
ご用命は信頼と実績の当店で

●性能を維持し長く安全にご使用いただくために、交換部品はアマノ純正部品をご使用ください。
●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
　また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

・ご使用にあたっては必ず取扱説明書をよく読み、操作方法をよく理解した上で正しくご使用ください。使用方
法を誤ると、床材、建物および什器などに損害を与えたり、火災・爆発のおそれや身体にけがを負うおそれ
があります。

・特に大型の機種や搭乗式の機種は、ご使用の前に安全な広い場所で操作の練習をおこなった上で正しくご
使用ください。

・本製品にはバッテリーが装備されています。ご使用の際は、取扱説明書をよく読んだ上で正しくご使用ください。
バッテリーに関する注意事項

・本製品の充電には専用充電器を使用してください。また、バッテリー交換の際はアマノ純正バッテリーをご
使用ください。純正品以外を使用すると故障や、バッテリーの性能や寿命を低下させる原因となります。

その他の注意事項

ご注意 フロアの材質、表面処理などにより、本来の効果が得られない場合があります。ご購入の前に販売店ま
たは、当社支店・営業所にお気軽にご相談ください。

クリーンパワー総合カタログ
ＲＯＡＤ ＳＷＥＥＰＥＲ

路面清掃機

CAT-813632
K7812A-2014.6

 Ｆ-１００Ｓ  ＨＭ-５００Ｅ  ＨＭ-６５０Ｖ  ＨＭ-６５０Ｅ  ＪＮ-９００Ｖ  ＪＮ-９００Ｅ  ＪＮ-９８０Ｖ  ＪＮ-９８０Ｅ

 ６５０  ６００   ７１０    ９５０    ９５０

 φ２６０×４６０  φ１９０×４００   φ２５０×５０５    φ３４５×７００    φ３４５×７００

 φ３００  φ２７０   φ４００    φ４６０    φ４６０

 ２,０００（３ｋｍ/ｈ）※３  １,８００（３ｋｍ/ｈ）※３  ３,５００（５ｋｍ/ｈ ＭＡＸ）  ５,７００（６ｋｍ/ｈ ＭＡＸ）  ５,７００（６ｋｍ/ｈ ＭＡＸ）

 －  成形フィルター   成形フィルター    成形フィルター    成形フィルター

 －  １.１   １.５    ３.０    ３.０

 ４０（有効容量２５～２８）  ４０（有効容量２５）   ３５    ３０×２個    ３０×２個

 －  －   ０～５    ０～６    ０～６

 －  －   －    ０～４    ０～４

 手動歩行式  手動歩行式   自走歩行式    自走搭乗式    自走搭乗式

 －  －  １２７  －  ２０６  －  ２４９  －

 －  －  ２.６  －  ４.９  －  －  －

 －  －  リコイルスタータ  －  セルスタータ  －  セルスターター  －

 －  －  ２  －  ３.８  －  ５.３  －

 －  ＤＣ１２Ｖ/１２Ａｈ×４個  －  ＤＣ１２Ｖ/７０Ａｈ×１個  ＤＣ１２Ｖ/４５Ａｈ×１個  ＤＣ６Ｖ/１８０Ａｈ×４個  ＤＣ１２Ｖ/４５Ａｈ×1個  ＤＣ６Ｖ/２４０Ａｈ×４個

 －  約１時間  約６時間  約１時間  約４時間  約２時間  約５時間  約２時間

 ７９０×１,４００×９６０  ６７０×１,３４５（ＭＡＸ）×６００  ６８５×１,５６０（ＭＡＸ）×７３０  １,１２０×１,５００×１,３３０  １,１２０×１,５００×１,３３０

 ２４  ５６  １０２  １１８  ３７０  ４５０  ４１０  ６００

 －  本体内蔵  －  本体内蔵  －  別置き  －  別置き

型式

清掃幅（ｍｍ）

メインブラシの大きさ（ｍｍ）

サイドブラシの直径（ｍｍ）

清掃能力（㎡/ｈ）

フィルター形式

フィルター面積（㎡）

バケット容量（ℓ）
前進速度（ｋｍ/ｈ）

後進速度（ｋｍ/ｈ）

走行方式

総排気量（ｃｃ）

出力（ｋＷ）

始動方式

燃料タンク（ℓ）
バッテリー※１

連続使用時間※２

大きさＷ×Ｌ×Ｈ（ｍｍ）

質量（ｋｇ）

専用充電器

■仕様

※１ メンテナンスフリーバッテリー　　

※２ 連続使用時間および充電時間は、バッテリーの放電状態および劣化状態、周辺温度などの条件により異なります。

※３ 手動歩行式のため、歩行速度によって清掃能力は変動します。

■構造図 ■ＪＮ-９８０用オプション

オーバースロー方式で確実なダスト回収効果を発揮

①サイドブラシで壁際やコーナーのゴミ、ホコリをメインブラシ部まで掃き出します。

②メインブラシがゴミをバケットに掃き入れます。細かいホコリは、強力なファンで
吸い上げフィルターで取り除きます。

③フィルターを通った、きれいな空気が排気されます。

サイドブラシ サイドブラシ

メインブラシ メインブラシ

ダストバケット ダストバケット

ライトキット オーバーヘッドガード

ヘッドライト・テールラン

プ・フラッシャーライトを

装備。

高層棚のある倉庫などで

は安全性が高まります。

スプリングドライバーズシート 作業灯／警告灯

長時間の運転や野外の凸

凹のある地面での運転で

も快適に作業できます。

屋内の人通りの多い場所

などで、視界により安全

性を高めます。

ＨＭ-５００Ｅ ＪＮ-９００/９８０シリーズ

清掃作業の合理化と

ニーズに応える

ラインナップ



工場、建設現場、倉庫、

美術館・博物館、

格納庫、通路・廊下、

広場、ホール、

駐車場、競技場、

体育館設備・遊園地・公園

用　途

シャーシ

ダストバケット

カバー

走行レバー

人手と時間をかけずに広いスペースをスイスイ清掃。人手と時間をかけずに広いスペースをスイスイ清掃。

F-100S
○作業能力は、ホウキの約５倍。清掃時間を大幅に
削減します。

○屋内・屋外を問わず簡単に効率よく清掃できます。

○ハンドルが折りたためコンパクトに収納。

思い立ったらすぐ清掃。
手軽に扱える軽量・コンパクトタイプ。

かなホコリから、土埃・砂利・
木屑・金属片・硝子屑・た

ばこの吸いがら・紙コップまで、きれ
いに吸い上げます。

かなホコリから、土埃・砂利・
木屑・金属片・硝子屑・た

ばこの吸いがら・紙コップまで、きれ

細

動式からエンジンまたはバッ
テリー駆動の自走式までライ

ンナップ。電源の取れないところで
も、場所を選ばず清掃できます。

動式からエンジンまたはバッ
テリー駆動の自走式までライ

ンナップ。電源の取れないところで

手

性でも容易に扱え、狭い通路
でもその場旋回。前・後進で

もスムーズに作動します。

性でも容易に扱え、狭い通路
でもその場旋回。前・後進で

もスムーズに作動します。

女

全性を重視した使いやすい
設計。メンテナンスも簡単に

おこなえます。

全性を重視した使いやすい
設計。メンテナンスも簡単に

おこなえます。

安

軽なＦ-１００Ｓから、搭乗式
エンジンタイプのＪＮ-９８

０まで８種類のラインナップ。用途・
コストにあわせてお選びください。

軽なＦ-１００Ｓから、搭乗式
エンジンタイプのＪＮ-９８

０まで８種類のラインナップ。用途・

手

段差での移動も、少し
の段差なら大きな後
輪で上げ下ろし可能
です。

軽量樹脂バケットだ
から、ゴミ捨て場所ま
での移動も軽々。ゴミ
捨てはチリトリと同様
の手軽さ。

走行方式

手動歩行式

最大清掃能力

2,000㎡/ｈ（3ｋｍ/ｈ）

動力

手押し

ブラシ回転

走行連動

フィルター

無し

走行方式

自走歩行式

最大清掃能力

3,500㎡/ｈ（5ｋｍ/ｈ MAX）

フィルター

成形フィルター

後進速度

－

前進速度

０～５ｋｍ/ｈ

動力

Ｖ:ガソリン　Ｅ:バッテリー
駆動モーターブラシ回転

Ｖ:エンジン駆動　Ｅ:モーター駆動

走行方式

搭乗式

最大清掃能力

5,700㎡/ｈ（6ｋｍ/ｈ MAX）

ブラシ回転 フィルター

成形フィルター

後進速度

０～４ｋｍ/ｈ

前進速度

０～６ｋｍ/ｈ

動力

Ｖ:ガソリン　Ｅ:バッテリー
駆動モーターブラシ回転

Ｖ:エンジン駆動　Ｅ:モーター駆動

走行方式

手動歩行式

最大清掃能力

1,800㎡/ｈ（3ｋｍ/ｈ）

動力

バッテリー

ブラシ回転

モーター駆動

フィルター

成形フィルター

HM-650V ･HM-650E
○清掃能力３,５００㎡/ｈ（5ｋｍ/ｈ Ｍａｘ）を実現。

○大容量３５リットルのゴミ捨てに便利な取っ手付き樹脂バケット。

○メンテナンスフリーバッテリーを採用。
わずらわしい、バッテリー液の管理は不要です。

狭い通路から広い場所まで、スイスイ清掃できる自走式タイプ。
強力ファンと大面積フィルターでホコリを立てずに快適清掃。

ハンドルにある走行レ
バーを握るだけの簡単操
作。走行レバーの握り具
合で走行速度が調整で
きます。また、ハンドルは
作業者にあった高さに調
整できます。

強力なファンと一体型の
特殊フィルターで、細か
なホコリも捕集します。
また、カートリッジタイプ
のフィルターだから簡単
に取り替えできます。

手動式で簡単にフィル
ター払い落とし。フィル
ターの目詰まりを防止し
ます。

HM-500E
○強力なファンによる吸引と大型フィルターで、

細かなホコリも捕集します。

○メンテナンスフリーバッテリーを採用。
わずらわしい、バッテリー液の管理は不要です。

シンプルな操作で誰でも簡単清掃。
軽量で大容量な扱いやすい１台。

大容量ながら軽量な
ダストバケット。回収
したゴミの廃棄がラク
にできます。

本体カバー、シャーシ、
ダストバケットまで、
衝撃に強く耐腐食性
に優れた、樹脂成形部
品を採用。

充電器

内蔵

フィルター

手動払落し

充電器

内蔵

フィルター

手動払落し

ガソリン・エンジンタイプ バッテリー・エンジンタイプ

ＨＭ-６５０Ｅ ＨＭ-６５０Ｖ
ＨＭ-６５０Ｅ

ＨＭ-６５０Ｖ ＨＭ-６５０Ｅ

○運転装置は解りやすく、操作がしやすいように手元に配置。

○掃き集めたゴミは、２個の大容量３０リットルバケットに回収。ゴミ捨てに便利な取っ手付きです。

○コンパクトなサイズで、前方の清掃エリアを見渡せます。

○ＪＮ-９８０には、多彩なオプションをご用意。（次頁参照）

小さなボディの搭乗式タイプ。
屋内・屋外もパワフルな清掃を実現。

大型メインブラシは、工
具無しで交換ができま
す。また、メインブラシの
カバーは破片などの損傷
から保護します。

フィルターで細かなホコ
リを補修します。また、電
動式で簡単にフィルター
払い落としができ、フィ
ルターの目詰まりを防止
します。

本体カバーの内部には、
すっきりとエンジン室が
配置されており、直接ア
クセス可能なため点検・
整備がしやすい設計で
す。

JN-900V ･JN-900E
ガソリン・エンジンタイプ バッテリー・エンジンタイプ

JN-980V ･JN-980E
ガソリン・エンジンタイプ バッテリー・エンジンタイプ

ＪＮ-９００Ｖ

ＪＮ-９８０Ｖ

充電器

別置

フィルター

電動払落し

ＪＮ-９００Ｅ/９８０Ｅ ＪＮ-９００Ｖ/９８０Ｖ
ＪＮ-９００Ｅ/９８０Ｅ

登坂能力 :１２％ 出力 :４.９ｋＷ 登坂能力 :１２％ 出力 :１.７ｋＷ

登坂能力 :２０％ 出力 :６.０ｋＷ 登坂能力 :２０％ 出力 :２.３ｋＷ
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