずフィルターシェーカーをS

Tさせてください。100eS»�¹に、フィルタ

ーを*+し��してください。Ozしたダストフ

ィルターは�
してください。

-：¹のひどいNでは、よりQßにフィルターを

��してください。

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

1. トップカバーとサイドシュラウドを=いてく

ださい。

2. フィルターシェーカーアセンブリをフィルタ

ーハウジングからiりFしてください。

3. ダストフィルターをフィルターハウジングか

らiりFしてください。

4. ダストフィルターエレメントを��する、ま

たは�します。「ダストフィルターの��

」をÄ�してください。

5. ダストフィルターをフィルターハウジングに

à�し、iりFした��をiり�けてくださ

い。

6. サイドシュラウドとトップカバーを?じてく

ださい。
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ダストフィルターのiりFしと*+（シリアル/

R 006501 -           ）

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

��S�のÞµ»および�	からフィルターをi

りFす9+には、&ずフィルターシェーカーをS

Tさせてください。100eS»�¹に、フィルタ

ーを*+し��してください。Ozしたダストフ

ィルターは�
してください。

-：¹のひどいNでは、よりQßにフィルターを

��してください。

1. ホッパーカバーの�め>をFし=きます。=

いたホッパーカバーをサポートバーで�えま

す。

2. ダストフィルターカバーをiりFします。

3. ダストフィルターをホッパーからiりFしま

す。

4. ダストフィルターエレメントを��する、ま

たは�します。「ダストフィルターの��

」をÄ�してください。

5. ダストフィルタートレーにある�やゴミを�

�します。

6. ダストフィルターをk iり�けます。

7. ダストフィルターカバーをk iり�けます

。

8. ホッパーカバーを?じます。
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ダストフィルターの��

¤のいずれかの��でダストフィルターを��し

てください。

シェーカーのST-

フィルターシェーカースイッチを;してください

。

�くëく -

¥らな�でフィルターを�くëいてください。フ

ィルターのaをbcしないようdeしてください

。フィルターの®をOzすると、フィルターがm

しくì?されません。

UÁ�%をC�する9+は、&ずr5 6を��

してください。エアーはフィルターの}áからF

に�けてíきかけてください。3mm�Bのノズル

をC�し、âïに550kPa�Bの�%UはC�しな

いでください。また、フィルターの50mm�Eにノ

ズルを�づけないでください。

サイクロンアセンブリーの��

（シリアル/R 006501 -          ）

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

100eS»�¹に、サイクロンとフィルターハウ

ジングを��してください。

サイクロンカバー*+ポートを=き、サイクロン

カバーのo�やゴミをiり<きます。
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メインブラシ

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

¹º、ブラシの¬やOzを*+してください。

メインブラシ、メインブラシのドライブハブ、メ

インブラシのアイドラーハブにQまったãくずや

ワイヤをiり<いてください。

50eS»�¹にÂÈのブラシを�れ¼えることで

、ブラシのÕÖと��]を�·'にoき�すこと

ができます。「メインブラシの9�とローテーシ

ョン」をÄ�してください。

��ðGがÑ�した9+は、メインブラシを�


してください。

メインブラシの�
とローテーション

1. ブラシヘッドをBげます。

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

2. È¶のメインブラシ*+ドアを=きます。

3. \け>をFし、ブラシアイドラープレートを

iりFしてください。
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4. メインブラシをメインブラシÇからoき�し

ます。

5. メインブラシを�
する、またはブラシの�

きñえてください。

6. ブラシをブラシÇに�り9ませ、ドライブプ

ラグまで;し9みます。

7. ブラシアイドラープレートをiり�けます。

8. È¶にあるメインブラシドアを?めてくださ

い。

9. ブラシの�
qまたはブラシの�きをñえて

iり�けたqに、&'に�じてブラシのパタ

ーンを67し、4してください。「メイン

ブラシパターンの��」をÄ�してください

。
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メインブラシパターンの67

1. �らかで¥らな¼にチョーク、またはそれに

Jòするマーキング�を します。

-：チョークなどを��できない9+は、¼のB

で2I�ブラシを��させてください。¼にブラ

シのRがäります。

2. チョークをまいた9Nでメインブラシを�げ

、�	をTかさずに15[から20[�その�1

でブラシを��させます。

3. ブラシをBげ、チョークをまいた9NのFに

�	を�Tさせます。ブラシパターンは、ブ

ラシの"ての�I50～75mmjである&'があ

ります。「メインブラシの�の��」をÄ�

してください。

00582

4. ブラシパターンがテーパーになっている9+

は、�マニュアルの「メインブラシのテーパ

ーの��」の�をÄ�してください。

00601

メインブラシのテーパーの4

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

1. シャフトベアリングブラケットiり�けボル

トを£めます。

2. ブラケットをスロットEでB�させ、iり�

けボルトを{め�けます。

3. メインブラシのパターンを67し、&'に�

じて4してください。メインブラシ4ノ

ブのSをブラシアイドラープレートと£じカ

ラーバンドに��してください。
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メインブラシのjの4

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

1. メインブラシのåの2さをブラシアイドラー

プレートのカラーバンドとæTします。

2. メインブラシ4ノブを£め、Sをスライド

させてブラシアイドラープレートのカラーバ

ンドに+わせます。ノブをk {め�けます

。

3. パターンをk 67します。&'に�じてk

4してください。

サイドブラシ

¹º、サイドブラシの¬やOzを*+してくだ

さい。サイドブラシやサイドブラシのドライブハ

ブにQまったãくずやワイヤをiり<いてくださ

い。

サイドブラシの�


��ðGがÑ�した9+は、ブラシを�
してく

ださい。

1. サイドブラシをBげてください。

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

2. サイドブラシの�めピンをiりFし、サイド

ブラシをiりFしてください。

-：ブラシをiり�けていない9+は、ドライブ

ハブをiりFして�しいブラシにiり�けてくだ

さい。

3. �しいサイドブラシをサイドブラシのドライ

ブシャフトにスライドさせ、�めピンをiり

�けてください。

4. サイドブラシのパターンを4してください

。「サイドブラシのパターンの��」Ä�。
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サイドブラシのパターンの4

サイドブラシは、çT»に10»から4»の�の�

1で¼にYれている&'があります。

350327

S30:サイドブラシg�ノブをÂに�すとブラシパ

ターンが·きくなり、Èに�すとÛさくなります

。

S30 XPとX4:

サイドブラシ��ノブをサイドブラシブラケット

に{め�けるとブラシパターンがÛさくなり、ノ

ブを£めると·きくなります。

サイドブラシガードのローテーションと�


200eS»�¹に、サイドブラシガードを90��

させてください。4�すべてをC�した9+は、

ブラシガードを�
してください。
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スカートとフラップ

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

ホッパースカート

¹º、ホッパースカートの¬やOzを*+して

ください。ホッパースカートが¼にYれなくなっ

たら�
してください。

ブラシドアスカート

-：&ずリヤタイヤの�%を(mに�れてから、

スカートのC�を*+してください。

ブラシドアスカートは¼から

3～6mm�れていることを67してください。¹º

、スカートの¬やOzを*+し、4してくだ

さい。

-：ブラシドアスカートには、¼とのC�を4

できるスロットÎがあります。(¦に4できる

よう、ドアを?じてください。

リヤスカート

-：&ずリヤタイヤの�%を(mに�れてから、

スカートのC�を*+してください。

リヤブラシスカートは¼から

3～6mm�れていることを67してください。¹º

、スカートの¬やOzを*+し、4してくだ

さい。

k8�フラップ

k8�フラップはèT4æです。¹º、フラッ

プの¬やOzを*+してください。
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シール

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

ブラシドアシール

100eS»�¹に、ブラシドアシールの¬やO

zを*+してください。

ホッパーシール

100eS»�¹に、ホッパードアシールの¬や

Ozを*+してください。

ホッパー*+ドアシール

100eS»�¹に、ホッパー*+ドアシールの¬

やOzを*+してください。

フィルターチャンバシール

100eS»�¹に、フィルターチャンバシールの

¬やOzを*+してください。

（シリアル/R 000000 - 006500）

（シリアル/R 006501 -         ）
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サイクロンプレフィルターシール

100eS»�¹に、サイクロンプレフィルターシ

ールの¬やOzを*+してください。

(シリアル/R 000000 - 006500)

(シリアル/R 006501 -

)

ダストリターンシール

（シリアル/R 000000 - 006500）

100eS»�¹に、ダストリターンシールの¬

やOzを*+してください。

ダストフィルターシール

（シリアル/R 000000 - 006500）

100eS»�¹に、ダストフィルターシールの¬

やOzを*+してください。

バキュームワンドドアシール（オプション）

100eS»�¹に、バキュームワンドドアシール

の¬やOzを*+してください。
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サイクロンダストトレーシール

（シリアル/R 006501 -             ）

100eS»�¹に、サイクロンダストトレーシー

ルの¬、Oz、ゴミの»¡を*+してください

。

-：シールの*+や��のためにサイクロンアセ

ンブリーをiりFす&'はありません。

サイクロンパーマフィルター

（シリアル/R 006501 -         ）

&'に�じて、サイクロンパーマフィルターから

�いゴミ、éれたゴミ、·�のゴミを��してく

ださい。100eS»�¹に、サイクロンパーマフ

ィルターのOzを*+してください。

サイクロンカバーシール

（シリアル/R 006501 -         ）

100eS»�¹に、サイクロンカバーシールの¬

やOzを*+してください。&'に�じて、サ

イクロンの¹やゴミを��してください。

サイクロンカバー*+ポートシール

（シリアル/R 006501 -         ） 

100eS»�¹に、サイクロンカバー*+ポート

シールの¬やOzを*+してください。&'に

�じて、シールの¹やゴミを��してください。



����

62 S30 9004083 Gas/LPG (07-2014)

ホッパーダストフィルターカバーシール

（シリアル/R 006501 -             ） 

100eS»�¹に、ホッパーダストフィルターカ

バーシールの¬やOzを*+してください。&

'に�じて、シールの¹やゴミを��してくださ

い。

ブレーキとタイヤ

ブレーキ

200eS»�¹に、ブレーキの4を67してく

ださい。

ブレーキのêを67する9+、��ブレーキペ

ダルから、ペダルのTきにëìがある*までのU

�を×�します。

U�は、19～25mmである&'があります。&'に

�じてブレーキをêします。

タイヤ

íî0�のフロントタイヤはソリットタイヤです

。íî0�のリヤタイヤは�%æです。

100eS»�¹に、リヤタイヤUを67してくだ

さい。(mな�%Uは

790 + 35kPaです。

リヤホイール

C�=�q50»�Ü@q、そのqは800eS»�

¹に、åにCしたVóでリヤホイールナットを12

2～149Nmで2�{め�けてください。

2

3

4

1

5

�9モーター

800eS»�¹に、シャフトナットを508Nm（-.

»）または644Nm（ôï»）で{め�けてくださ

い。
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�	の:o・q;し・��

�	の:o・q;し

�	がZAした9+、��からもq�からも;す

ことができますが、:oはq�からしかできませ

んので-Aしてください。

�	を�Tする9+、.U��をOzしないよう

に、バイパスバルブをC�してください。このバ

ルブをC�すると、�@に�い��の��は».

1.6kp�Eの. でZA	を�Tできます。2U

�をまたは+.で�	を�Tしないでください。

-A！�	を2U��Tしないでください。�9

01にOzをoき�こすことがあります。

�9ポンプのõ�にW1したバイパスバルブを


�の�1から90（öAの��に）�してから、�

	を�Tしてください。�	の�TがÞµしたら

、バイパスバルブを
�の�1にÙしてください

。


���»は、バイパスバルブをC�しないこと

。

�	の��

1. ブラシをBげてください。&'に�じて、ホ

ッパーをºしBげタラップとのC�を÷げて

ください。

!"のために：

�	をトラックまたはトレーラーに¡ する9+

は、¡ する�にごみホッパーを�にしてくださ

い。

2. �	のフロント�をトラックまたはトレーラ

ーの¡み9み®にW1してください。

!"のために：�	をトラックまたはトレーラー

に¡み8ろしする9+は、ウィンチをC�してく

ださい。¡み9み�が�¥でなく、³�から380m

m�Bの+さがある9+は、�	を��しながら

トラックまたはトレーラーに¡み8ろししないで

ください。

3. ¡み9み�が�¥で、³�から380mm��で

ある9+は、�	を��してトラックまたは

トレーラーに¡ することができます。

4. ウィンチで�	をトラックまたはトレーラー

に¡ する9+は、�	フロント�のÂÈの

�XにあるÎにウィンチ�のチェーンをiり

�けてください。



����

64 S30 9004083 Gas/LPG (07-2014)

5. �	はトラックまたはトレーラーのフロント

�にできるだけ�づけてW1してください。

6. パーキングブレーキを\け、�ホイールのq

ろにbめðを1き、�	がTかないようにし

てください。

7. ブラシとホッパーを�げてください（ホッパ

ーをあげている9+）。

8. �	フロント�のÂÈの�XにあるÎとリヤ

タイヤのqろにあるリヤジャッキングブラケ

ットのÎに、���ロープをiり�けてくだ

さい。

9. �	のøï¶に���のñひもをòし、トレ

ーラーまたはトラックの¼のブラケットに�

めてください。���ロープを{め�けてく

ださい。

-：

トレーラーまたはトラックの¼に���ブラケッ

トをiり�ける&'がある9+もあります。

!"のために：�	をトラックまたはトレーラー

から8ろすときは、ウィンチをC�してください

。¡み9み�が�¥でなく、³�から380mm�B

の+さがある9+は、

�	を��しながらトラックまたはトレーラーか

ら8ろさないでください。

10.¡み9み�が�¥で、³�から380mm��であ

る9+は、�	を��しながらトラックまた

はトレーラーから8ろすことができます。
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�	のジャッキアップ

ホッパーを�にし、�	をジャッキで�ちBげて

ください。B�された9Nで�	をジャッキで�

ちBげてください。�	の��を�えられるホイ

ストまたはジャッキをC�してください。ジャッ

キスタンドをC�して�	を�えてください。

!"のために：�	から�れる9+または*+4

�を9う9+は、�	を�¥な9Nにbめ、パー

キングブレーキを\けて��を¦り、キーを´い

てください。

!"のために：�	を*+4�するときは、�	

のタイヤを3�めでbめてからジャッキで�ちB

げてください。�	の��を�えられるホイスト

またはジャッキをC�してください。�	はB�

の9Nでのみジャッキで�ちBげてください。�

	をジャッキスタンドで�えてください。

リヤのジャッキ9Nは�	G¶のリヤタイヤのす

ぐqろにあります。

フロントのジャッキ�1は、フロントタイヤのす

ぐ�のフレームにあります。

r<=s

�	を2Ì�r<する9+は、��に-Aしてく

ださい。

1. �	はóしいôïした9Nに1いてください

。�	にYやZがかからないよう-Aしてく

ださい。DEでr<してください。

2. バッテリーはiりFしておく、または3ヶô

¹にÆ�してください。
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t>

�	のu�とv�

�· u�/v�

"2 2360mm

"+ 1475mm

"+（ヘッドガード�き） 2095mm

"j/フレーム 1590mm

ホイールベース 1226mm

トレッド 1426mm

��j（サイドブラシRり） 1590mm

��j（GサイドブラシRり） 2030mm

メインブラシÃú 356mm

サイドブラシÃú 660mm

ごみホッパーv¡v�（プラスチックとスチール） 395リットル

ごみホッパー��v�（プラスチック） 490kg

ごみホッパー��v�（スチール） 545kg

ダンプ+（~ñ） 1525mm

�Ûûüダンプ+ 2500mm

��-（�） 1595Kg

GVWR 2630Kg

��³B+ 100mm

r5¾õ IPX3

IEC 60335-2-72にîöして±�された÷Þ ×�Þ

[UレベルLpA 80 dB (A)

[UのÃ6�? KpA 3 dB (A)

["�]レベルLWA＋Ã6�?KWA 102 dB (A)

øT - �からù <2.5 m/s2

øT - "& <0.5 m/s2

�	の?@

�· ×�Þ


P���Ûj 2870mm

�,�9. （�+） 13.0Km/h

q,�9. （�+） 5.0Km/h

°¡み»のúý�·��（ホッパー：�） 25%

��»のúý�·�� 14%

��»のúý�·��（GVWR） 17%
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T]

エンジン  タイプ イグニッション サイク

ル

à% シリンダ

ー

ボア ストロー
ク

GM 1.6

（シリアル/R

000000 -

005699）

ピストン ûIW.スパー

ク

 4 èü 4 79mm

（3.11

in）

81.5mm

（3.21

in）

T%� テナント���] SAE J1995

によるý�þ�]

1600cc（98cu in） 23.2kw（32hp） @ 2400rpm 41kw（55hp） @ 4000rp

m

23 VW01 �%��

ガソリン、�Ñ87オクタン

、û]

23タンク:42リットル（11

.2 gal）

�/エチレングリコール

ÃÊ�

þ�12V

LPG、

23タンク: 15kg（33l

b）

+�:7.5リットル（2 gal） 75Aのオルタネーター

ラジエーター:3.8リットル（1

gal）

アイドル. 、û^° （+.）��. 、^°あり *xVó

1350+50rpm 
���モード:

2000 +50rpm

��ごみ��モード:

2400 +50rpm

1-3-4-2

スパークプラグギャップ バルブクリアランス（V�»） エンジンオイル（フィル

ター�き）

1mm（0.035 in） û4

OHCエンジン

3.5リットル (3.7 qt)

5W30 SAE-SG/SH

エンジン  タイプ イグニッション サイク

ル

à% シリンダ

ー

ボア ストローク

a5 2.0

（シリアル/R

005700 - ）

ピストン プラグのコイル  4 èü 4 85mm (3.35

in）

88mm (3.46

in）

T%� テナント���] SAE J1995

によるý�þ�]

1997cc（122cu in） LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @ 2300

rpm

LPG - 38.5 kW (51.6

Hp) @ 2800 rpm

ガソリン - 30.3 kW (40.6 Hp) @

2300 rpm

ガソリン - 37.8 kW

(50.7 Hp) @ 2800 rpm

23 VW01 �%��

ガソリン、�Ñ87オクタン

、û]

23タンク:42リットル（11

.2 gal）

�/エチレングリコール

ÃÊ�

þ�12V

LPG、

23タンク: 15kg（33l

b）

+�:7.5リットル（2 gal） 75Aのオルタネーター

ラジエーター:3.8リットル（1

gal）

アイドル. 、û^° （+.）��. 、^°あり *xVó

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

スパークプラグギャップ バルブクリアランス（V�»） エンジンオイル（フィル

ター�き）

1.1mm（0.043 in） û4

OHCエンジン

4.7リットル (5.0 qt)

5W30 SAE-SG/SH
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.Uシステム

システム v� ISO� グレードの� B
÷

��} のW�

ST.タンク 38リットル（
10 gal）

ISO 100 VI 126�B 19℃�B

ST.ý� 45リットル（
12 gal）

ISO 68 VI 155�B 7～43℃

ISO 32 VI 163�B 16℃��

ステアリング

タイプ T]

リヤホイール、.Uシリンダー .Uアクセサリーポンプ

ブレーキシステム

タイプ eS

サービスブレーキ 	½æドラムブレーキ（2）、フロントホイール¿
たり1つ、ケーブルSTæ

パーキングブレーキ ��ブレーキを��、ケーブルSTæ

タイヤ

9N タイプ サイズ

フロント（2） ソリッド 127 mm x 535 mm

リヤ（1） �%æ 115mm x 470mm
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�	のu�

2360mm
 

1590mm
 

2360mm
 

1590mm
 

2095mm
 

1475mm
 

2095mm
 

ホイールベース

1226mm

トレッド

1426mm

ホイールベース

1226mm
トレッド

1426mm

354726
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