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1. 概 要 
1.1 はじめに 

この取扱説明書の目的は、使用者に適切で安全な操作と保守点検上の  

情報を提供するものです。  

本機の使用者は、使用前に必ずこの説明書をよく読み完全に理解して下  

さい。この説明書は大変重要ですので、常時本機に保管しておいて下  

さい。  

メーカーは本機の用途・使用方法等に関し直接関与できませんので、所有者、使

用者、操作者の責任で、説明書にそった正しい使用方法で操作してください｡ 

この取扱説明書にある全ての情報は適切な正しい操作条件において  

使用されることに基づいて書かれています。本機に対するいかなる  

改造・改修も重大な禁止事項です。  

忘れてはならない最も重要なことは、どんなリフトもその安全はそれを  

操作する人次第ということになります。  

 

危険、警告、注意、重要、指示、通知 

 

説明書やリフト上にこれらの文言があるところは、以下のことを示しています。 

 

危険：もし正しく従わなかった場合、重大な死傷事故につながる高い可能性が 

あります。 

 

警告又は注意：もし正しく従わなかった場合、重大な死傷事故の可能性があり 

ます。 

 

安全警告印は、もし無視すると、重大な死傷事故の危険

性に対する注意を喚起する為のものです。 

 

重要・指示：安全な操作とリフトの損傷を回避するための重要な手順を示しています。 

 

通知：リフトに関する一般的な安全規則と手順を示しています。 

 

本機の安全な使用に関して適用される全ての安全法令、規則、条例等に従うことは 

本機の所有者及び使用者の責任です。 
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1.2 目 的 

これらの操作手順書は、HR12 の安全についての必要な情報が含まれています。 

専門的に訓練を受けた人によってなされる保守用その他の回路図等はニフティ 

リフトの代理店にご相談下さい。 

1.3 ハイトライダー SP（自走式）シリーズのご紹介 

ここにある情報、イラスト、その他の記述は現時点では全て有効です。メーカーは 

リフトの仕様に対し事前通告なく変更・改良を行なうことがあります。 

この説明書の読後、更に詳しい情報が必要な時は、ニフティリフト代理店まで申 

し出下さい。 

 

ニフティリフト・ハイトライダーSP シリーズ（自走式）は 2 人乗り、最大積載荷重 

200㎏、最大作業可能高さ 12ｍです。コンパクトでスリムな車台、小さい回転半径、 

動力による作業台の旋回と長い張り出しで優れた作業性を確保しています。 

 

全てのブームが収納時の位置に降ろされている時は力強い油圧モーターにより 

速い速度での走行が可能です。５度の傾斜センサーにより作動する自動停止 

や警報は作業台上昇時危険なところでの作業を防止します。 

ニフティリフトのハイトライダーは、高所作業が必要な所では屋内・屋外を問わず

あらゆる作業において、素早く安全な効率よい作業を可能にしています。 
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1.4 仕   様 

仕  様   HR12(&HR12N) 

最大作業可能高さ    12.2ｍ 

最大作業床高さ    10.2ｍ 

収納時高さ     1.9ｍ 

最大張出幅     6.1ｍ 

全幅（スタンダード）   1.80ｍ 

全幅（ナロー）    1.50ｍ 

収納時全長     4.10ｍ 

最大積載荷重     200kg 

ホイールベース    1.8ｍ 

最大回転半径（外輪）   4.20ｍ 

旋回角度     360° 

走行速度（収納時）    0～3.5kph 

走行速度（作業時）    0～1.6kph 

作業台床寸法（長さ x 幅）  0.65ｘ1.1m 

操 作     完全比例制御 

油 圧     200bar 

タイヤ     ムク 

登坂能力     25％（14゜） 

最低地上高     185ｍｍ 

総重量     2400kg （ナロータイプ 2950kg） 

最大接地荷重     0.057kn/cm 
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2. 安 全 

2.1 注意義務（絶対守らなければならないこと） 

リフトを操作する時に一番重要なことは安全です。リフト操作の全てを知る為

にはこの説明書をよく読み完全に理解することです。説明書の中に何か不明なこと

がありましたら、代理店までご連絡下さい。 

リフトを使用する前に必ず主な部分の損傷や不具合がないかを十分点検して下

さい。同様にホースなど油圧系統の油漏れ、ケーブルなど電気系統の損傷も点検し

て下さい。損傷なり、不具合がありましたら、使用前に必ず修理して下さい。ま

だ一度も使用しない内に損傷や不具合が見つかった場合は、使用する前に不具合

箇所を代理店に報告して下さい。 

メーカーは本機の用途・使用方法等に関し直接関与でき

ませんので、説明書に沿った正しい使用方法は使用者・

操作者の責任です。全ての安全規則に従わなければ、

重大な死傷事故につながる高い可能性があります。 

2.1.1 このリフトを操作できるのは高所作業車の技能講習修了者でかつ訓練を受けた

人だけです。 

2.1.2 常に必ず取扱説明書と安全規則に従った操作をして下さい。 

2.1.3 毎日の使用前及び作業者の交代時には以下のことを必ずチェックして下さい。

作動テスト、緊急制御、安全装置、作業着、落下防止装置、油圧・燃料系統の漏れ、

電気系統の損傷、タイヤ・ホイールなどの緩みや欠損部品の有無、ステッカーや

警告表示、取扱説明書の有無、ガードレール等。 

2.1.4 安全操作に影響する不具合はいかなるものも必ず使用前に修理して下さい。 

2.1.5 全ての警告ラベル、指示、ステッカー、制御印、取扱説明書はきれいで完全に読

める状態にして下さい。 

もし交換する必要があれば、代理店に連絡して下さい。ラベルやステッカーにあ

る安全指示には常に注意して従って下さい。 

2.1.6 制御関係の改造、インターロックなどの安全装置を無効にすることは厳禁です。 

2.1.7 リフトの使用前及び使用中も、使用者は以下の予想される危険に注意を払って下

さい。不整地、穴、衝突、障害物、不要物の堆積物、床や頭上の障害物、高圧電線、

風や天候等、可能な限り予想されるその他の危険。 
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2.1.8 ステッカーやリフトの名盤に表示されている積載荷重を超えてはなりません。 

2.1.9 リフトは硬い水平な地面で使用して下さい。 

2.1.10 リフトの設置場所は 450V 以上の電線より 3ｍ以上離して下さい。 

 

 

  このリフトは絶縁されていません。 

 

 

 

2.1.11 作業台に乗り込んだら、出入り口の落下防止バーが降りていることを確認して

下さい。 

2.1.12 安全帯、ヘルメットの着用と適切な作業着を着ること。安全帯のフックは作業台

の指定された所に掛け、作業台が一番下まで降りるまで外さないで下さい。 

2.1.13     いつも作業台の内側にいて下さい。作業台のガードレールに 

足をかけたり、何かの踏み台に乗って作業高さを上げた

りしてはいけません。両足を作業台の床から離してはいけ

ません。厚板や梯子その他いかなる器具を用いての作業

高さの確保は厳禁です。 

 

2.1.14 作業台の水平維持装置を手動で操作して、張出幅を増加させてはいけません。

板や梯子を同じ目的で使用することも厳禁です。 

2.1.15 作業台からはみ出すような大きな物は風を受けたとき荷重の負荷が増大し過荷重に

なる可能性がありますので載せないこと。 

2.1.16 このリフトはトラック、トレーラー、鉄道貨車、船、組足場の上などでの使用は

厳禁です。 

2.1.17 作業台を降下させたり、旋回させる前には必ず回りや下に人や障害物がないこと

を確認すること。旋回して通行エリア内に入る時は特に注意すること。作業範囲内

に人が立ち入らないようカラーコーンなどで囲って下さい。 

2.1.18 粗っぽい操作は厳禁です。 

2.1.19 車道で作業する際には、地方条例や現場の安全規則に沿って特別な注意が必要で

す。旗による警告、ロープによる囲い込み、フラッシュライトやバリケードも必要で

す。 

2.1.20 作業台が上昇されている状態で走行する時は、走行経路をはっきり確認し、障害物、

穴、くぼみ、傾斜路などあらゆる危険から安全な距離を保ち、安全な走行に心が

ける。頭上の障害物にも注意して下さい。 
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2.1.21 走行する時はいつも、地面の状況、混雑、視界、斜路、衝突や傷害事故の危険性

を回避するよう速度を制限して下さい。 

2.1.22 高所作業車はメーカーで定めた傾斜角度を超える斜路を走行させてはなりませ

ん。（25%迄） 

2.1.23 現場の状況に応じてどのような危険があるか認識するのは使用者の責任です。 

危険な所で使われるリフトはその作業に適したものでなければなりません。 

2.1.24 作業者は、作業中に分かった危険性のある所は全て現場責任者に報告しなければ

ならない。 

2.1.25 リフトの疑わしき不具合、危険、リフトの性能を超えるような危険性に出会った

時、作業者はリフトの使用を中止し、管理、所有者又は代理店に安全な作業につ

いての必要な情報を得て下さい。 

2.1.26 作業者はリフトの不具合や問題が発生したら直ちに管理者に報告して下さい｡安

全な作業に影響のあるトラブルや不具合が発生した時は作業を中断し修理して

下さい。 

2.1.27 リフトのブームや作業台はホイールを地上から浮かせるためのジャッキの代わ

りに使用してはいけません。 

2.1.28 リフトをクレーンの代わりに使用してはいけません。 

2.1.29 作業台を安定させる為に他の物体を使ってはなりません。 

2.1.30 作業台の中ではロープ、電線、ホース等を縺
もつ

れさせない様注意しなければなりませ

ん。 

2.1.31 充電は換気の悪い所、炎や火花の近くなど爆発を起こす危険性のある場所で行なっ

てはなりません。充電中は爆発性の水素ガスが発生します。 

2.1.32 バッテリー液をチェックする時は液が目や肌、衣服につかないよう十分注意して

下さい。バッテリー液の酸は腐食性が高いので、防護用の眼鏡や衣服を着て行なっ

て下さい。 

2.1.33 もし作業台やブームが建物か何かに引っかかったりして、そこから逃れる為の逆

の操作ができない時は、全ての作業員を作業台から脱出させてから、地上からの

操作によって作業台を引っかかったところから離して下さい。 

2.1.34     リフトを保管する時はいつもブームを正しい位置に収納 

して下さい。どんな短い時間でもキーをつけたままリフト

をはなれてはいけません。傾斜のあるところに置いた

リフトを離れる時は車止めを使用して下さい。 

 

2.1.35 作業者は許可されていない人がリフトを使用できないよう対策を講じなければ

なりません。 

2.1.36 リフトの安定性に影響を与えるようなバッテリーやカバー、タイヤ等の部品を取

り外してはなりません。 
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2.2 環境による制限 

ニフティリフト・ハイトライダーは前述のとおり、平らでないでこぼこの地形での

使用には適していません。また、極端な気温の状況ではバッテリーの使用時間が短

くなったりします。例えば冷凍庫の様に低温の部屋ではバッテリーの稼働時間は短

くなります。油圧オイルの温度は摂氏 23 度～93 度の範囲を超えないこと。あまり

埃っぽい所での使用は極力避ける、小まめに清掃するように心がけてください。埃

や泥、塩垢、過剰な油圧油やグリスは取り除いて下さい。名盤、ステッカー、ラベ

ルのペンキ、瀝青などの付着物は取り除いて下さい。 

3. 準備と点検 
3.1 準 備 

ニフティリフトの工場ではリフトがお客様の手元にいい状態で届くよう万全の措置を

講じておりますが、使用前には必ず点検を行なって下さい。 

 

 

     これは要望ではなく、義務です。 

 

 

3.2 日常点検リスト 

各始業前には必ず目視及び機能テストを行なって下さい。 

01） 取扱説明書がきれいで読めること。 

02） 全てのステッカーやラベルがきれいで読めること。 

03） 作業台がしっかり取り付けられていること。 

04） ホイールとタイヤをチェックすること。 

05） バッテリー液の比重、液量、接続部をチェックすること。 

06） ガード、カバーやブームの留め金の据付がしっかりしていること。 

07） 部品の欠品、緩み及び損傷等していないかをチェックすること。 

08） 全ての油圧ホース、電気系統のケーブルをチェックすること。 

09） 油圧系統、空気系統の漏れをチェックすること。 

10） 名盤にある積載荷重を超えないこと。 

11） 全ての緊急制御装置をチェックすること。 

12） 緊急手動ポンプのチェックをすること。 

13） ブレーキとライトのチェックをすること。 

14） 傾斜感知器／警報のチェックをすること。 
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3.3 プラカードとステッカー 

番号 種類    数量  P 番号  
01  緊急停止    2  Ｐ14864 

02  傾斜警報    2  Ｐ14868 

03  転倒危険―音声   4  Ｐ14783 

04  転倒危険―視覚   4  Ｐ14782 

05  バッテリー    2  Ｐ14872 

06  旋回     2  Ｐ15010 

07  操作指示    1  Ｐ14892 

08  フット・スイッチ   2  Ｐ14884 

09  ハーネス・ポイント   2  Ｐ14883 

10  コンポーネント   1  Ｐ15553 

11  ――――― 

12  一般警告    2  Ｐ14421 

13  バッテリー充電   1  Ｐ14904 

14  ノー・ステップ   5  Ｐ14785 

15  頭上保護    1  Ｐ14921 

16  車輪解放    1  Ｐ15550 

17  緊急降下    2  Ｐ10378 

18  地上制御    2  Ｐ14888 

19  日常点検    2  Ｐ14908 

20  タイヤ（ムク）   1  Ｐ14932 

21  充電サプライ    1  Ｐ14904 

22  ――――― 

23  作業台操作レバー   1  Ｐ14937 

24  ケージ制御箱    1  Ｐ11828 

25  作業台積載荷重   1  Ｐ11589 

26  ベース・キー・スィッチ  1  Ｐ15521 

27  ――――― 

28  名盤     1  Ｐ11497 

29  ――――― 

30  ニフティリフト Logo   2  Ｐ14119/20/14616 

31  Niftylift.com    1  Ｐ14389/90/14597 

32  英国製     1  Ｐ10780 

33  バッテリー遮断器   1  Ｐ11125 

34  ――――― 

35  走行方向    2  Ｐ14784 

36  CARB   

37  機能選択バルブ   1  Ｐ14060 

38  バッテリー管理   1  Ｐ11777 

39  ――――― 

40  作業台レバー    1  Ｐ14939 

41  ――――― 

42  HR12 Logo    1  Ｐ11598 
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4. 操 作 
4.1 制御回路部 

4.1.1 制御盤―車台中央の台形の扉の中に有り、リフトを操作するためのリレーを結合

する PCB でできている制御盤です。貴社で購入された機種には使われていない機

能も含め、制御盤は全てのモデルにおいて共通部品です。サーマル・トリップ・スイッ

チは制御回路部を保護するスイッチです。電源が切れた時は、スィッチは手動

でリセットできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 傾斜警報―傾斜警報は、後ろのカバーの下に有り、リフトの傾斜角度を監視す

るソリッド・ステート・センサーです。これは直接 BRV(ブレーキ・リリース・

バルブ)を制御するもので、例えばブーム上昇時予めセットされている角度を超え

て傾いた時走行不能にし、警報を鳴らします。しかしブーム操作は影響受けませ

んので、ブームを収納状態にして走行操作を復帰させます。そして平らな地面ま

で移動し、リフト操作を復帰させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 警報音―制御盤の左上に設置されており、リフトが作動している時はいつも断続 

的な電気的な音を出します。緑の電源ボタンを押すか、作業床にあるフット・スィッチ 

を踏み込み警報音を生かします。これはリフトの操作者に警告を発します。 

4.1.4 クラクション―作業台のコントロールボックスには、いくつかの機能を持った

クラクションがあります。まず、コントロールボックスにある“ホーン”ボタン

を押すことにより手動の警報として使用できます。 

第 2 に、ブーム上昇時に傾斜警報感知器が過度の傾斜を感知した時、連続的な警報

を鳴らします。 

最後に、これはバッテリー管理システムと連携しており、バッテリーの残量(20%)

が少なくなってきた時、充電するよう警報を出します。 

車台操作レバー 

サーマルトリップスイッチ 

制御盤 

充電器 

手動ポンプ 

傾斜センサー 

警報装置 
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4.1.5 走行制御バルブ―走行制御バルブは駆動輪のモーターに油圧を直接送り込む

いくつかの部品から成り立っています。一番目は移動走行バルブで、電気的に走行

モーターの油圧供給を直列から並列に変えます。この制御機能はブームが下げら

れている時のみ機能し、高速(兎マーク)又は低速(亀マーク)の選択ができます。高

速は速いスピードの走行ができますが、登坂能力は下がります。又低速は登坂能

力が上がりますが速度は遅くなります。低速は斜路を移動する時や微妙な操作

の時使います。 

4.1.6 ブレーキ解放バルブ(BRV)―走行制御バルブにはブレーキを制御する電磁バルブ 

も組み込まれています。電圧がないとモーターは走行に必要なトルクを得られま

せん。同時にスプリング式駐車ブレーキが効いてしまいます。緑色の電源ボタン

が押されていると BRV が働き、ブレーキを解除します。ブームが上昇時に傾斜

警報感知器が過度の傾斜を感知した時は BRV が働いてリフトの電源を遮断しま

す。（この時クラクションのトーンは連続的なトーンに変わります。） 

 

 

電源ボタン 

緊急停止スイッチ 

クラクション 

（手動） 

作業台キースイ 

ッチ（左へ廻す） 

速度切替スイッチ 

ブレーキ解放バルブ手動 
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4.1.7 バッテリー管理―バッテリーは常時監視されており、バッテリーが満充電の 20％ 

になった時バッテリー回路は油圧回路に対する電源を切り始めます。この機能は、

走行装置にストップ・スタートを交互に起こし、充電の必要があることを知らせ

ます。同時にクラクションが断続的に鳴って充電の必要性を知らせます。もし警報

を無視すると、リフトが動かなくなるまで鳴り続けます。その時はすぐ充電して

下さい。決してバッテリーを完全に空っぽにはしないで下さい。バッテリーの寿

命を縮める原因になります。 

また､バッテリーインディケーターが満充電(緑点灯赤点滅)になった場合は、コン

セントを抜いてください｡充電時間の目安は､13 時間としてください｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 車台からの操作 

1） 全ての赤い緊急停止装置は切られていることを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2)   地上でキー・スィッチを車台側にして下さい｡（下に向ける） 

 

モニタ

ー窓 
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3)  手動選択レバーが車台側 (横向き )になっている事を確認してください｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  緑色の電源ボタンを押しながら、3 本の操作用手動レバーを説明書通りに選択

してください｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  操作を作業台に戻すには、キーを時計回りに上向きに回してください｡  

 

 

 

 

 

 

 

  

非常停止  

電源  

キースイッチを下 (車台側 )にして下さい。 

手動選択レバー (横向き )  

第 1 ブームレ

バー  第 2 ブームレ

バー  

旋回レバー  

作業台側 (上向き )  
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6)  使用終了後、決められた収納場所に戻して下さい。キーを中央に戻し 

抜き取って、タイヤを固定して下さい。 

緊急操作 

1） 赤い緊急停止ボタンを押し全ての機能を停止させて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 緊急手動ポンプ（車台制御バルブの近くにある）を廻し、作業台を降下 

させて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

3） ブームを旋回させるには、同じくレバーを差し込んで旋回し 

バーで操作する｡ 

緊急停止ボタン 

レバーを抜き取って、緊急手動ポンプに

差し込んでください｡ 
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4.2.1 ブーム操作 

A) 緑色の電源ボタンを押しながら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 動かしたいブームによって１，２，３のレバーを選択 

   

  １ 第一ブーム 上 昇―上に上げる 下 降―下に下げる 

  ２ 第二ブーム 上 昇―上に上げる 下 降―下に下げる 

  ３ 旋 回  右旋回―上に上げる 左旋回―下に下げる 

 

 

硬い平らな地面であること、頭上には障害物がないことを

必ず確認して下さい。 

全ての機能を停止させる赤い緊急停止ボタンが作動する

ことを確認して下さい。 

 

4.3 作業台からの操作 

リフトを操作する前に必ず説明書をよく読み完

全に理解しておいて下さい。さもないと重大な死

傷事故の可能性があります。 

 

1    2

 

    

3    
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4.3.1 作業台からの操作 

１） 全ての赤い緊急停止は切られている(ボタンが押し込まれていな

い)ことを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 地上制御部でキー・スィッチを作業台側にして下さい。 

（上向きにする） 

 

 

 

 

 

 

 

３） 手動選択バルブが作業台（上向き）になっていることを確認して 

 下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

４） 緑色の電源ボタンを押しながら 3 本の操作用手動レバーを説明 

      書通りに選択して下さい。 

 

 

 

作業台側のキースイッチは、Ⅰのポジシ

ョンにして下さい｡ 

手動切替レバーが、上向きであることを

確認してください｡ 
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５） 使用終了後、決められた収納場所に戻して下さい。キーを中央 

に戻し、“OFF”にしてから抜き取って、タイヤを固定して下さい。 

 

4.3.2 作業台操作ボックス 

走行とブーム操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 動かしたいブームによって 1、2、3、4、5、6のレバーを選択 

電源 走行 伸縮 

第Ⅰブーム 

第Ⅱブーム 

旋回 

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) (6) 
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 (1) 走行とステアリング操作 

(2) カゴのレベル調整 

(3) 伸 縮  伸 び―上に上げる 縮 む―下に下げる 

(4) 第一ブーム 上 昇―上に上げる 下 降―下に下げる 

(5) 第二ブーム 上 昇―上に上げる 下 降―下に下げる 

(6) 旋 回  右旋回―上に上げる 左旋回―下に下げる 

4.4 走行操作 

 

4.4.1 ブーム収納時 

地面及び頭上の障害物や危険がなく硬い平らな

所以外でブームを上昇させないで下さい。 

 

1）走行する通路上の障害物や危険、通行人状況を調べて下さい。 

2）作業台の床の緑色のボタンを押してください｡ 

3）作業台の制御板にある高速/低速の選択スイッチで速度を選択して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

  高速 ドライブ―速い速度で低い登坂能力 

  低速 ドライブ―低速で高い登坂能力 

4）走行操作をする 

 A) 前進―レバーを上に上げる 

 B) 後退―レバーを下に下げる 

 C) 左折―レバーを左にする 

 D) 右折―レバーを右にする 

 

 

 

5）全てのレバーは比例制御ですので、レバーをより大きく倒せば、 

より速い速度が得られます。 

6）一番速い速度は、ブームが一番下まで下げられていて（収納状態） 

走行レバー 

走行速度切替スイッチ 
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で、高速/低速選択で高速を選択している時です。 

7）ブーム収納状態で走行中は、5 度の傾斜地でも走行できるように傾

斜警報回路は切断されています。従って、通常の走行は、ブームを

上昇させ走行不能になり警報が連続的に鳴るまで 5度を超える傾斜

地を走行しても影響は受けませんが､移動するときは､一旦ブーム

を下げてから走行してください｡ 

8）ニフティリフト HR シリーズのリフトは、ブーム収納状態でも 25％

を越える傾斜地での走行はできません。 

4.4.2 上昇時 

地面及び頭上の傷害物や危険がなく硬い平らな

所以外でブームを上昇させないで下さい。 

 

  1）走行する通路上の障害物や危険、通行人状況を調べて下さい。 

  2）緑の電源ボタンを押して下さい。 

  3）高速/低速の選択にかかわらず、低速走行のみが可能です。 

  4）4）走行操作をする 

   A) 前進―レバーを上に上げる 

   B) 後退―レバーを下に下げる 

   C) 左折―レバーを左にする 

   D) 右折―レバーを右にする 

 

 

 

5）全てのレバーは比例制御ですので、レバーをより大きく倒せば、 

より速い速度が得られます。 

 

全てのニフティリフトは工場出荷時に傾斜警報器

が装備されています。一度警報器が作動しますと、

リフトの全ての機能が停止し、警報音が鳴り出しま

す。音を止めるにはブームを収納位置まで降ろし、

リフトを硬い平らな地面に移動させて下さい。 

 

警報が鳴りましたら、直ちにリフトを降ろし水平にして下さい。 

 

4.5 ブーム制御 

地面及び頭上の傷害物や危険がなく硬い平らな所

以外でブームを上昇させないで下さい｡ 

走行レバー 
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  1）決して最大積載荷重（200kg）超えないで下さい。 

  2）操作する前にリフトの回り全ての障害物、危険がないかを調べて下 

さい。 

  3）緑の電源ボタンを押して下さい。 

  4）1、2、3、4、5、6 のレバーを選び操作して下さい。 

 

      警報が鳴ったら直ちに下降して下さい。 

このリフトは電気的に絶縁されていません。415

ボルト以上の電線のあるところでは、3ｍ以内に近

づかないで下さい。 

 

4.6 バッテリーと充電  

4.6.1 充 電 

バッテリーの充電は必ず炎や火花その他爆発性の

ある危険物のない換気のいい所で行なって下さい。

充電中は爆発性の水素ガスが発生します。 

  1）1 日の作業終了時又は作業員交替時には充電して下さい。 

   （空の状態から満充電にするには約 13 時間かかります。 

  2）充電は 100V の交流電源で行なって下さい。 

  3）インディケーター・ライトに注意して下さい。 

    赤点灯―充電中 

    緑点滅赤点滅―50％ 

    緑点灯赤点滅―満充電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※どんな時でも 24時間以上充電してはいけません※ 

 

 

バッテリー 

インディケーター、ライト(モニター) 



ニフティ・ハイトライダーHRシリーズ 

 21 

  4）満充電になったら直ちに充電を終了して下さい。 

リフトを使用しない時は４週間毎に４―６時間の充電をする

ことをお勧め致します。使用前に満充電にすることはその日の

仕事を確実にします。 

 

バッテリーに重大なダメージを与えますので、どん

なことがあってもバッテリーを完全に空っぽ状態

にはしないようにして下さい。 

 

 

5）充電器を傷めますので、リフトを使用する前に電源からプラグを抜

いて下さい。 

注： 

1） 満充電になった為一度電源から抜いた充電器を後で再び電源に接続した時は、 

満充電にもかかわらず赤 LED が点灯することもあります。これは接続、再接続と

バッテリーの充電レベルの間の時間的なずれにより充電器が満充電にしようとす

るためです。 

２） ニフティリフトにはバッテリー状態監視システムを搭載したリフトもあります。 

放電が 80％まで落ちた時、監視システムが作動し、油圧回路を遮断し始めます。

走行とブームの操作システムがストップ・スタートを交互にくりかえすことによ

り充電の必要性を操作者に知らせますが、充電場所まで移動するバッテリー残量

は十分です。 

 

もし再充電の警告を無視し続けるとリフトは動かなくなります。直ちに再充電するよう

にして下さい。 

4.6.2 バッテリー液の補充 

バッテリー液は定期的に、最低２週間毎に必ず点検して下さい。充電する度に 

ガスが発生し、わずかづつバッテリー液が減少しますので、必ずバッテリー液を

補充して下さい。この時バッテリーの各セルの水位のバランスをチェックし、全

てのセルの水位が同じになるようにして下さい。液が不足するとリフトが稼動中

でも水素ガスが発生し引火爆発の危険性があります。バッテリーが駄目になった

らすぐに同じ仕様のバッテリーと交換して下さい。 

  

4.7 保 管 

長期不使用の時は下記項目についてよくチェックして下さい。 

1） すべてのベアリング、スライド、ギアなどにグリスを塗って下さい。 

2） バッテリー液の水位、放電状況、損傷や汚れをチェックして下さい。 

長い間バッテリーを放電状態にしないで下さい。長期不使用が予想される時
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は、定期的に充電するとバッテリーをいい状態に保つことができます。 

3） リフトは必ず平らな所に保管して下さい。 

4） リフトを屋外に保管する場合は防水性のシートを掛けて下さい。 

 

3. 緊急制御 
5.1 概 要 

作業前に全ての緊急制御等をチェックすることは使用者・作業者の責任です。 

リフトの操作者及び地上の監視員は全ての緊急制御について熟知していなけれ

ばなりません。 

5.2 操作不能になった場合 

操作選択スイッチ・キーを地上操作にし、ブームを降ろして下さい。 

4.2 章の地上操作を参照下さい。 

5.3 機械的トラブル 

故障により動力が失われた時は手動油圧ポンプを使いリフトを作動させること

ができます。手動ポンプは作業台からも地上からも操作でき、作業台を降下させ

ることができます。 

 

 

 

 

 

5.4 緊急時の作業台旋回 

1/2 インチのドライブ・ソケットを旋回ウォームギアにはめ込み回します。 

5.5 事故報告 

ニフティリフトの事故により怪我人や器物損壊が発生した時はすぐニフティ 

リフト代理店に連絡して下さい。連絡が遅れますと保証問題に影響があります。 

 

6 責 任 
ニフティリフトの所有者が替わった時、販売者は 60日以内に台数、型式、号機と 

新所有者の氏名・住所を連絡しなければなりません。以後の技術的広報は新所者 

に遅延なく届けられることになります。 
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１． 使用上の注意事項 

 

①  バッテリーの充電は火花や火気のない換気の良い場所で行って下

さい。充電中は水素ガスが発生します。 

 

②  充電は必ず 100Vの交流電源で行って下さい。200Vや直流に接続す

ると故障の原因となります。 

 

③  バッテリー液をチェックする時は液が目や肌、衣服につかないよ

うに十分に注意して下さい。バッテリー液の酸は腐食性が高いので

肌や衣服を傷つける事があります。 

 

④  充電作業が終了したら必ずコンセントからプラグを抜き、決して

充電しながらリフトを動かさないで下さい。思わぬ事故につながる

可能性があります。 

 

⑤  このリフトを操作するには高所作業車技能講習と特別教育を受講

する必要があります。資格のない方は決してリフトを操作してはい

けません。 

 

⑥  バッテリーに重大なダメージを与えますので、どんな時でもバッ

テリーを完全に空の状態にしないで下さい。 

 

⑦  過充電はバッテリーを傷めます。充電が完了したら、速やかにコ

ンセントからプラグを抜いて下さい。 

 

⑧  このリフトにはバッテリー監視装置が付いています。バッテリー

残量が 20%付近になると油圧回路を遮断し始めます。各動作が断続的

になり、クラクションが断続的に鳴り充電の必要性を警告します。

走行が可能な間に、速やかに充電をして下さい。 
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2. 充電作業手順 

①  リフトを水平で換気の良い火気の無い場所に停止させて下さい。

又、決して充電中はリフトの操作を行わないで下さい。 

 

②  車体側の操作ボックス内の電源コードをコンセントに差し込んで

下さい。この時イグニッションキーは OFF、又は引き抜いて下さい。 

 

③  通電が始まると操作ボックス内のインジケーターが赤く点灯し、

充電が始まります。作業台内のバッテリーメーターの針は充電量に

従って序々に CHARGINGの赤いゾーンに近づきます。空に近い状態か

ら満充電までは約 12時間かかります。充電中は充電器よりブーンと

いう音がしますが、これは充電作動音であり異常ではありません。 

 

④  約半分まで充電すると、赤いインジケーターは点灯のまま、緑の

インジケーターが不規則に点滅し始めます。満充電になると赤いイ

ンジケーターは点滅を始め、緑のインジケーターは点灯します。こ

の時バッテリーメーターは緑と赤の境付近から右を指針します。 

 

⑤  満充電を確認したら速やかにコンセントからプラグを抜いて下さ

い。又、この作業ができない状況下では付属のタイマーを使用して

時間設定の上、電源をカットして下さい。 

 

⑥  いかなる状況下でも 24 時間以上の充電をしないで下さい。バッテ

リーが過充電により損傷するばかりか、充電器が蓄熱して危険です。 

 

⑦  満充電時にコンセントからプラグを抜き、再びコンセントにプラ

グを差し込むと認識装置が初期判断をし、赤いインジケーターが点

灯しますが、暫くすると正常な表示に戻ります。 

・赤点灯――――――充電中 

・赤点灯・緑点滅――約半分充電 

・赤点滅・緑点灯――満充電 
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3.充電時間の目安 

 

①  バッテリー残量は作業台内のバッテリーメーターで、おおよその

判断ができます。充電時や満充電の時は右側のレッドゾーン付近を

針が指します。何らかの動作をするとその間は中央のグリーン部分

を指針し、動作を止めると元の位置を指針します。動作を繰り返す

と停止状態でも針は左側の Eのレッドゾーンに近づいてきます。グ

リーンゾーンと E のレッドゾーンの境付近がバッテリー残量約 20%

ですが、これは使用環境（バッテリー経年、気温、など）により状

況が変わりますので、あくまでも目安として下さい。 

 

②  バッテリーが空の状態から満充電までにかかる充電時間は約 12

時間です。しかし使用後の半端な充電状態、もしくは暫く未使用で

放電している可能性がある状態からの再充電では、満充電までにか

かる所要時間を計算値で求める事は出来ません。これはバッテリー

残量を正確に測定する事が不可能であるからです。従って、バッテ

リーメーターの針がグリーンゾーンの左側にあれば約 10 時間、そ

れより右側であれば約 6時間の充電をおおよその目安として下さい。 

 

③  作業の合間の休憩時間など、30分でも 1時間でも充電をしておく

事によって、バッテリーの充電状態は以外にも良くなります。こま

めに充電する事も長時間使用する為のコツです。 
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  4.日常のメンテナンス 

 

①  リフトの使用頻度にもよりますが、バッテリー液は 2週間毎に必

ず点検して下さい。充電するたびにガスが発生し、わずかづつバッ

テリー液が減少しますので、バッテリー液を補充して下さい。この

時バッテリーの各セルの水位が同じになるように、尚且つ各電極板

がバッテリー液にひたるように調整して下さい。液が不足したまま

使用されますとガスが発生し大変危険です。  

 

②  外観上、バッテリーに損傷や変形、不自然な汚れなどがないかを

チェックして下さい。バッテリーの液もれは他の機器類を傷めるだ

けでなく、大きなトラブルを引き起こす原因ともなります。 

 

③  バッテリーのターミナル（接続端子部分）はいつもきれいな状態

に保って下さい。長い間使用していると、白い粉状の汚れが付着し、

接触不良の原因となります。 

 

④  長期間使用しない場合は月に 1回位の充電をされた方がバッテリ

ーの寿命を長くすることができます。又、バッテリーは使わなくて

も自然放電します。再びご使用になる前に必ず充電をしてから御使

用下さい。又、バッテリー比重計があれば、その時のバッテリーの

状態を容易に確認することが出来ます。 
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5.保守点検 

 

 このリフトは労働安全衛生法上、高所作業車として取り扱われて

おり、その操作には一定の講習と教育を受けた者のみに与えられる

有資格者であることが求められています。それと同時に機械の法定

点検が課せられ、年次の定期点検を必ず受けなければなりません。     

 この点検作業については指定登録業者でないと実施することは出

来ませんが、アクセス社でも承っておりますのでご用命下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社アクセス 

東京都新宿区高田馬場 3-46-25 

TEL 03-3366-1270 

FAX 03-3366-3815 
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