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1, 概  要 
 

1.1 はじめに  

この取扱説明書は、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沿った正しい使用方法を行ってください｡  

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・改修も厳禁です。  

忘れてはならない最も重要な事は、どんな機械もその安全はそれを  

操作する人次第ということです。  

 

危険、警告、注意、重要、指示、通知  
 

説明書やステッカーに以下の様な文言がある部分は、次の様な事を示

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危険性が 

あります。 

 

警告又は注意：もし正しく従わなかった場合、重大な死傷事故につな

がる危険性があります。  

 

警告印は、もし無視すると重大な死傷事故の危険性があ

る為に、注意を喚起する為のものです。 

 

重要・指示：安全な操作と機械の損傷を回避する為の重要な手順を示しています。 

 

通知：機械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

に従う事は、本機の所有者及び使用者の責任です。  
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1.2 目  的  

この操作説明書は、ニフティリフト 210SD 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サービスマンによる保守用、その他の回路図等はニフティ

リフトの代理店（株式会社アクセス）にご相談下さい。  

 

1.3 ニフティリフト 210SD の概要  

ここにある情報、イラスト、その他の記載事項は現時点で全て有効なも

のですが、メーカーは機械の仕様に対し事前通告なく変更・改良を行な

う事があります。  

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

お申し出下さい。  

 

(連絡先 ) 

株式会社アクセス  

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 5-12-12 

TEL:047-481-8721   FAX:047-481-8722 

 

ニフティリフト 210SD はユニークでシンプルなデザインの非常に多機

能な屈折ブーム式高所作業車です。ニフティリフト 210SD は作業定員

2 名、最大作業可能高さ 21.3 メートル、最大張出作業幅 12.8 メートル、最大積載

荷重 225㎏です。 

 

高性能のタイヤと力強い油圧走行モーターは非常に優れた走行性能を発揮し、全ての

ブームが収納位置にある状態での走行時は、高速と低速の 2 段階の走行速度が選

択できます｡高速走行中は 10°の傾斜を感知すると警報音により作業者が危険な

地形に入り込む事を警告します。4本のアウトリガーは迅速に設置でき、リフトの重

量を分散しています。各アウトリガーに装備されている圧力感知噐によりアウトリガ

ーが正しく設置されるまで、ブームの操作が出来ないようになっています。また同時に

予想される危険に対し警報音を鳴らします。 

標準仕様車の特徴は4輪駆動・4輪操舵、後輪ブレーキ、ソフトな 4輪独立懸架サスペ

ンションで快適な操作性を提供しています。最大登坂能力は45％（約24°）です。 

ニフティリフト 210SD は、高所作業がある所では屋内外を問わず、どこでも迅速で

安全な効率の良い作業手段を提供しています。 
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1.4 一般仕様  

仕   様         210SD                            

最大作業可能高さ   21.3ｍ  

最大作業床高さ   19.3ｍ  

収納時高さ    2.25ｍ  

最大張出作業幅   12.8ｍ  

全  幅     2.05ｍ  

使用時全長        6.15m 

収納時全長    5.45ｍ  

最大積載荷重    225kg 

ターンテーブル旋回角度   355° 

ジブ起伏角度    150° 

作業台床寸法（長さ×幅）  1.50mｘ0.70m 

操  作     完全油圧比例制御  

油  圧     ブーム :200bar 走行 :250bar 

タイヤ     Galaxy Mighty Mow 33/1550-16.5 

登坂能力    45％（約 24°）  

走行速度    7.5km/h（高速）  

  3.5km/h（低速）  

最低地上高    0.3ｍ                  

総重量     3.950kg 

エンジン    KUBOTA V1505 25kw 
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1.5 銘板（識別プレート）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この銘板はニフティのそれぞれの機械の製造時に車体に固定されます。  

関係者全てが見やすい場所にある事を確認して下さい。  
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車体製造番号  

製品型式  

製造年  

本体自重  

乗車定員  

安全荷重  

最大安全耐風力  

最大許容傾斜  

最大動作油圧  

最大安全側方耐荷重  

動作電圧  

最大電流  



 

 

２、危険予防措置  

2.1 注意義務（絶対に守らなければならないこと）  

リフトを操作する時の一番重要な事は安全です。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事です。説明書の中に何か不明な事

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車体の損傷や不具合は十分点検して下さ

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。もし損傷や不具合がありましたら、決してリフトの使用はせ

ず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危険性があります 

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だけです。 

2.1.2   常に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始業前点検を必ず行い、点検表にチ      

ェックして記録に残して下さい。 

2.1.4   安全操作に影響する不具合の修理に関するどんな部品でも、必ず使        

用前に代理店に連絡し専用部品の供給を受けて下さい｡ 

2.1.5   全ての警告ラベル、指示、ステッカー、操作表示、取扱説明書は、きれいで完    

全に読める状態にして下さい。もし貼り替える必要があれば、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従っ

て下さい。  

2.1.6   リフトに対する改造、インターロックなどの安全装置を無効にする   

事等は、どんな事があっても厳禁です。  

2.1.7   リフトの使用前、使用中、使用者は予想される危険（走行経路の不整地、 

穴、障害物、不要な堆積物、作業空間の床や頭上の障害物、高圧電線、風や天  

候の不順等）に常に注意を払って下さい。。  

2.1.8   ステッカーや機械の銘板に表示がある積載荷重 (225kg)を超えては     

 いけません。             5 



 

 

2.1.9   電線がある場所でのリフトの設置は、感電防止のために 200V～  

6,600V の送電線より 2.0ｍ以上、66,000V の送電線より 4.0m 以上、 

使用者が近づかない場所にリフトを設置し監視員を配置して下さい。 

 

この機械は絶縁されていません。  

 

2.1.10  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。 

2.1.11 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。  

 

作業台のガードレールに登ったり、脚立や梯子に乗っ

て作業高さを上げてはいけません。無理な体勢はとらず両足を

作業台の床から離さないで下さい。厚板や梯子その他いかな

る器具を用いての作業高さの嵩上げは厳禁です。  

 

2.1.12 上昇時に作業台の張り出し長さを伸ばす目的で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。踏み板や梯子を同じ目的で使

用する事も厳禁です。  

2.1.13  作業台からはみ出すような大きな物は、風を受けた時に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で下さい。  

2.1.14  このリフトをトラック、トレーラー、鉄道貨車、船、組足場の上な

どでの使用する事は厳禁です。  

2.1.15  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

物がない事を確認して下さい。旋回して通行エリア内に入る時は特

に注意し、作業範囲内に人がいる時には作業は中止して下さい。作

業範囲内に人が立ち入らないようバーなどで囲って下さい。  
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2.1.16 手荒なレバー操作はリフトの急発進､急停止につながり、大変危険

なので厳禁です。  

2.1.17  車両等の通行のある場所で使用する場合は、地方条例や現地の安全

規則に従うなど特別な措置が必要です。旗による警告、カラーコーンによる

囲い、誘導灯やバリケード、誘導員の配置が必要になる場合があります。 

2.1.18  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、傾斜などあ

らゆる危険に対して安全な走行速度を保ち、安全な走行に心がけて

下さい。また頭上の障害物にも注意して下さい。  

2.1.19  高所作業車はメーカーで定めた傾斜角度 45％を超える斜路を走行

させてはなりません。  

2.1.20  現場の状況に応じてどのような危険があるかを判断するのは使用

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。  

2.1.21  作業者は、作業中に発生した危険性のある事象は全て現場責任者に

報告しなければなりません。  

2.1.22  リフトの不具合、危険、リフトの性能を超えるような危険な作業に

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

から安全な作業についての必要な情報を得て下さい。  

2.1.23  作業者はリフトの操作中に発生した不具合や問題は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不具合や問題は適切な修繕を行った後

に使用してください。  

2.1.24  リフトのブームや作業台を使って､リフト本体のホイールを地上か

ら浮かせるジャッキ代わりの使い方をしないで下さい。  

2.1.25  リフトをクレーンの代わりに使用しないで下さい。  

2.1.26  作業台を安定させる為に柱、梁や壁にバスケットをもたれ掛けない

で下さい。  

２.1.27  作業台の中にロープ、電線、ホース等の材料が有る場合、作業台にそれらが巻き 

込まれない様に注意して下さい。 

２.1.28  バッテリーの充電は換気の良い場所で行ってください。充電中は爆発性の水

素ガスが発生しますので、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。  

2.1.29  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。  
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2.1.30  リフトを保管する時は必ず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離れてはいけません。

傾斜地にリフトを置くときには輪止めを使って下さい。  

2.1.31  もし作業台やブームが建物などに引っ掛ったり、そこから逃れる為の反転

操作ができない時は、全ての作業員を作業台から安全に脱出させ、

地上操作によって作業台を引っ掛かった場所から離して下さい。  

2.1.32  燃料給油中はエンジンを停止してください。給油中は爆発を引き起

こす火気、火の粉等が無い喚起の良い場所で行ってください。  

 

        

       ディーゼル燃料は第 2 石油類の引火性液体です。  

 

 

2.1.33  作業者は無許可の人がリフトを使用しないよう対策を講じなけれ

ばなりません。  

2.1.34  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。  

2.1.35  機械を使用される場所に適用される国内法を遵守し、使用上の注意、

機械の運用上の注意に留意しながら、安全第一で作業を進めて下さ

い。  
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2.2 環境による性能変化  

ニフティリフトには環境による性能変化があります。特別な改造が無

い限り冷凍庫のような極端に低温の状況では各部品の性能低下の為に

操作時間が極端に短くなる事があります。またケーブルや電気部品が

正常に作動する為には、温度が－5℃から 60℃の間でなければなりま

せん。リフトはエンジンと油圧オイルを冷却するために高温になりま

す。エンジン冷却水は－37℃から 110℃の間を保ち、油圧オイルは－

23℃～93℃の範囲を超えないようにして下さい。リフトを操作する最

適温度は－5℃から 40℃です。  

 

上記条件以外でリフトを使用する場合は㈱アクセスに連絡して下さい。 

 

埃っぽい場所での使用は極力避け、小まめに清掃をして下さい。埃や

泥、塩垢、過剰な油やグリスは取り除く事。特に銘板、ステッカー、ラベルの付

着物は取り除き、常に判読できる様にして下さい。全てのニフティリ

フトは風速 12.5m/s に耐える設計になっています。この風速を越える

風が吹く可能性がある場合、作業者はすぐに作業を中止し安全な風速

が確認されるまで作業を行ってはいけません。  

 

 

風雨・降雪時にはリフトは使用しない。  

 

 

2.3 騒音と振動  

ディーゼルエンジン仕様機の走行中の騒音値は 85dB 以下です。通常

の操作で作業車が体感する振動レベルは振動加速度 2.5m/s²を超えま

せん。  

 

2.4 テスト  レポート  

全てのニフティリフトは安全性能を確認するために、最大積載荷重、

過負荷重、風圧、慣性力、引張り強度など様々な組み合わせの広範囲

なテストを受けています。走行式リフトは最大積載荷重を積載し、よ

り悪い条件で制動とブレーキの安全性能のテストを受けています。  
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3. 準備と点検  
 

3.1 納品時の確認  

ニフティリフトの工場では機械がお客様の手元に良い状態で届くよう

万全の措置を講じて出荷しておりますが、使用前には必ずリフトの機能

確認と外傷の有無を確認して下さい。  

 

3.2 始業前点検  

リフトが安全で良好な使用状態であることを確認する為

に、計画的な点検を行なう必要があります。  

           

これは要望ではなく義務です。  

 

   始業前点検はチェックリスト（P37）に基づき点検を実施して下さい。  

   点検者はチェックリストに記入する為に、取扱説明書とメンテナンス

マニュアルを熟知しなければなりません。  

   

        警告  

        欠陥や故障のあるリフトは決して使用しない事。  

   どんな不具合でも必ず修理をして使用する事。  

 

3.3 定期点検  

 

各作業前には必ず目視で異常の有無、及び機能テストを行なって下さい。 

また作業中に異常を感じた場合にも行なう事が必要です。  

 

3.1.1 始業前点検（日常点検）  

1) 全てのステッカーと警告シールに汚れ、脱落が無い事を確認する。 

2) 目視で機械に損傷や部品の欠品が無い事を確認する。  

3) バッテリー動力リフトの場合は、充電中に充電器の緑と赤のダイオ  

ードが正常に作動している事を確認する。  

4) エンジン動力リフトの場合は、燃料油量を確認する。  

5) 機体カバーや手摺などの安全装置が適切に取り付けられている事  

を確認する。  

6) 傾斜感知器とアウトリガージャッキの正常作動を確認する｡ 
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7) 全てのコントロールレバーに緩みやガタツキが無く、スムーズに  

動く事を確認する。  

8) 全ての操作ボタンと非常停止ボタンの正常な作動を確認する。  

9) 緊急手動ポンプの作動を確認する。  

10) 油圧ホースと留金具に損傷や油漏れがないかを目視で確認する。  

11) アウトリガーアラームの作動を確認する。  

12) アウトリガーパットに緩みやガタツキが無い事を確認する。  

13) プラットフォームのピボットピンとスイングボルトがしっかりと

固定されている事を確認する。  

14) SiOPS(4-4-2 章参照 )の作動を確認する。  

15) プラットフォームの過積載防止装置の作動確認をする（CE 仕様機） 

 

3.3.2 定期自主検査（月例検査）  

1) タイヤとホイールに損傷や磨耗が無いかを確認する。  

2) タイヤ空気圧が 32psi(2.2bar)に設定されているかを確認する。  

3) サスペンションとダンパーに損傷やオイル漏れが無いかを確認。  

4) 操作ボックスのジョイスティックレバーに緩みが無いかを確認。  

5) バッテリー電解液レベルと充電後の比重を測定し、正常かを確認。 

6) 油圧オイル (ISO 32 番 )が正規なオイルレベルにあるかを確認する。 

7) エンジンのエアーフィルターを清掃する。必要であれば交換する。 

8) アウトリガーインターロック装置が正常に作動するかを確認する。 

9) 配管に損傷や欠品が無いかを確認する。  

10) エンジンオイルの量を確認する。  

11) ホイールナットを指定トルク (110ft lbs /150Nm)で締め付け直す。  

12) 車体の走行モーター固定ボルトに緩みが無い事を確認する。  

13) アウトリガーの状態と作動を確認する。  

14) シャフトやギアが正常にかみ合っているかを確認する。必要であれ  

ば清掃やグリスアップを行なう。  

15) ブレーキの効き具合を確認する。  

16) 燃料タンクと油圧オイルタンクの破損や液漏れを確認する。  

17) 伸縮ブームのスライドパッドの磨耗を確認する。  

18) 伸縮ブーム周辺のナイロンスタッドを確認し、必要なら調整する。 

19) 3 ヶ月ごとにプラットフォームの平衡装置の確認と調整を行なう。 

20) 検査した機械の記録表は 3 年間保管しなければなりません。（法定） 
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3-3-3 特定自主検査（年次検査）  

特定自主検査 (年次検査 )は、高所作業車を所有している者に義務付けられ

た検査で、検査資格を有するものが 1 年以内に 1 回の検査を行い、異常

がある場合には直ちに補修を行ないます。検査した機械には検査標章を貼

り付け、検査記録は 3 年間保管しなければなりません。  

 

タフケージ (作業用バスケット )について  

ニフティリフトのタフケージは屋外使用時の紫外線対策が施されていま  

す。しかし使用者は以下のことを考慮しなければなりません。  

・材質の変色が起こる場合がありますがケージの強度には問題有りません。 

・経年劣化と長期の紫外線の影響により、タフケージの床表面に劣化が現

れる場合がありますが、タフケージの多層構造は表面の劣化によって強

度が低下する事はありません。  

・タフケージの耐用年数は使用頻度と紫外線の強さと屋外使用時間により

変化しますが、地域ごとに目安の年数を設定しているので次の表を参照

してください。  

 

英国、オランダ、ドイツ、ポーランド、スカンジナビア、カナダ、ロシア 14 年 

フランス、イタリア、アメリカ北東部 11 年 

スペイン、ギリシャ、トルコ、日本、中国、アメリカ西部、オーストラリア

（タスマニア） 

9.5 年 

マレーシア、インドネシア 8 年  

アメリカ南部、南アメリカ、オーストラリア (ビクトリア, ニューサウスウ

ェルス) 

7.5 年  

アメリカ西部、南アフリカ、インド、パキスタン、イラン、オーストラリア(西

部、南部、クイーンズランド) 

7 年  

北アフリカ、サウジアラビア、ドバイ、オーストラリア (北部) 6 年  
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3.3.4 ステッカー  
 

・・  Ｎo   種     類        数  量    番  号             

01 足掛け禁止     6  P14785 

02 エンジン停止警報    2  P14864 

03 フットスイッチ      1  P14884 

04 バスケット操作盤      1  P23666 

05 油圧コントロール６レベル   1  P14020 

06 傾斜警報が鳴ったら    2  P18842 

07 過積載警報     2  P18848 

08 頭部保護       1  P14921 

09 Nifty SD210 グレー   2  P17436 

10 ハザードテープ             

11 Niftylift.com    2  P14390 

12 1,2,3,4 グレー    1  P17000 

13 一般警告書き        ２      P24900 

14 牽引フック               ４   P17556 

15 アウトリガー警報      ４     P14841 

16 車体側操作部         1  P16752 

17 油圧コントロール６レベル   2  P22042 

18 動作選択スイッチ      1  P23093 

19 ４×４×４  グレー      ２   P17437 

20 日常点検リスト    1  P14908 

21 バッテリー遮断装置     １      P18600 

22 バッテリー配水管    1  P19850 

23 進行方向           1  P14784 

24 油圧オイル         １   P17226 

25 トリップリセットボタンを押す  1    P19056 

26 水準器           １   P17559 

27 取扱説明書保管箱      1  P14892 

28 安全帯固定フック      ２     P14883 

29 最大積載荷重 225kg    １   P17328 

30 ゼネラルクラッシュ    1０   P14782 

31 ディーゼル     1  P14414 

32 吊上げ固定部        ４   P17557 

33 10°横の傾き     1  P21049 

34 オイルレベル     1  P14676 

35 点荷重 25ｋN            ４   P17558 

36 銘板             1  P15383 

37 ケージゲート警報    1  P18335 

38 手動降下装置        １        P19605 

39 チェーン検査     1  P16535 

40 騒音警告          １   P17124 

41 アウトリガー操作      １   P19192 
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・・  N0   種     類        数  量    番  号            

42  警告            １        P21941 

43  高温注意、振動注意     １        P22314 

44  ケージ固定時警告      ２        P21404 

45  回転部分 (USA Virsion)   2       P15010 

46  ギアボックスは外れます   ２        P19180 

47  SiOPS 動作説明       2       P22820 

48  ホーン           １        P23739 

49  高圧タンク         １        P16365 

50  安全具装着               2       P19961 

51  IPAF について        ２        P22055 

52  緊急時操作部        １        P22877 

53      欠  番  

54  緊急時操作部        １        P21700 

55  タフケージ         ２        P21816 

56  ケージ内操作盤注意書き   １        P21511 
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4. 操  作  

 
4.1 制御回路  

 

4.1.1 下部操作盤―左側上部の白いカバー内にあり、各機能が一体化され設

置してあります。機械をコントロールする為の全ての回路を収めたプ

リント基板で出来ています。制御盤は全てのモデルの汎用部品である

為に、機種によっては使用されていない表示も含まれています。  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 過積載警報（CE 仕様機のみ）―CE 仕様機にはバスケットとブラケットの間

に過積載検出装置を設置しています。この装置は工場でセットされ、資格のあ

るメーカー担当者でなければ調整やリセットが出来ません。225kg の制限荷重

を超えるとエンジンを停止し、全ての動作を中止します。制限荷重以下になる

までエンジンは再始動する事が出来ません。 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 傾斜警報―レベルセンサーは左側上部の白いカバー内にあります。こ

れは車体の傾きを検知するもので、車体の傾きが 10°以上になると、

オペレータに警告ランプとアラームで知らせます。同時にバスケット

の上昇動作を停止しますが、下降動作は機能します。速やかに車体の

傾きを確認し、アウトリガーで修正して下さい。  

10°以上車体が傾いた状態で使用を続けると、重大

転倒事故や死傷事故を引き起こす危険があります。  

 

 

 

 

 

16 

下部操作盤  

過積載検出装置  

レベルセンサー  



 

 

 

4.1.4 モーションアラーム―車体正面に位置しています。機械が動作している

間は断続的にアラームを発します。又、各制御盤内の緑色の「スタート」

ボタンを押した時、或いはバスケット内のフットスイッチを踏んだ時にこのア

ラームは発せられ、機械の周辺にいる他の作業員などに機械が動作している事

を知らせます。 

 

4.1.5 警音器―左側上部の白いカバー内に警音器があります。バスケット内

の操作盤にある“ホーン”ボタンを押すことによりクラクションとし

て使用出来ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 サイレン―車体正面に設置しています。レベルセンサーが規定を超

える傾斜を感知した時、燃料の軽油の残量が少なくなった時、アウ

トリガーが 1 本でも地面から離れる時に、サイレンが発せられます。  

 

4.1.7 主制御バルブ―操舵とブレーキ解除システムに関与します。これらの機能

はどれも最優先機能なので、手動ポンプでも動かす事が出来ます。 

 

4.1.8 ブームコントロールバルブ―油圧調整とブームを制御する油圧解除バルブに

関与します。これらの機能はどれも最優先機能なので、手動ポンプでも動か

す事が出来ます。 

 

4.1.9 ブームスイッチ―ブームの受座にあります。各ブームが上昇したり伸びてい

たりした場合に、このスイッチは傾斜警報と走行速度制御機能の動きをコン

トロールします。 

 

ブームが格納された状態でオペレーターは、傾斜警報を起動させることなく

傾斜角度 10°まで斜面を乗り越える事ができます。 
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警音器  



 

 

バスケット内からは白いエンジンカバーにより視界が制限されるので、走行

時における専用のバスケット上昇スイッチを設けました。バスケット内の操

作盤でこのスイッチを使用すると、アウトリガーを設置する事なくブームを

一定の安全な高さまで上昇させる事が出来、より良い視界を確保出来ます。 

 

 

操作卓にあるこのスイッチで、アウト 

リガーを設置しない状態でも必要最低限 

にブームを上げる事が出来ます。 

 

 

ブームを上げる前に車体の水平をとる為に、オペレーターはバスケット内の

操作盤スイッチを使用し、各々のアウトリガーを設置する準備をして下さい。 

車体の水平は車体上にある水準器を使って確認出来ます。アウトリガーの全

てが正しく接地された事を確認するには、４つのアウトリガースイッチ上で

点灯していた赤いランプが消灯した事を確認して下さい。アウトリガーが正

しく接地されたら、全てのブームの機能を使用する事が出来ます。 アウトリ

ガーが 1 本でも地面から離れると、サイレンが鳴り操作盤上で警告灯が点滅

します。又、アウトリガースイッチの赤色灯は、どれか 1 本でも軽くなれば

それを感知し、再び点灯します。 この場合、すみやかに全てのブームを格納

位置に戻して下さい。これでアウトリガーは通常の状態にリセットされます。 

 

4.1.10 バッテリーの管理―どんなことがあってもバッテリーを完全放電させない

で下さい。短時間であっても致命的なダメージを与える事があります。 

 

4.1.11 バッテリー遮断スイッチ（緊急停止ボタン）―バッテリー遮断スイッチは白

いエンジンカバー内にあり、機械制御と電力回路をバッテリーから遮断する

機能があります。緊急時や電気回路の短絡時に使用します。又、暫く機械を

使用しない場合などで遮断しておけば、バッテリーの自然放電を最小限に抑

える事が出来ます。バッテリーは車体アースとなっています。 

 

 

下部操作パネル内にある緊急停止ボタン 

 

使用後に復旧させるには、ボタン表面に図示が 

あるように、右にボタンを回転させる事で 

押し込まれたボタンが手前に戻ります。 

 

 

18 



 

 

4.1.12 ディーゼルエンジン― 

1) 125A ヒューズ   ディーゼルエンジンのバッテリー付近（スター

ターモーターと発電機）  

2) 10A ブレーカー   主要なコントロールシステム  

3) 35A ブレーカー   ディーゼル・スロットル /グロープラグの為の丈

夫な回路  

4）15A ブレーカーは全てのソレノイド機能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13 負荷感知式操作盤（SiOPS）―この機械はオペレーターが何かに押され

たか、体調が悪く操作盤に倒れかけたかについて検知する装置を採用してい

ます。操作盤にかかる負荷が一定レベルを超えると、オペレーターの安全を

考慮し、無意識に機械が動かない様にフットスイッチが使用出来なくなりま

す。詳細は 4.4.2 をご参照下さい。 
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4.2 操作手順  

 

      正しくアウトリガーを設置しないと、死亡・重症など重大な

事故を引起こす事があります。  

 

 

   

1)  完全に取扱説明書の内容を理解し危険予防措置を施し、高所作業

車技能講習を修得し、説明書や機械に貼付されている注意書きを

遵守してオペレーションにあたって下さい。  

2)  作業車を硬い平らな地面に設置して下さい。頭上の予測できる危

険物（例えば送電線、電話線、排水管、マンホール・カバー）を

回避する為、ブームの作業範囲を考慮して機械を設置して下さい。 

3)  設置場所の地面、床の耐荷重が疑わしい時は使用しないで下さい。 

4)  油圧式アウトリガーを採用しているので、最大 12°までの傾斜で

も水平をとる事が出来ます。そして適度な負荷で谷側のアウトリ

ガーを支えます。車体が１°を超える傾斜レベルでしか設置出来

ない場合は、バスケットを上げないで下さい。  

5) 輪止めをしてカラーコーンやコーンバーで作業車を囲って下さい。 

6) 全ての緊急停止ボタンが解除されている事を確認して下さい。

(P22.24) 

7) キースイッチがバスケット側操作位置にある事を確認して下さい。 

(P22) 

8) バスケット操作側から、アウトリガーに油圧を与えるために、  

フットスイッチを踏み込んで下さい。   

 

 

 

注：ブームが格納されていなければこの機能を使用出来ません。 

9) 4 つのアウトリガー制御スイッチを使用して、安定した平らな地  

面の上に各々のアウトリガーを降ろして下さい。 4 本のアウトリ  

ガーに均等に荷重をかけながら本体が水平になるように調整し  

全ての車輪を地上から浮かせます。パットが接地すると制御スイ  

ッチのインジケーターランプが消灯します。  
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10) 水準器を見ながら水平である事を確認します。  

 

 

 

 

 

11) ブームはフットスイッチを踏み込む事によって、バスケット内か     

  ら操作する事が出来ます。   

12) アウトリガーを動かす前に、ブーム完全にを降ろして下さい。  

13) いかなる変更、改造、安全装置の停止などは厳禁です。  

 

この機械は電気的に絶縁されていません。415V を超える送

電線の 3m 以内に近づかないで下さい。  

 

 

 

4.3 地上側操作  

 

 

      作業前に必ずエンジンの暖気運転をして下さい。  

 

 

 

4.3.1 地上側での操作方法  

    

１）操作する前にバスケットの廻りの些細な危険や障害も無い事を   

確認して下さい。  

２）全ての緊急停止ボタンが解除されている事を確認して下さい。  

３）下部操作盤のキースイッチを「車体側」操作位置（下側）に切替  

えて下さい。  

   ４）エンジンが冷えている場合は５）へ、暖まっている場合は６）  

へ進んで下さい。  

   ５）エンジンが冷えている場合は、スタートセレクターを左（グロ  

ー）に回し 3-5 秒間そのまま保持して下さい。この間にエンジ  

ンが余熱されます。次にスタートセレクターを右（セルスター  

ト）に回しエンジンを始動させます。もし始動しない場合は  

この５）の動作を繰り返して下さい。  
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６）エンジンが暖まっている場合は、スタートセレクターを右（セ  

ルスタート）に回し、エンジンを始動します。  

   ７）緑色のスタートボタンを押し、そのまま保持して下さい。  

   ８）操作したい機能のレバーをマニュアルに従って操作して下さい。 

   ９）操作が終わったら、キースイッチを「バスケット側」操作位置  

（上側）に切替えて下さい。  

10）作業車を使わない時は、アウトリガーを完全に格納し、キース  

イッチを中立位置（ニュートラル）にした後にキーを抜いて保  

管して下さい。又、バッテリーの自然放電や誤作動を防ぐ為に、  

緊急停止ボタンを押し、タイヤには輪止めを使用して下さい。  

 

緊急処置  

1)  全ての機能を停止させる為に、赤い緊急停止ボタンを押して下  

さい。  

2)  手動ポンプを使って機械を動かす為に、左側上部の白いエンジ

ンカバー内にある手動ポンプレバーを使用して下さい。  

 

下部操作盤  
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１、緊急停止ボタン  
押すと機械を即座

に停止させます。  

右 回 り に 回 転 さ せ

ると解除されます。 

２、スタート  

セレクター  

左にひねる   グロー（余熱）  

右にひねる   エンジンスタート  

３、過積載警報  
積載荷重が 225kg を超えると点灯 (CE

仕様機 )  

４、操作位置セレク

ター          

（キースイッチ）  

上に回すとバスケ

ット内操作  

下 に 回 す と 下 部  

（地上側）操作  

５、スタートボタン  押している間、ブーム操作用動力が起動  

①   

④  

②  

 

⑤  

②  

 

③  

 



 

 

ブーム機能  

1)   緑色のスタートボタン（⑤）を押したまま保持して下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

２）1～６のブーム機能別操作レバー  

 

１、バスケット首振り  上  右回転  下  左回転  

２、ジブ上下  上  上昇  下  下降  

３、テレスコ伸縮  上  伸長  下  縮小  

４、第一ブーム上下  上  上昇  下  下降  

５、第二ブーム上下  上  上昇  下  下降  

６、ターンテーブル旋回  上  右回転  下  左回転  

 

      作業車が安定した路面上にあり、頭上にも障害物が無い事を  

常に確認して下さい。又、赤い緊急停止ボタンを押す事により、

全ての機能を停止させ、電気回路を遮断します。  

 

4.４バスケット側操作  

 

     もし軽油やガソリンの匂いがしたら、機械を始動させないで下

さい。これらの燃料は可燃性です。オペレーターはマニュアル

の内容を完全に理解してから作業にあたって下さい。そうしな

いと死亡・重症といった重大事故に繋がる可能性があります。

エンジンが冷えている場合の始動手順は、4.4.1 をご参照下さ

い。又、作業前には必ずエンジンを暖気運転して下さい。  

 

4.4.1 バスケット側での操作方法  

 

１）最大積載荷重 225kg を厳守して下さい。  

２）操作する前にバスケットの廻りの些細な危険や障害も無い事を  

確認して下さい。  
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    ３）全ての緊急停止ボタンが解除されている事を確認して下さい。 

４）下部操作盤のキースイッチを「バスケット側」操作位置（上側）   

に切替えて下さい。  

５）冷えたエンジンをスタートさせる場合は６）、暖まったエンジ  

ンをスタートさせる場合は７）に進んで下さい。  

６）エンジンが冷えている場合は、スタートセレクターを左（グロ  

ー）に回し 3-5 秒間そのまま保持して下さい。この間にエンジ  

ンが余熱されます。次にスタートセレクターを右（セルスター  

ト）に回しエンジンを始動させます。もし始動しない場合は  

この５）の動作を繰り返して下さい。  

７）エンジンが暖まっている場合は、スタートセレクターを右（セ  

ルスタート）に回し、エンジンを始動します。  

      ８）フットスイッチを踏み込んで下さい。  

９）操作したい機能のレバーをマニュアルに従って操作して下さい。 

10）操作が終わったら、キースイッチを「バスケット側」操作位置  

（上側）に切替えて下さい。  

11) 作業車を使わない時は、アウトリガーを完全に格納し、キー   

スイッチを中立位置にした後にキーを抜いて保管して下さい。

又、バッテリーの放電や誤作動を防ぐ為に、緊急停止ボタンを

押し、タイヤには輪止めを使用して下さい。  

緊急処置  

１）  全機能を停止させる為、赤い緊急停止ボタンを押して下さい。 

２）  手動で動力を得る為に、左側の白いエンジンカバー内にある

手動ポンプレバーを使用して下さい。  

バスケット内操作盤  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

１、  緊急停止ボタン  

押すと全機能を停止させま

す。右回転させると解除。  

２、  操作開始スイッチ  

左  OFF 右  ON 

３、  スピードコントロール  

左  減速  右  加速  

４、  スタートボタン  

押している間はブーム用油

圧動力が起動します。  

５、  電動ブーム昇降ボタン  

走行時の視界を確保する為

のバスケット上昇スイッチ  

①  

②  

 

③  
⑥  

⑤  

 

④  
⑦  ⑩  



 

 

 

ブーム機能  

 

１）緑色のスタートボタンを押し、そのまま保持して下さい。  

 

 

 

 

 

①    ②       ③       ④       ⑤       ⑥  
 

２）使いたいブーム機能のレバーを選択し、そのレバーを操作します。  

 

①  バスケット首振り  上：右回転  下：左回転  

②  ジブ上下  上：上昇  下：下降  

③  テレスコ伸縮  上：伸長  下：縮小  

④  第一ブーム上下  上：上昇  下：下降  

⑤  第二ブーム上下  上：上昇  下：下降  

⑥  ターンテーブル旋回  上：右回転  下：左回転  
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６、エンジン出力切替スイッチ  左：低出力  右：高出力  

７、スタートセレクター  左：グロー（余熱）  右：スタート  

８、警告ランプ  傾斜、レッグライト、燃料残量、過積載、油圧異常  

９、ジョイスティック  前方：前進  後方：後進  左操舵  右操舵  

１０、後輪操舵  左：左操舵  右：右操舵  

アウトリガースイッチ  外側押し：展開  内側押し：格納  



 

 

4.4.2 SiOPS 負荷感知式操作盤  

 

      この機械を操作する際には、オペレーターは頭上のいかなる障

害についても把握していなければなりません。  

 

 

この機械は、危険を感じたオペレーターが自ら押したか、コンソールに対  

して倒れかかったかどうかについて検知する負荷検知バスケットコンソー  

ルを採用しています。 コンソールの正面に予め設定された数値より大きい  

負荷がかかると、無意識のうちに誤動作が起きないようにフットスイッチ  

が使用不能となります。  

 

注：  フットスイッチが使用不能になっても、緑色のスタートボタン（④） 

はいつでも使用できます。これはオペレーターが自分の意思で操作が

出来るのであれば、いつでも安全な位置まで機械を操作出来るように

しておく為です。  

 

フットスイッチのリセット：  

1) コンソールにかかっている負荷を取り除いて下さい。  

2) バスケット内操作盤の操作レバー類が全て中立位置にあって、バスケッ  

トの廻りや頭上に障害の無い事を確認して下さい。  

3) フットスイッチから足を離して下さい。  

4) フットスイッチの機能は回復し、操作機能も回復しました。  

 

注：SiOPS が起動しフットスイッチが 15 秒以内にリセットされない場合  

は、青い警告灯が光ります。そしてフットスイッチがリセットされるま  

で、警告音は鳴り続けます。  
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4.5 走行操作  

 

       頭上で考えられるあらゆる障害、又は危険がない安定した、

平らな表面でない限り、機械を操作しないでください  

 

 

1) バスケット内コンソール内の専用スイッチ（P23 図中⑤スイッチ） 

を使用して、走行中の視界を確保する為にバスケットをその高さ  

まで上げてください。（バスケットを 1m 程度上げます）  

2) 危険や障害の無い走行ルートを選択し、走行の準備をして下さい。 

3) ジョイスティック上部のロッカースイッチが中立である事を確認。 

4) 速度を調整する為に、スピードコントロール・スイッチを使用し  

てください。（P23 図中③スイッチ）  

左回し（カメ）－低速と低いエンジン回転を出力します。  

右回し（ウサギ）－高速と高いエンジン回転を出力します。 

必要に応じて可変速度制御ノブをセットしてください。  

5) コンソールにあるジョイスティックを使います。  

   ●前進：ジョイスティックを前に押し出します。  

●後進：ジョイスティックを後ろに引きます。  

前輪操舵はジョイスティック上部のロッカースイッチで制御されま

す。  ●左旋回：左ボタンを押します  

●右旋回：右ボタンを押します  

後部のステアリングは、ジョイスティックの前に位置するロッカー -

スイッチで制御されます。（Ｐ23 図中⑩スイッチ）  

   ●左旋回：左ボタンを押します  

●右旋回：右ボタンを押します  

 

全てのコントロールレバーは完全比例制御式（押し引きの幅により出力を  

制御）となっています。レバーは中立の位置に戻す事により、機能を停止  

します。スピードコントロールスイッチが最大にセットされ、ジョイステ  

ィックが前に完全に押された状態で、最大走行スピードを得る事が出来ま  

す。ブームが完全に格納された状態で最大登坂角度 24°を得る事が出来ま  

す。  しかし、コントロールパネルの傾斜警報ランプは点灯し、警報を発し

ます。これにより機械が 10º 以上傾いている事をオペレーターに警告しま

す。 どんな機械でも 10º を超える斜面を移動する際は、転倒に対する十分

な注意が必要です。機械の安定性に関して少しでも疑いがあるならば、更

なる安全の為に谷側のアウトリガーを使用してください。どんな事があっ

ても機械も登坂能力を超える斜面で機械を使用してはいけません。  
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4.6 アウトリガーの設置  

 

ブームを上げる前、オペレーターは車体の水平を確保出来るまで、操作盤  

のスイッチを使用して、アウトリガーを設置する準備をして下さい。機械  

の水平は、車体上の水準器で確認する事が出来ます。アウトリガーを全て  

正しく設置する為に、アウトリガースイッチのインジケーターが全て消灯  

した事を確認して下さい。アウトリガーのいずれか一つが地面に接すると、 

そこから動作速度は減速します。これは、アウトリガーのより安全で円滑  

な設置を補助しています。全てのアウトリガーが正しく設置されたら、オ  

ペレーターは全てのブームの機能を使用する事が出来ます。いずれかのブ  

ームが稼動している状態で、いずれかのアウトリガーパッドが地面から離  

れるとサイレンが鳴り警告し、操作盤内の警告灯が点灯します。又、ある  

アウトリガースイッチのインジケーターは、そのアウトリガーパッドが地  

面から離れると、再び点灯し危険を知らせます。 この場合、稼働中のブー  

ムは全て一旦格納位置に戻して下さい。これによりアウトリガーの安全制  

御をリセットし、正常な状態に戻ります。  

 

4.７荷重計量装置  

 

4.7.1 電子計量型（CE 仕様機に装備） 

 

この機械は電子荷重計量装置を装備しています。この装置は他の過積載警報ユニットか

ら独立した設計となっている予備装置です。バスケット内側の重心位置に関わらず、実

際の荷重が測れます。そして、予め設定された制限荷重を超えると警告を発動します。

これはこの装置が過荷重検知装置が互いを監視し合う二重監視システム構成すること

を意味します。この装置は、CE EN280 と CE EN954-1 クラス III の必要条件を満たし

ています。 

 

4.7.2 機  能（CE 仕様機に適用） 

機械は荷重センサー通して、過荷重である事をオペレーターに知らせます。 

赤い警告ランプはバスケット内操作盤と下部操作盤の両方にあります。 以  

下の表を参照してください。  

 

警  告  灯  説  明  数  値  対  策  

赤い点滅  

 

バスケット荷重が安

全基準を超えました  

225kg 超過  

 

荷重を取り除い

て下さい。  
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4.7.3 調整・点検とメンテナンス  

 

調整、メンテナンスと修理は、専門知識と器材を必要とします。この理由  

からオペレーターによるこれらの作業は出来ません。調整、点検またはメ  

ンテナンスに関する全てのご相談は、  

株式会社アクセス   TEL：047-481-8721 FAX：047-481-8722 

          E.mail : hktaerial@access-co.com 

までお問い合わせ下さい。 

 

4.8 輸送、けん引、吊上げ、保管と始業  

 

4.8.1 輸  送  

 

機械を長距離に渡って移動する場合、トレーラー、車輌等のどの手段を  

使うのか、以下の手順で進められるのかを、機械を積載する前に理解して  

おかなければなりません。積載方法の良し悪しは最も多くの問題の原因で  

す。人力で揚重・移動するのは不可能です。全ての輸送業務が何事もなく  

行われるように、ここに記された推奨方法を作業関係者に伝えて下さい。  

 

•  常に正しい積載方法を励行して下さい。そうすれば法的に問題なく輸送  

する事が出来ます。  

•  クレーンで吊上げる場合はシャクル（開閉式鉄輪）やスプレッダービー  

ム（ I 型冶具）を使用し、4 本のナイロンスリング（ナイロン製耐荷紐） 

を車体の 4 つの吊りポイント（ステッカー指示あり）に固定します。  

•  車両の側面から積載、又は車両から下ろす際は、フォークリフトのフォ  

ークの 1 本でも、フォークリフト差込穴を利用する事を推奨します（穴  

に合わせる事が出来るなら）。そして 2 本のフォークを可能な限り広く  

開いて荷の安定度を高めて下さい。決してブームの下をフォークリフト  

やクレーンで持ち上げたりしないで下さい。自走式の場合は常に車軸の  

下か強固な車体下部分にフォークを差込み、同時にフォークリフトの  

最大積載荷重が十分かも確認して下さい。  

•  運搬車輌の荷台に載せたら、ラチェット・ストラップで機械を固定して  

下さい。機械の固定部分は全 4 つのアウトリガー・ハウジングの底にあ  

ります。荷台側は頑丈な固定フックを使用して下さい。機械は輸送中  

に荷台の上で多少動く事がありますので、それによって運搬車輌の荷台  

のアオリやコンテナ、他の積載物に接触しないような配慮が必要です。 

機械は輸送中の振動などにより、何らかの変調をきたす事があります。 
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•  この機械はブームクランプの様な固定具を使う事ができます。ご使用の  

際は確実に固定して下さい。  

•  ナイロンスリングでの固定は、横移動を防止する為に慎重に行います。 

ナイロンスリング、又はチェーンを使うときは十分な緩衝材を使用し、 

塗装面への損傷がない様に注意が必要です。スリングやチェーンの移動  

中の動きも十分に予測しながら作業してください。  

•  この機械にはフォークリフトやクレーン等で吊上げるポイントが決め  

られています。必ずそのポイントを吊上げて下さい。又、可能であれば

車体の強度が強い部分、又は車軸の上側を荷台にくくり付けて下さい。 

•  どんなことがあってもブームやバスケットにナイロンスリングやチェ  

ーンをつないで固定してはいけません。  

 

4.8.2 牽  引  

 

 

         このマニュアルの第 5.4 節で定めるけん引手順に従  

って機械を牽引して下さい。  

 

 

4.8.3 CRANEAGE 

 

      省  略  

4.8.4 保  管  

 

長期間機械を使用しない場合は、以下の事を良く調べなければなりません。 

 

１）  油脂類、全てのベアリング /スライド、ウォーム・ドライブな  

ど。  

２）  機械が斜路に置かれているならば、輪留めをして不慮の移動   

を防ぎます。  

３）  機械が屋外に置かれている場合、悪天候などによる機械の劣  

化を防止するために、適当な耐候性カバーをして下さい。  
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4.8.5 始業前点検  

 

毎日使用の前に、機械の点検とテストを以下の要領で行います。  

 

１）  作動油量、潤滑油、その他の機械の十分な動きを維持する為  

に必要な全ての注油点をチェックする。  

 

レベルゲージを見ながら、油量や汚れ  

をチェックします。  

 

 

２）  全てのケーブル類をチェックする。  

３）  作動油の濃度と量をチェックします。汚れていたら、どんな  

汚染物質、水その他でも除去してください。  

４）  バッテリーの電圧と比重を調べて下さい。  

５）  絶縁テストをして下さい。  

６）  下部操作盤を使い、どんな不具合でも直して下さい。  

７）  全ての安全装置と規制装置が指示通りに動くことを確認して  

      下さい。  

８）  必要に応じて作業前に機械の安定性を確立する為に、荷重負  

荷テストをして下さい。  

９ ) 長時間の輸送後は、どんな場合でも機械は改めて点検が必要  

となります。作業に入る前に出荷前検査を実施して下さい。   

どんな不具合でも発見したら、調整の内容を記録して下さい。 

１０ ) 長期間機械を放置すると、バスケットの水平維持装置のシリ  

ンダーに気泡が溜まり、正常に作動しない事があります。正  

常な状態に戻すには、バスケットを前一杯に倒し、次に後ろ  

一杯に倒す事でシリンダー内の気泡を排出します。手順が不  

明な場合は販売会社までご連絡下さい。  

    1 1）燃料タンクの軽油の残量をチェックします。次の作業の為に

なるべく早い時期に満タンにしておきましょう。（満タン 80Ｌ） 
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Niftylift 社は輸送の間に起こったいかなる損害についても責任を負いませ

ん。正しい手順と慎重な作業は、移動中に起こる損害事故を最小限に防ぎ

ます。再手配は高価で時間もかかります。細心の注意を払って輸送にあた

って下さい。  
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５ . 緊急操作  
 

5.1 一般事項  

 

           オペレーターが毎日緊急回避装置をチェックする事は、と  

ても重要な事です。  

オペレーターとすべての作業員は、緊急回避装置の場所と機能を完  

全に良く理解していなければなりません。  

 

5.2 オペレーターが操作不能の場合  

 

下部操作盤で操作位置セレクターを右に回し、地上側操作を選択して下さ  

い。次に 4.3 章の地上側操作の中に記されている操作説明に従って下さい。  

 

5.3 機械が故障した場合  

 

左側の白いエンジンカバー内にある手動ポンプを使って、バスケット側、  

或いは地上側のどちらからかで、バスケットを地上に下ろして下さい。  

これは、地面までプラットホームを降ろす最も速い方法です。機械が動作  

した時にアラームが止まれば、通常の操作をする事が出来ます。左側の白  

いエンジンカバーを開けると、地上側操作部分が見えます。又、緊急回避  

装置に作用する油圧装置もそこにあります。  
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ブ ー ム 用 手 動   

ポ ン プ ハ ン ド

ル  

走 行 用 手 動   

ポ ン プ ハ ン ド

ル  

バ ル ブ ブ ロ ッ

ク  

ブ ー ム 用 手 動   

ポンプ  

走 行 用 手 動   

ポンプ  



 

 

2 台の非常用手動ポンプがあります。一つは地上側制御弁に隣接していて、 

ブーム、アウトリガー、後輪操舵を制御しています。もう一つは駆動制御  

弁ブロックにあり、ブレーキ解除と前輪操舵の為に使われます。  

 

5.3.1 ブーム機能の緊急操作  

 

機能切替ハンドルが右（下図）に向けられることを確認して下さい。そし  

て手動ポンプを使ってブームを動かします。地上側で手動ポンプを操作し  

ている間、バスケット側の各機能操作レバーで機械を操作する事が出来ま  

す。作業終了後はハンドルを白いカバー内の収納クリップに戻して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       バスケットを緊急降下させた後、地上側の下部操作部から  

一度、全てのシリンダーを完全に伸縮させてから機械を使用

して下さい。  

 

5.3.2  後輪操舵の緊急操作   

 

機能切替ハンドルが手前（下左図）に向き、CT17 タップ（赤）が全開で、 

完全に上に引かれた状態で維持している事を確認して下さい。動力を得る  

為にブーム用手動ポンプを使います。CT7 を押したり引いたりする事によ  

って後輪操舵の右左を決定します。白いカバーを閉める事が出来る位置に  

ブームを移動して下さい。これは必要な時にブームをすぐに動かす事が出  

来る状態にしておく為です。  
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機能切替え  

ハンドル  

機能切替え  

ハンドル  



 

 

5.3.3. 前輪操舵の緊急操作  

 

CT15 を完全に押し込んで、それを維持できる状態にするか、又は完全に外

に引いてその状態を維持して下さい。前輪操舵機能を使う為に、手動ポン

プを使って下さい。CT15 を押したり引いたりする事によって、後輪操舵の

右左を決定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 牽  引  
 

Niftylift が異常な状態となった場合、牽引する必要があります。ギアボッ  

クスとの連結駆動を遮断する前に、車輪に輪留めをする必要です。  

 

5.4.1 ギアボックスタイプの確認  

 

安全に 210SD を牽引するために、駆動メカニズムから切り離す必要があり  

ます。  機械に取り付けられるギアボックスのタイプを確認してください。 

ご不明な場合はメーカや販社にお問合わせ下さい。  
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カバープレート  カバープレート  



 

 

5.4.2 ギアボックスからの切り離し（TYPE1）  

 

前後のホイールハブに置かれるドライブ・ギアボックスは、以下の通りに  

外さなければなりません ; 

1)  ギアボックスを外して、カバープレートから両方のネジを取り外し、そ

れをひっくり返す（下図参照）為に、5nm（3.7lbft）のトルクで、M5

ネジを締め直してください。  

2)  ギアボックスを再連結しようとする前に、機械がジャッキで持ち上げら

れ、車輪が地面から離れている事を確認してください。   

 

注）この通知に従わずに発生した損害については、メーカーは一切の責任

を負いません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 ギアボックスからの切り離し（TYPE2）  

 

            省  略  

 

5.4.4 牽引する為のブレーキ解除  

 

機械を牽引するにはパーキングブレーキを解除する事が必要です。最初に  

機械を押しても動かない事を確認して下さい。適切な位置に牽引車両を設  

置し、堅い牽引バーを双方の車輌のシャシにある牽引フックに固定して下  

さい。引っ張られても牽引バーが外れず、又、車輌間の距離が縮まる事の  

ない事を確認出来るまで動かしてはいけません。手動ポンプハンドルを  

手動ポンプのソケットに取り付けてください。ハンドルをポンピングして  

いる間、CT10 が押されて油圧が発生します。ブレーキ圧が発生する時に、 

ブレーキ・ポップアウト・プランジャーが露出します。ブレーキは解除さ  

れ、機械を低速で引く事が出来るようになります。  
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ホイール  

タイプ  

切り離し位置  

連結位置  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーキングブレーキをリセットするには、駆動制御弁ブロック側の赤いノ  

ブ（CT8）が完全に開かれていなければなりません（左全開に回します）。  

このノブを開ける事でブレーキ圧をバイパス回路から切り離し、パーキン  

グブレーキをリセットします。機械は車輪をロックし、牽引されても動か  

ない状態になります。今度は CT8 タップが確実に完全に閉じた位置に戻し  

て下さい。安全の為にブレーキを解除したままにしないで下さい。もし  

解除しておく必要があるならば、輪留めを使用し車体を固定して下さい。  

そしてオペレーターにこの状態を知らせる為に、注意書きなどの表示を  

機械に取付けて下さい。  

 

5.4.5 アウトリガーの手動操作  

 

       重要：この機能を使用する前にブームの全てを格納して下さ

い。重傷又は死亡事故に繋がる可能性があります！  

 

 

この作業を行うには、最低でも 2 人の作業員が必要です。動力が失われた  

場合、手でアウトリガーを収納するために、操作切替えハンドルが手前側  

（5.3.2 参照）に向けられることを  

確認して下さい。CT17 タップ（赤）  

と CT20 タップ（金）は完全に閉じら  

れている状態です。次にアウトリガー  

を完全に開くか、完全に収納するかの  

どちらかを行ないます。動力を得る為  

に、ブーム手動ポンプを使って下さい。  

手動レバーを押すか引くかによって  

アウトリガーを出すか格納するかが  

決まります。白いエンジンカバーを  

閉める事が出来るブーム位置に操作切替えハンドルを戻して  

下さい。これは必要な時にブーム操作がすぐに行えるようにする為です。  
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5.5 重大通知  

 

事件や事故が起きた時、利害や原因に関係なく事故の当事者が直接販売元  

である㈱アクセス（047-481-8721）に電話で報告する義務があります。  

そうでないと、いかなる事件や事故でも機械を含めた保証をする事が出来  

ません。  

 

6. 責任  
 

6.1 所有者の変更  

 

niftylift の所有者の変更があった場合、 60 日以内に機械の型式、シリアル  

No、新しい所有者の住所と氏名と連絡先を直接販売元の㈱アクセスに通知  

することは、その機械を売る方の責任です。将来の全てのテクニカルニュ  

ースが遅滞なく機械の登録所有者に届くようにする為、この重要なステ  

ップが必要になります。尚、保証は譲渡出来ませんのでご注意ください。  

 

6.2 厳格である説明書  

 

あなたがこの高所作業車を使う前、管理する前に、この説明書を読んで理  

解して下さい。そうしないと死亡事故または重傷事故に繋がる事があるの  

で、説明書の文書を良く読んで理解して下さい。どんな矛盾が現れようと  

も、厳格であるこの説明書は他の全ての文書にも優先します。  
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6.3 始業前点検リスト  

 

シリアルNo 
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6.4 ＭＥＭＯ  
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