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1. 名称・仕様

1.1 各部の名称

ハンドル

ハンドル固定ボルト

ダストコンテナ

サイドブラシ

前輪

後輪

メインブラシ
高さ調整レバー

サイドブラシ
高さ調整ダイヤル

メインブラシ（内部）

スカート

1.2 主要仕様
型 　 式 MCC804-1
作 業 量 3700m2/h
作 業 幅 980mm
メ イ ン ブ ラ シ 幅 480mm
コ ン テ ナ 容 量 40L
本 体 幅 790mm

使 用 時 寸 法
（ブラシ・ハンドルを含む）

全 長 1300mm
全 幅 980mm
全 高 1035mm

本 体 重 量 21kg
注）仕様は予告なく変更することがあります。
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2. 安全のために

安全にお使いいただくために、次のことを必ず守ってください。
これらのことを守らないとケガの恐れがあります。

取扱説明書を必ず読んでからお使いください。
取扱説明書を読み、よく理解してから使用してください。
組立・取扱い要領はよく読んで理解してください。
取扱説明書はいつでもみることができるようにしておい
てください。

銘板の製造番号を転記しておいてください。
ご購入いただいた際に、本体貼付の銘板の製造番号を転記
しておいてください。
お問い合わせの際は、製品名と製造番号をご連絡ください。

ひも状のもの、液状のものの清掃には使用しな
いでください。
ワイヤー、ロープ、ストラップ状のもの、缶、びん、液状
のものの清掃には使用しないでください。故障の原因とな
ります。

改造禁止
弊社指定の販売店以外での分解、修理、改造はしないでく
ださい。保証の対象外となります。
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 安全のために

溜まったゴミは長期間放置しないでください。
ダストコンテナは常にきれいにしておいてください。ゴミ
等を長期間放置しますと、悪臭やカビなどの原因になりま
す。

交換部品は純正部品をご使用ください。
万一、故障した場合は販売店または弊社サービス店までご
連絡ください。
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3. 組立・取扱い

3.1 組　立
本体梱包時にはハンドル、サイドブラシは取り付けられていません。開梱時
に取り付けてください。

(1) ハンドルの取付
ハンドルをハンドル固定ボルトで固定します。
ハンドルの溝を差し込む位置によってハンド
ルの角度を 3段階に変えることができます。

ハンドル取り付け向きに注意してください。向き
は 1ページを参照してください。

(2) サイドブラシの取付
サイドブラシは左右各 3本のネジで固定しま
す。

サイドブラシには左右がありますので、確認して
から取付けてください。

ハンドル固定ボルト

注意

固定ネジ

注意
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 組立・取扱い

3.2 使用方法
(1) サイドブラシ高さの調整

使用する場所に合わせてサイドブラシの高さ
を調整します。
サイドブラシ高さ調整ダイヤルを左に回すと
サイドブラシが下がり、右に回すと上がります。

(2) メインブラシ高さの調整。
使用する場所に合わせてメインブラシの高さ
を調整します。
メインブラシ高さ調整レバーを前に倒すとと
メインブラシが下がり、手前に引くと上がりま
す。

(3) 清掃を開始します。
ハンドルを持ち機械を手押しするとブラシが
回転して清掃できます。

ワイヤー、ロープ、ストラップ状のもの、缶、び
ん、水その他液状のものの清掃には使用しないで
ください。故障の原因となります。

段差のある場所では操作に注意してください。前
進では 2.5cm、後進では 19cmを以上の段差は越
えられません。

上がる

下がる

上がる

下がる
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組立・取扱い

3.3 機械の清掃及びメンテナンス
(1) ダストコンテナの清掃

ストッパーを外して、ダストコンテナの取っ手
に手をかけ、前方に引き上げるとダストコンテ
ナが外れます。

作業する時は、ストッパーをロック位置にしてく
ださい。

溜まったゴミを捨てきれいにします。

溜まったゴミは長期間放置しないでください。悪
臭やカビなどの原因になります。

ダストコンテナのリップを傷つけないようにしま
す。リップが傷ついたり変形したりするとゴミの
収集が悪くなります。

(2) ブラシの清掃
メインブラシやサイドブラシは定期的に清掃
してください。
ブラシ部を軽くたたいて、ちりを落とし、汚れ
がひどい場合は、水洗いをして乾燥させてくだ
さい。

ロック位置

注意

ダストコンテナ

リップ

ダストコンテナ

サイドブラシ
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 組立・取扱い

メインブラシにストラップ状のものが巻きつ
いた場合はダストコンテナを取り外して、取り
除いてください。
ゴミが取れなくなった場合は交換してくださ
い。

交換部品は純正部品を使用してください。

(3) 収　納
ハンドル固定ボルトを緩め、ハンドルを前に倒
してから固定し、本体を立てると狭いスペース
に収納することができます。

ダストコンテナのゴミを捨てて、清掃してから立
ててください。

(4) ダストコンテナのリップの交換
ダストコンテナのリップが傷ついたり変形し
たりして、ゴミの収集が悪くなった場合、交換
します。
底部から 5本のネジで固定されています。ネジ
を緩めて取り外し、新しいリップを取り付けま
す。

交換部品は純正部品を使用してください。

メインブラシ

注意

ハンドル
固定ボルト

ハンドル

注意

リップ

ダストコンテナ

注意
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組立・取扱い

(5) サイドブラシの交換
サイドブラシが傷んでゴミが取れなくなった
場合交換します。
底部から 3本のネジで固定されています。ネジ
を緩めて取り外し、新しいサイドブラシを取り
付けます。

交換部品は純正部品を使用してください。

(6) メインブラシの交換
メインブラシが傷んでゴミが取れなくなった
場合交換します。
ダストコンテナを取り外し、シャフトに取り付
けてある 3本のネジを緩めると片側が外れま
す。もう一方も同様に取り外します。新しいメ
インブラシを取り外しの逆の手順で取り付け
ます。

交換部品は純正部品を使用してください。

固定ネジ
注意

メインブラシ

注意
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 組立・取扱い

(7) 後部スカートの交換
本体後部のスカートが傷んだり変形したりし
て、ゴミが外にもれるようになった場合に交換
します。
底部から 8本、後部から 2本のネジで固定され
ています。ダストコンテナを取り外し、本体を
仰向けにして、ネジを緩めて取り外します。新
しいスカートを取り外しの逆の手順で取り付
けます。

交換部品は純正部品を使用してください。

(8) 側部スカートの交換
本体底部のメインブラシの左右にあるスカー
トが傷んだり変形したりして、ゴミが外にもれ
るようになった場合に交換します。
底部から各 3本のネジで固定されています。ダ
ストコンテナを取り外し、本体を仰向けにし
て、ネジを緩めて取り外します。新しいスカー
トを取り外しの逆の手順で取り付けます。

交換部品は純正部品を使用してください。

後部スカート

注意

側部スカート

側部スカート

注意
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組立・取扱い

(9) ラウンドベルトの交換
ラウンドベルトが傷んだり、切れたりしてサイ
ドブラシが回転しなくなった場合に交換しま
す。
ベルトの掛け方は左図を参照してください。

交換部品は純正部品を使用してください。ラウンド
ベルト

右

注意

ラウンド
ベルト

左
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4. トラブルシューティング

4.1 ごみが取れない

原　　因 対　　策
ブラシの高さは清掃場所に適しています
か？

サイドブラシの高さ調節をしてください。
メインブラシの高さを調節してください。

ブラシが損傷していませんか？ ブラシを交換してください。
ダストコンテナのリップが傷んだり、変形
したりしていませんか？

ダストコンテナのリップを交換してくださ
い。

ダストコンテナ内がゴミで一杯になってい
ませんか？

ダストコンテナ内のゴミ等を捨ててくださ
い。

4.2 サイドブラシが回転しない

原　　因 対　　策
サイドブラシのラウンドベルトが切れてい
たり、摩耗していたりしませんか？ ラウンドベルトを交換してください。

4.3 集めたゴミ等が本体下からもれる

原　　因 対　　策
スカートが傷んだり、変形したりしていま
せんか？ スカートを交換してください。



MCC804-1保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only Japan
お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の規定により、無償
で交換または修理させていただきます。

1. 保証期間内（お買上げ日より 6ケ月）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場
合は、無償で交換または修理させていただきます。その際はお買上げの販売店にご連絡下
さい。

2. 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせて頂きます。 
（郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
1) 本保証書にお買上げ日及び販売店名の記入 •捺印が無い場合。
2) 誤用 •乱用及び取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障又は損傷の場合。
3) 弊社指定の販売店以外での修理 .改造 •分解が行われた場合。
4) 火災 •地震 •水害及び盗難等の災害 •不適切は移動 .落下などの場合。
5) 使用中に生じたキズ •汚れなどの外観上の変化、汚れ。
6) 付属品の交換。
7) 原因が本製品以外に起因する場合。
8) 本保証書の指示がない場合及び必要事項の記入が無い場合。

製品名 MCC804-1 本製品番号

お
客
様

ご住所　〒

ご氏名
お買上げ日 　　　　年　　月　　日 保証期間 お買上げ日より 6ケ月

販
売
店

ご住所　〒

ご氏名

本保証書は製品番号、お買上げ日、販売店の記載がない場合は、無効とします。
必ずご確認いただき、記入なき場合はお買上の販売店にお申し出下さい。
この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換又は修理をお約束するも
のです。
したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。





販売元

TEL 0748-75-2171 FAX 0748-75-0294
1906


