取扱説明書

操作手册
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PP 325 E
本機をご使用になる前に、
この取扱説明書を注意深くお読みいただき、
内容を必ずご確認ください。
请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再使用机器。
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マークの説明
本機に表記されるシンボルマーク
警告！本機は危険を伴う道具です。不注意
な使用や不適切な使用によって、使用者や
その他の人々が重傷や致命傷を負う危険
性があります。
本機をご使用になる前に、
この取扱説明書
を注意深くお読みいただき、内容を必ずご
確認ください。
常に下記のものを着用してください。
| 承認されたヘルメット
| 承認されたイヤマフ

警告レベルの説明
警告は 3 つのレベルで構成されます。

警告！

!
注意！

!

| 保護メガネまたはバイザー
| 呼吸マスク

警告！取扱説明書の指示に従わない場合、使用者
が重傷を負ったり、死亡したりするか、
あるいは周
囲に損傷を与える危険があることを意味します。

注意！取扱説明書の指示に従わない場合、使用者
が怪我をしたり、
あるいは周囲に損傷を与えたりす
る危険があることを意味します。

注記！

この製品は EC 規格適合製品です。
注記！取扱説明書の指示に従わない場合、材料や本機に損
傷を与える危険があることを意味します。
警告！帯電部。

環境マーク。
製品やパッケージ上のマークは、本製品が家
庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示
します。電気・電子機器の再利用を行うため、
適切なリサイクル業者に引き渡す必要があり
ます。
以上を遵守することで、本製品は正しく処理さ
れ、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる
悪影響を防止することができます。
本製品のリサイクルについての詳細は、
あなたの所在する地
区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理
店に連絡してください。
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各部名称

油圧ユニットの各部名称
1

油圧ホースのフレーム

8

流入水冷用コネクター

2

スイッチ

9

油圧オイルフィルター

3

緊急停止

10 ドレインプラグ

4

過電流保護付き残留電流回路遮断器（5 ピン型製品のみ）

11 油圧ゲージ

5

壁ソケット 2x230 V（5 ピン型製品のみ）

12 油圧オイルタンク

6

流出水冷用コネクター

13 油圧ホース、圧力 OUT

7

目視ゲージ

14 油圧ホース、
リターン IN
15 取扱説明書
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安全注意事項
新しい油圧ユニットをお使いになる前に
| 本機をご使用になる前に、
この取扱説明書を注意深くお読
みいただき、内容を必ずご確認ください。
| 本機は WS 325、DM 406 H、HS 170 および HH 170 用に使
用することを想定していますが、ハスクバーナ製リングソー
等の他の機器の電源としても適しています。
| 本機の使用を開始する前に、油圧ツールに付属する取扱説
明書をよく読んでください。
| 使い方によっては深刻な傷害を発生させることがあります。
安全注意事項を十分に理解してください。本機の使用方法
を学んでください。

いつも常識のある取り扱いを
起こり得る状況をすべて予測し、対応することは不可能です。
常に注意を払い、常識に適った使用方法で操作してください。
使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わな
いでください。これらの注意事項を読んだ後でも、不明点など
がある場合は、使用を続けずに専門コンサルタントにご相談く
ださい。

使用者の身体保護具

!

警告！本機を使用するときは、認可のある身体防
護具を必ず着用してください。身体防護具で負傷
の危険性を排除できるわけではありませんが、万
が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減す
ることができます。身体保護具の選択については、
本機の販売店にご相談ください。

| 防護ヘルメット
| 防音マフラー
| 保護メガネまたはバイザー

| 呼吸マスク

本機の使用方法についてご質問があるときはお気軽に代理店
までご連絡ください。お持ちの本機を効率良くまた安全に使用
する場合に役立つ方法やアドバイスを提供いたします。
ハスクバーナの販売店に製品の定期検査を依頼し、必要な調
整や修理を行ってください。
取扱説明書のあらゆる情報およびデータは、本書の印刷時に
有効であったものです。

!

警告！いかなる理由であれ、製造者の承認を得ず
に本機の設計に変更を加えないでください。常に、
純正の交換部品を使用してください。承認を受け
ていない修正と付属品の使用、
あるいはそのいず
れかは、使用者や周囲の人に対して深刻な傷害を
もたらすことがあります。

| 高耐久性で、握りが確かなグローブ

| 体の動きを制限することのない、体にフィットした、丈夫で
快適な服装

| つま先部がスチール製で、
ノンスリップ靴底の安全靴

| 常に救急箱を身近に備えてください。
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安全注意事項
本機の安全装置

| オーバーヒートを防ぐため、延長コードを巻いた状態で使
用しないでください。
| 本機は、
アース付きコンセントに接続してください。

この項目では、本機の安全装置について説明しており、その目
的、本機の正確な動作を確保するための検査とメンテナンスの
方法を記載しています。安全装置の配置については「各部名
称」を参照してください。

!

警告！安全装置に欠陥のある製品はけっして使用
しないでください。
本機に関するすべてのサービス、修理には、特別な
研修が必須です。本機の安全装置には、特にこの
ことが該当します。本機が下記の検査のいずれか
に不合格であったときは、
サービス代理店に連絡
してください。弊社の製品を購入された場合、専
門的な修理とサービスの提供が保証されていま
す。本機を販売した小売店がサービス代理店では
ない場合、最寄りのサービス代理店の住所を小売
店にお尋ねください。

緊急停止

| 本線の電圧が、本機の定格プレートに記載された電圧と一
致することを確認してください。
| 本機を移動する場合は、必ず油圧ユニットのスイッチを切
り、電源コードを抜いてください。
| すべての部品が正常に動作し、付属品が適切に締結されて
いることを確認します。
| 本機に欠陥がある場合は絶対に使用しないでください。こ
の取扱説明書の内容に従って、安全点検、
メンテナンス、サ
ービスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容
によっては、専門家でなければできないものもあります。詳
細は、
「メンテナンス」
を参照してください。
| 安全装置に変更を加えないでください。正しく機能するか
定期的に検査してください。不良がある、
または分解され
た安全装置を本機に使用しないでください。
| 本取扱説明書の内容を読んで、理解していない人には決し
て本機の使用を許可しないでください。
| 人や動物が使用者のそばにいると注意が散漫になり、操作
ミスを引き起こすおそれがあります。そのため、常に作業
に集中するようにしてください。

本機を緊急停止すると、主電源が切れます。

| 深刻な傷害を引き起こす危険があるため、関係者以外の人
間が作業エリアに入らないようにしてください。

緊急停止のテスト

| 衣服や長髪、宝飾品が稼働部品にからまることがあるた
め、注意してください。

| 油圧ホースが相互接続されていることを確認します。
| 本機を始動します。
| 緊急停止ボタンを押して、エンジンが停止することを確認し
ます。

一般的な安全注意事項
本取扱説明書をよく読んで、
その内容を理解してから本機をお
使いください。

!

警告！電気で駆動する機械を使用する場合、常に
感電する危険があります。天候の悪い日には操作
をしないでください。避雷針や金属に触れないよう
にしてください。損傷を回避するためにも、必ず取
扱説明書の指示に従ってください。

| 疲労時や飲酒後、視野、判断力、動作に影響を及ぼすような
医薬品を服用している場合は、絶対に本機を使用しないで
ください。
| 身体保護具を着用してください。
「使用者の身体保護具」の
項の説明を参照してください。
| 絶対にコードを引っ張って引き抜かないでください。
| すべてのケーブルと延長コードが、水や油、
または尖った物
に接触しないようにしてください。ドア、
フェンスその他に
コードが挟まらないようにしてください。充電器への漏電
を引き起こす可能性があります。
| コードと延長コードは、損傷がない良好な状態を保つよう
にしてください。
| コードが損傷している場合は、本機を絶対に使用せず、認
定修理店へ修理に出してください。

6 – Japanese

| 持ち上げるときには、十分注意してください。挟み込みによ
る傷害や、その他の怪我を引き起こす危険のある重量部品
を扱っていることに留意してください。

搬送と保管
| 本機を移動する場合は、必ず油圧ユニットのスイッチを切
り、電源コードを抜いてください。
| 凍結の危険性があるときは、本機に残っている冷却水を抜
いてください。
| パワーパックはホイール付きカートになっているため、油
圧ホースを架けて、作業場所に簡単に運ぶことができます。
| 作業場所間を搬送するときは、配電ボックスを上に向けて
パワーパックを垂直に格納してください。
| 装置を鍵のかかる場所に保管し、子供や、承認を受けてい
ない人が触れることのないようにしてください。

安全注意事項
一般的な作業方法

!

警告！このセクションでは、本機の使用に際しての
基本的な安全注意事項について説明します。記載
された情報は、専門家の技術や経験に相当するも
のではありません。安全性に懸念が生じたら、作業
を停止し、専門家のアドバイスを受けてください。
本機をお買い上げになった販売店、サービス代理
店や熟練ユーザーなどに相談してください。確信
をもてない作業は行わないでください！

| 本機を操作する人は全員、使用方法のトレーニングを受け
る必要があります。購入者は使用者にトレーニングを受け
させる義務を負います。

| ガス管の近くで作業する場合：
ガス管の通っている場所を確認し、必ず印をつけてくださ
い。ガス管付近での切断作業には危険が伴います。爆発の
危険があるため、切断中に火花が発生しないようにしてく
ださい。作業に集中してください。不注意により、重大な傷
害や死亡事故を引き起こすことがあります。
| 油圧システムを作動させて 30°C の作動温度に達してから
ソーの使用を開始し、
リターン圧やその他の摩耗を軽減し
てください。
| モーターが作動している状態、および管理者のいない状態
で本機を放置しないでください。
| 常に緊急停止に楽に手が届く状態でソーを使用してくださ
い。

| 全ての連結器、
コネクター、油圧ホースが正常な状態であ
ることを確認してください。

| 作業中は、常に誰かをそばに配置して、万一事故が起きた
場合に助けを求めることができるようにしてください。

| 油圧ホースと連結器は汚さないでください。

| 切断作業時の騒音は 85 dB (A) を超えるため、本機の近く
にいなければならない人は必ずイヤマフを着用してくださ
い。

| ホースを誤使用しないでください。
| 歪みや摩耗、損傷のあるホースを使用しないでください。
| 本機を始動する前に、すべてのホースと電気ケーブルが本
機に正しく接続されていることを確認します。
| 油圧システムに圧力をかける前に、ホースが本機に正しく
接続されており、油圧連結器が規定通りロックされているこ
とを確認します。連結器は、
メス連結器上のアウタースリー
ブを回転することによりロックされ、
スロットはボールから
離れます。
システムの圧力ホースは常にツールの吸入口に接続しな
ければなりません。システムのリターンホースは常にツー
ルの排出口に接続しなければなりません。接続を間違える
とツールが逆に動作して、人的傷害を招くことがあります。

| 濃霧、雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いときは、本機を使
用しないでください。悪天候下での作業は、疲れやすく、
ま
た、地面が凍結するなど危険です。
| 作業場の視界が十分に明るくなっており、安全な作業環境
であることを確認してください。
| 常に安全かつ安定した足場で本機を使用してください。
| 持ち上げるときには、十分注意してください。挟み込みによ
る傷害や、その他の怪我を引き起こす危険のある重量部品
を扱っていることに留意してください。

| 絶対に油圧ホースで本機を持ち上げないでください。
| 毎日、本機、連結器、および油圧ホースに漏れがないか点検
してください。破裂や漏れは、本体に｢油圧オイル噴射｣を
引き起こし、重傷を招くおそれがあります。
| まず油圧ユニットの電源をオフにして取り外し、モーターが
完全に停止したことを確認してから、油圧ホースの接続を
外してください。
| 緊急事態が発生した場合は、
とにかくパワーパックの赤い
緊急停止ボタンを押してください。
| 使用する工具に対して指定された油圧オイルの流量や圧
力値を超えないようにしてください。過剰な圧力や流量は
破裂を招くおそれがあります。
| 漏れのチェックは手を使わないでください。漏れた液体と
の接触は、油圧システムの高圧による深刻な怪我を招く場
合があります。
| 電源および電源ケーブルを点検して、損傷していないこと
を確認してください。
| 電線の近くで作業する場合：
電気ケーブルに対して、
または電気ケーブルの近くで油圧
ツールを使用するときは、非導電性であることが認定され、
明示されているホースを使用してください。他の種類のホ
ースを使用すると、重大な傷害や死亡事故を引き起こすこ
とがあります。
ホースを交換するときは、
「非導電性絶縁体」
と明示された
ホースを使用してください。ホースは、専用の指示に従っ
て、電気絶縁性を定期的に点検する必要があります。
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組立と調整
油面の点検

油圧ホースの接続

パワーパックには、有名ブランドの 466 cSt HSH 油圧オイルが
12 リットル付属しています。このオイルは人体との接触時にア
レルギー反応や皮膚の炎症を大きく減少させる、環境に適合し
た SP 値認証済みのエステル系オイルです。また、誤って環境
に流出しても短期間で分解します。

| 連結器をきれいに拭き、漏れのリスクをなくしてからホース
を取り付けてください。
| 連結器は、
メス連結器上のアウタースリーブを回転すること
によりロックされ、
スロットはボールから離れます。

| パワーパックの油圧オイルの油面を点検してください。油
面インジケーターにより点検できます。
最低油面 = 赤線
最高油面 = 黒線
タンクに油圧オイルを注入するときは、最高油面を超えないよ
うにしてください。高温になると油圧オイルは膨張するため、
油面が高すぎるとあふれるおそれがあります。タンク容量は 12
リットル（3.2 US ガロン）
です。

油圧ホース、
リターン IN（B）
油圧ホース、圧力 OUT（A）

タイヤの空気圧の点検
| タイヤの空気圧を点検してください。2 バールでなければ
なりません。

水冷の接続
| 油圧オイルタンクの上部冷却コネクタと作業ツールの間に
水冷ホースを接続し、近くの給水栓からタンクの下部水冷
コネクタにもホースを接続してください。

| 水を必要とするツールを使用しない場合は、水は床面に排
出してください。
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組立と調整
電源の接続
重要事項！本線の電圧が、本機の定格プレートに記載された
電圧と一致することを確認してください。
| 入力用電源ケーブルを接続します。ケーブルには 3 相とア
ースが必要です。配電ボックスには単相ソケットとしてニュ
ートラルも必要です。
そうでない場合、配電ボックスは作動
しません。(5 ピン型製品のみ)

| 単相ソケットは、過電流保護付き 16A 残留電流回路遮断器
（C タイプ）
で保護されています。入力電流の接続を正しく
行うことにより、単相ソケットをドリル、吸水装置等に使用す
ることができます。
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始動と停止
始動前に

| 給水栓を開いて水をツールに流します。

以下の点を確認してください。
| 本機が適切な電源に接続されて、正しくヒューズが取り付
けられていること。
| 装置にホースが接続されていること。

始動
注記！始動時は、
スイッチを［START 5 SEC（5 秒始動）］の位
置まで約 5 秒間だけ回してください。その後、
スイッチを
［RUN（作動）］の位置まで回します。スイッチを長時間
［START 5 SEC（5 秒始動）］の位置のままにしたり、作動時
に回すと、エンジンが損傷するおそれがあります。
エンジンは Y/D スイッチにより始動します。始動は 2 段階で行
われ、本機が接続されているヒューズへの過負荷を防ぎます。
| 点灯ランプで示されている
［START 5 SEC（5 秒始動）
］の
方向にスイッチを回します。これによりエンジンは正しい回
転方向で作動します。

ツールに水が不要な場合は、水をラジエータを通して流し、
床面に排出します。

停止
スイッチを［0］の位置まで回してオフにします。

作業終了後
| 油圧ホースを取り外します。
| 凍結の危険性があるときは、本機に残っている冷却水を抜
いてください。水の流入および流出用ホースを取り外し、本
機を前に傾けます。

| 約 5 秒後にエンジン速度が一定になったら、
スイッチを
［RUN（作動）］位置まで回します。
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メンテナンス
サービス

重要事項！どのような種類の修理であっても、認可を受けた
修理者が行わなければいけません。使用者が大きな危険に
さらされないようにするためです。

メンテナンス

油圧オイル
重要事項！液体やフィルターの交換は、本機の油圧システム
と周囲の環境が損傷を受けないように行う必要があります。
残ったものは、地域の条例に従って廃棄してください。
油圧オイルは、必要時または年に 1 回交換する必要がありま
す。
| タンクのドレンプラグの下に回収容器を置いて、
プラグを
開きます。

重要事項！点検とメンテナンスは、モーターの電源を切り、電
源を外した状態で行う必要があります。

清掃
コネクタとピンを清潔に保ちます。ウエスやブラシで清掃しま
す。

| すべての液体を排出したら、
ドレンプラグを回して締めま
す。
油圧オイルは、
タンク前面のフィルターから再注入します。
| パワーパックは、
フィルターハウジングが下に向くように置
きます。
| 3 本のネジを取り外してフィルターハウジングのカバーを取
り外します。

注意！パワーパックの清掃には高圧水を使用しないでくださ
い。本機を水で洗浄しないでください。電気系統やエンジンに
対する水の浸入は、本機が破損したり、
ショートしたりする原因
となります。

| フィルターエレメントから油圧オイルを再注入します。
| フィルターハウジングのカバーを取り付けます。
| オイルフィルターも交換する場合は、12 リットルの新品の
油圧オイルを注入してください。
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メンテナンス
油圧オイルフィルター
フィルターは年に 2 回交換してください。
| パワーパックは、
フィルターハウジングが下に向くように置
きます。
| 3 本のネジを取り外してフィルターハウジングのカバーを取
り外します。

| フィルターエレメントを持ち上げます。

| 新品のフィルターを、
フィルターハウジング底部のスリーブ
連結器に押し込みます。
| フィルターハウジングのカバーを取り付けます。

締結トルク
ネジの取り外し、
その後の取り付け、締結を含む修理やメンテ
ナンス作業を行うときは、以下の締結を行ってください。
| M6：10 Nm
| M8：25 Nm
| M10：50 Nm

毎日行うメンテナンス
定期的な点検：
| 油圧電源装置の油圧オイルの油面が、目視ゲージのマーク
の間にあることを点検してください。
| タイヤの空気圧を点検します。
| 異常な音が発生していないか点検します。
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主要諸元
PP 325 E
指定油圧出力、kW/hp

9.3/12.6

油圧オイル流量、l/min / gpm

40/8,8

油圧オイルタンク、l/gal

12/2,6

冷却装置

水冷却

寸法、
（LxWxH）
、mm/インチ

575x1040x780/22.6x40.9x30.7

質量、kg/lbs

93/205

最高作動圧力、バール/psi

140/2031

ホース長（1/2” ホース）
、mm/インチ

8/315（ホースを標準長より長くする場合は、5/8” ホースを
推奨します。
）

電源
本線の電圧が、本機の定格プレートに記載された電圧と
一致することを確認してください。
200 V

50 Hz

200 V

60 Hz

230/400 V

50 Hz

230 V

60 Hz

400 V

50 Hz

440 V

50 Hz

575 V

60 Hz

壁ソケット

2x230 V (5 ピン型製品のみ)

騒音排出（注記 1 を参照）
音響パワーレベル、測定値 dB（A）

94

音響パワーレベル、LWA dB（A）により保証

100

騒音レベル（注記 2 を参照）
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)

83

注記 1：環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー（LWA）
として測定。
注記 2：騒音音圧レベルは EN ISO 11201 に準拠。報告データによれば、騒音音圧レベルの一般的な統計上のばらつき
（標準偏差）
は、1.0 dB（A）
です。
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主要諸元
EC 適合性宣言
（ヨーロッパにのみ適用）
Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Sweden, 電話：+46-36-146500 は、2010 年のシリアル番号以降（年は銘板に連続シリアル番
号とともに明記）のパワーパック Husqvarna PP 325 E が、評議会指令（COUNCIL’S DIRECTIVES）の規定に適合していることを、単
独責任の下で宣言します。
| 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」2006/42/EC。
| 2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」2000/14/EC。
| 2011 年 6 月 8 日付「特定有害物質の使用制限に関する」2011/65/EU 。
次の標準規格にも適合しています：EN ISO 12100:2010、EN 55014-1:2006、EN 55014-2/A1:2001、EN 61000-3-11:2000、
EN 982/A1:2008、EN 60204-1:2006。
Partille、2017- 3-1

Joakim Ed
ハスクバーナ AB 建設機器担当副社長
（ハスクバーナ AB 正式代表兼技術文書担当）
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符号说明
本机上的符号
警告！ 如果使用不当或粗心大意，机器可
能就会成为危险的工具，对操作者或他人
造成严重或致命伤害。

请认真阅读本操作手册，确保在充分理解
各项说明之后再使用机器。

警告等级释义
警告分为三个等级。

警告！

!

警告！ 使用本机时，如不遵照手册中的说明，
可能会给操作员带来严重伤害或死亡，或是对环
境造成损害。

小心！
请务必配戴：
| 经认可的保护头盔
| 经检验合格的听觉保护设备

!

小心！ 使用本机时，如不遵照手册中的说明，
可能会导致操作员受伤，或是对环境造成损害。

| 护目镜或防护面罩
| 通气口罩
本产品符合适用的 EC 指令的要求。

注意！
注意！ 使用本机时，如不遵照手册中的说明，可能会对材
料或机器造成损害。

警告！ 带电部件。

环境标记。
本产品或其包装上的符号表示本产品不能作
为生活垃圾处理。 必须将其送交相应的回收
站以回收利用电气和电子设备。
对本产品进行不当的废物管理可能会对环境
和人身造成负面影响，请确保正确处理本产
品，避免发生此类问题。
有关回收本产品的详细信息，请与当地相关管理部门、生活
垃圾服务机构或销售本产品的商店联系。
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构造图示说明

液压装置零件图示说明
1

液压软管架

8

冷却水进水连接口

2

开关

9

液压油滤清器

3

紧急停止按钮

10 排油塞

4

具有过电流保护功能的漏电断路器（仅 5-pin 机器）

11 液压仪表

5

2x230 V 壁式插座（仅 5-pin 机器。）

12 液压油箱

6

冷却水出水连接口

13 液压软管，压力 OUT

7

观测计

14 液压软管，返回 IN
15 操作手册
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安全须知
使用新的液压装置前应采取的步骤

个人防护装备

| 请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再
使用机器。
| 该机器主要用于 WS 325、DM 406 H、HS 170 和
HH 170，但也非常适合用作其他设备的电源，如
Husqvarna 环锯。

!

警告！ 使用本机时，一定要使用经过批准的个
人防护装备。 个人防护装备不能避免受伤，但
当意外发生时，可降低伤害程度。 选择防护装
备时，请向经销商查询。

| 使用机器前请详细阅读随液压工具提供的手册。

| 保护头盔

| 这两种情况均会造成严重的人身伤害。 请仔细阅读一般
安全须知。 了解如何使用机器。

| 听觉保护设备
| 护目镜或防护面罩

记住运用常识
本手册不可能列出用户可能遇到的所有情况。 请务必多加小
心，并运用常识来应对。 在任何超出您能力范围的情况下，
请不要使用。 如果您在阅读本手册说明之后对于操作流程依
然不确定，应在咨询专家之后再继续操作。

| 通气口罩

如果您对于本机的使用还有任何疑问，请立即与您的经销商
联系。 我们将竭诚为您服务，并提供建议与帮助，确保您高
效安全地使用机器。
让您的 Husqvarna 经销商定期检查机器，并进行必要的调整
及修理。
《操作手册》中的所有信息和数据在付印时皆适用。

!

警告！ 在任何情况下，未经制造商批准，都不
得修改本机的原有设计。 请始终使用原厂零
件。 未经许可擅自修改和/或使用未经认可的零
件，可能导致严重伤害或死亡。

| 耐用可抓紧的保护手套。

| 可让您活动自如、贴身耐穿且舒适的衣物。

| 带有钢制脚趾防护的防滑靴子。

| 附近应备有急救箱。
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安全须知
机器安全设备

| 请勿改动安全设备。 定期检查它们的功能是否正常。 禁
止使用有缺陷或未经安全组装的设备运行本机。
| 在事先未确定其他人是否阅读和了解了本操作手册的内容
之前，禁止其使用本机。

本节介绍机器的安全装备及其用途，并说明如何进行检查和
维修，以确保机器正常运转。 请参阅《构造图示说明》部
分，以找到该安全设备在机器上的正确位置。

!

警告！ 切勿使用安全装备存在故障的机器！

| 人员和动物会分散您的注意力，使您对机器失去控制。
因此要一直集中精力专心操作。
| 确保工作区域没有未经授权的人员，否则可能会造成严重
的人身伤害。
| 小心服装、长头发或珠宝可能会被绞入运动部件中。
| 起吊机器时需格外小心。 由于机器属于重型件，所以存
在挤伤或其他受伤风险。

本机的保养和维修必须经过专门培训。 对于本
机的安全设备来说尤其如此。 如果在检修过程
中出现下述的故障，应与保养厂联络。 如果您
购买我们的产品，我们承诺提供专业的修理和保
养。 如果出售本机的零售商不是保养商，应向
他咨询离您最近的保养厂的地址。

紧急停止按钮

运输及存放
| 移动设备前，务必关闭液压装置电源并拔出电线。
| 如果存在结冰风险，则必须排干机器中剩余的所有冷却
水。
| 动力箱采用手推车式结构，可以悬挂液压软管，方便在工
作场所进行简单运输。

机器紧急停止按钮可以切断主电源。

| 在两个工作场所之间进行运输时，动力箱必须垂直放置且
配电箱朝上。

测试紧急停止

| 请将本机存放在可以锁定的区域，以免儿童或未授权人员
接触。

| 确保液压软管相互连接。
| 启动机器。
| 按下紧急制动按钮，并检查引擎是否停止运转。

一般安全须知
在未阅读和理解本操作手册的内容之前，请勿使用本机。

!

警告！ 存在遭到电动机器电击的风险。 避免不
利的气候条件，并且避免身体接触避雷装置及金
属物体。 严格遵守操作手册中的说明，以避免
伤害。

| 感到疲劳、曾经饮酒，或曾服用影响视力、判断力或协调
能力的药物时，请勿操作本机。
| 请使用个人防护装备。 请参阅“个人保护装备”一节的说
明。
| 请勿通过拉扯电线拔出插头。
| 让所有电线和伸延电线远离水、油和锋利的边沿。 确保
电线不会被门、篱笆等夹住。 否则，会使物体带电。
| 检查电线和延长线是否完好并处于良好状态。
| 如果电线受损，切勿使用本机，请将其送到授权的保养厂
修理。
| 为避免过热，使用延长线时请勿令其盘绕。
| 本机应连接至带地线的插座。
| 检查电源电压是否与机器标牌上的电压一致。
| 移动设备前，务必关闭液压装置电源并拔出电线。
| 保持所有部件处于正常状态，并确保正确上紧所有夹具。
| 禁止使用有故障的机器。 按照本手册中的说明进行安全
检查、维护和保养。 部分维护和保养措施必须由受过培
训并有相应资质的专家进行。 请参阅《维护》篇中的说
明。
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安全须知
一般工作须知

!

警告！ 本节介绍使用机器时的基本安全须知。
这些资料不能取代专业技能和经验。 如果您遇
到感觉不安全的情况，请停止使用机器，并征求
专家意见。 请联系您的经销商、保养厂或有经
验的使用者。 不要尝试任何没有把握的任务！

| 所有操作员在使用机器前应经过培训。 所有者有责任确
保操作员接受培训。
| 检查所有接头、连接口和液压管完全处于正常状态。
| 保持液压管和接头不受灰尘污染。
| 禁止滥用液压管。
| 请勿使用变形、磨损或损坏的软管。
| 启动机器前，请确保所有软管和电线正确连接到机器。
| 检查液压管是否正确连接到机器上，并在给液压系统增压
前，检查液压接头是否按计划锁住。 转动内螺纹接头上
的外套管锁住接头，令槽口离开滚珠。
系统内的压力软管必须始终与工具的入口相连。 系统内
的回流软管必须始终与工具的出口相连。 连接口混淆可
能会造成工具反向作业，导致人身伤害。
| 切勿使用液压软管提升机器。
| 每日检查机器、接头和液压软管是否有泄漏。 破裂或泄
漏能够导致“液压油注入”到身体，或致使其他严重的人身
伤害。
| 禁止在没有首先停机和断开液压装置且确保马达完全停止
的情况下断开液压管。
| 如果出现紧急情况，按下动力箱上的红色紧急停止按钮。
| 使用工具时，不要超出指定液压油流量或压力。 超过压
力或流量会导致软管破裂。
| 禁止用手检查泄漏。 由于液压系统内有高压，与泄漏物
接触可能会导致严重的人身伤害。
| 检查并确保电源和电源电缆未损坏。
| 在电力线附近工作时：
在电线上或电线附近使用液压工具时，必须使用具有明示
标记且经检验合格的不导电材料制成的软管。 使用其它
类型的软管可能导致严重的人身伤害甚至死亡。
更换软管时，必须使用标有“不导电介质”的软管。 必须根
据详细说明定期检查软管的导电绝缘性。
| 在燃气管道附近工作时：
务必检查并标记出燃气管道的线路。 在燃气管道附近进
行切割将存在危险。 确保切割时未引发火花，以防爆
炸。 集中精力专心操作。 疏忽可能导致严重的人身伤害
或死亡。
| 开始锯切前，运行液压系统直到操作温度达到 30°C，以
减少回流压力和其它磨损。
| 禁止在运行马达时无人看管机器。
| 锯切方式务必能使操作人员轻松按到紧急制动按钮。
| 使用机器时，请确保身边有其他人相伴，以防发生意外时
需寻求帮助。
| 需要靠近本机的人员必须使用听力保护装置，因为切割操
作时的音量超过 85 dB(A)。
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| 避免在恶劣天气情况下使用本机。例如：浓雾、大雨、强
风或是严寒等。在天气状况不佳的情况下工作容易令人感
到疲倦，甚至可能造成危险状况，例如湿滑的地面。
| 确保作业区有足够的照明，以便创造一个安全的作业环
境。
| 确保您的工作位置安全、稳定。
| 起吊机器时需格外小心。 由于机器属于重型件，所以存
在挤伤或其他受伤风险。

安装和调整
检查油位

连接液压软管。

动力箱中装有 12 升知名品牌的液压油 466 cSt HSH。 该液
压油是经 SP 检验合格的环保酯类油，可显著减少因接触而发
生过敏反应或刺激皮肤的情况。 另外，该液压油在意外泄漏
时也可快速降解。

| 安装软管前，应将接头擦拭干净以降低漏油风险。
| 转动内螺纹接头上的外套管锁住接头，令槽口离开滚珠。

| 检查动力箱的液压油位。 使用液位指示器进行检查。
最低油位 = 红线
最高油位 = 黑线
往油箱加注液压油时不可超过最高油位。 液压油变热会膨
胀，如果油位过高则会溢出。 油箱容积 12 升（3.2 美国加
仑）。

液压软管，返回 IN (B)
液压软管，压力 OUT (A)

检查轮胎气压
| 检查轮胎气压。 轮胎气压应为 2 巴。

连接水冷却
| 在液压油箱的上部冷却水连接口和操作工具之间连接一条
软水管，并且从距离最近的给水栓通过水龙头连接一条软
管到油箱的下部冷却水连接口。

| 如果工具无需用水，只需让冷却水流至距离最近的地漏。
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安装和调整
连接电源
重要事项！ 检查电源电压是否与机器标牌上的电压一致。
| 连接电源进线。 电缆必须具有三相且接地。 同时也应提
供中性线，否则配电箱上的单相插座将无法正常工作。
（仅 5-pin 机器）

| 单相插座通过具有过电流保护功能（C 类）的 16 A 漏电
断路器提供保护。 完成输入电流的连接后，单相插座可
用于钻孔机、抽水设备等。
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启动与停止
启动机器之前

| 打开水龙头，根据相关工具的需要适当调节水流量。

确保：
| 机器正确连接至合适的电源，并且保险丝连接正确。
| 软管已连接至设备。

启动
注意！ 启动时，务必仅将开关转至“START 5 SEC（启动 5
秒钟）”位置约 5 秒钟。 随后将开关转至“RUN（运行）”位
置。 如果开关处于“START 5 SEC（启动 5 秒）”位置的时
间过长或在运行过程中转至该位置，可能会损坏引擎。
使用 Y/D 开关启动引擎。 启动分两步骤进行，以避免机器连
接的保险丝过载。
| 根据亮灯指示的方向将开关转至“START 5 SEC（启动 5
秒）”位置。 这样可保证引擎的旋转方向正确。

如果工具无需用水，冷却水仍应流过散热器，然后流至距
离最近的地漏。

停止
通过将开关转至“0”停机。

工作完成之后
| 断开液压软管。
| 如果存在结冰风险，则必须排干机器中剩余的所有冷却
水。 断开进水和出水软管连接，并将机器向前倾。

| 约 5 秒钟后，当引擎转速恒定时，将开关转至“RUN
（运行）”位置。
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维护
保养

液压油
重要事项！ 更换液体或滤清器时，确保不会损坏机器的液
压系统，并且不会破坏周围环境。 根据地方法律处理残余
物品。

重要事项！ 只有经授权的维修人员才能进行各种维修。 以
免操作员承受巨大风险。

根据需要更换液压油或每年更换一次。
| 在油箱的排放塞下放一个收集容器，然后打开排放塞。

维护

重要事项！ 进行检查和/或维护时，应先关掉马达并断开插
头。

清洁
确保使连接器和针脚保持清洁。 使用抹布或刷子清洁。

| 所有的液体都排出之后拧上排放塞。
通过油箱前部的滤清器重新加注液压油。
| 放下动力箱，使滤清器外壳朝上。
| 通过卸下三个螺丝取下滤清器外壳的盖子。

小心！ 请勿使用高压清洗机直接清洗动力箱。 请勿用水清洗
本机，水进入电气系统或引擎将会导致机器损坏或短路。

| 通过滤清器滤芯重新加注液压油。
| 装上滤清器外壳盖。
| 如果更换了液压油滤清器，则需加注 12 升新液压油。
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维护
液压油滤清器
滤清器应每年更换两次。
| 放下动力箱，使滤清器外壳朝上。
| 通过卸下三个螺丝取下滤清器外壳的盖子。

| 取出滤清器滤芯。

| 正确地将新滤清器按入滤清器外壳底部的套管接头上。
| 装上滤清器外壳盖。

紧固扭矩
进行拆卸、重新安装以及紧固螺丝等维修和保养工作时，应
使用以下扭矩：
| M6: 10 Nm
| M8: 25 Nm
| M10: 50 Nm

日常维护
定期检查：
| 液压动力单元中的液压油油位，确保油位在观测计的两个
标记之间。
| 检查胎压。
| 任何异常噪音。
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技术参数
PP 325 E
额定液压输出，kW/hp

9.3/12.6

液压油流量，l/min / gpm

40/8.8

液压油箱，l/gal

12/2.6

冷却

水冷却

尺寸，（长x宽x高），mm/in

575x1040x780/22,6x40,9x30,7

重量，kg/lbs

93/205

最大工作压力，bar / psi

140/2031

软管长度（1/2” 软管），mm/inch

8/315（当软管超出标准长度时，建议使用 5/8”软管。）

电源
检查电源电压是否与机器标牌上的电压一致。
200 V

50 Hz

200 V

60 Hz

230/400 V

50 Hz

230 V

60 Hz

400 V

50 Hz

440 V

50 Hz

575 V

60 Hz

壁式插座

2x230 V（仅 5-pin 机器。）

噪音排放（请参阅注释 1）
声功率级，测量值 dB(A)

94

声能级，保证值 LWA dB (A)

100

音量（请参阅注释 2）
操作员听到的声压级，dB(A)

83

注释 1： 环境噪音释放按照欧盟指令 2000/14/EC 规定的声能 (LWA) 进行测量。
注释 2： 噪音声压级按照 EN ISO 11201 进行测量。 噪音声压级的上报数据中具有一个 1.0 dB(A) 的典型统计离差（标准偏差）。
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技术参数
欧盟一致性声明
（仅适用于欧洲）
Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Sweden, 电话： +46-36-146500，谨此声明：具有 2010 年序列号及之后的序列号（年份
同随后的序列号一起清楚地标注在铭牌上）的 Husqvarna PP 325 E 动力箱符合以下欧洲理事会指令，我们对此负有唯一的责
任：
| 2006 年 5 月 17 日“关于机械”的指令 2006/42/EC。
| 2000 年 5 月 8 日“关于环境噪音释放”的指令 2000/14/EC。
| 2011 年 6 月 8 日“关于限制使用某些有害物质”的指令 2011/65/EU
适用标准如下： EN ISO 12100:2010、EN 55014-1:2006、EN 55014-2/A1:2001、EN 61000-3-11:2000、EN 982/A1:2008、
EN 60204-1:2006。
Partille 2017-3-1

Joakim Ed
Husqvarna AB 建筑设备副总裁
（Husqvarna AB 授权代表，负责技术文档编制事务）

Chinese – 27

׆ডࡣ
׆ডࡣ
լճ!ୋणࠜऀசଭ՚ॷՋي
ॷॷճԧࢳ්
଼ଞ,ॷୀ࣭߹ܛۀށ
ୁડୀ՚ਕԨՋي౿ࡣୡऀঃଡ
๐଼ۗۍ.

լճஜ۩ডࡣ
լճۀপԧஜଭׂ݊ଲ଼ۗۍ.

լճ

!

ୋणࠜॷ׆ୢॷୀডࡣছࠜ
சଭב՚ଶճ,ਏॷාଡࢱ݁ਏ
ଲැਖਏૈ.

լճ!ডࡣছଭಅଡ࠙ݗੴଡլ
ୁડୀԧਕԨऀঃଡՋ්࠷ॷيଲ
଼ۀլۀށச࣡ฅլৃঃଲ଼ଡ
ଲ଼ۀլॷۗۍܧ.

சଭ!
ාঃచැઉ්ୋ֜
| ԧܤ෧࡚

!

| ԧ࣪ߚܤୋ֜

சଭ!ডࡣছଭಅଡ࠙ݗੴଡլ
ୁડୀԧऀঃଡՋيச࣡ฅլৃঃଲ
଼ଡଲ଼ۀլॷۗۍܧ.

| ճֿۀށઝ֠ԧࠤԹ
| ఙۚࠬਆ
ଲ୪ඨଠୡԧ ݃ࡦۇEC ಅාଡ
ஜۗۍ.

լճ! ୢ׆ԧ࠙ऀۀඨۗۍ.

ฅլଡճߙਖਏૈ.
୪ඨࢫֻඑୋଭ׆࣭ۀ୪ඨଡ
ԧ୨ඍߦࢄ׆౫ׂැছۀੲܦଡ
ଭࢠۗۍ.۩ଲ୪ඨଠୢ׆ୢୀ
ୋणଭฎࠜୡୣ୍ฆ
ళࠤୋ࠹բઉۗۍ.
࣭୪ඨଭોࢭࠛ౫ׂசଭଞߦਭ୪ඨඍࢄ׆ଡ
ોࢭ࠙՚ւࠤ්լฅլրॷޱ՚ࢠಃ
଼ۀେ୍ୡੱઽේଡઢઃ଼ۗۍ.
࣭୪ඨଭ୍ฆւୀপ୨࣪ۀැۥୀ఼,
ԧ୨ඍࢄ׆ছणਆবഉۀށ୪ඨଡ֜࠻ୋ
ࢂଭਏۗۍࢭ׆.
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ச!
ச! ডࡣছଭಅଡ࠙ݗੴଡլ୍߹ۀށୋण
ৃঃଲ଼ଡଲ଼ۀլॷۗۍܧ.

ࡧఙ
ࡧఙ
׆ডࡣ
׆ডࡣ .....................................................................
լճஜ۩ডࡣ ................................................
ࡧఙ
ࡧఙ..............................................................................
֜নܑ
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୨..............................................................................
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ছणਆ ..........................................................................
କ࣪ .....................................................................
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֜নܑ

କୋ౿ଭ֜নܑ
1

କਆඹߑହ

8

କ٣Ԩէ

2

ਆ౿

9

କૈଵෂഉ

3

णঃ୨

10 ࢼౢර߇ֻ

4

րୢࠑࢺۇ׆ଲ଼ڧۀୢఙۚ׆
(5ශୋणැ)ۥ

11 କ՚ଲ

5

࣠ীಭ2x230 V(5ශୋणැ)ۥ

6

କౢ٣Ԩէ

7

ւ౸՚ଲ
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12 କૈଵആ
13 କਆ,ߚOUT
14 କਆ, ࠤഋIN
15 ॷୀডࡣছ

ੲୢಅ
କୋ౿ࠜॷ׆ୢ

Թੲୢୋण

| ୋणࠜॷ׆ୢॷୀডࡣছࠜசଭב՚ଶճ,
ਏॷාଡࢱ݁ਏଲැਖਏૈ.
| ଲୋणଭசܑۀWS 325, DM 406 H, HS 170 ࢫHH
170ॷۀՓଲ Husqvarnaࠫഥ݊ۗࠛ
ୋणଭߚܛଞߦܑ࠻ୡۗۍ.

!

| ୋणࠜॷ׆ୢକܑ֜״୪վܤ
ডࡣছࠜଶଞਖਏૈ.
| ୋणԧਕԨࡣॷճࠜକࢳ଼්ۗۍ. ੲୢ
ಅଡசଭב՚ଶଞਖਏૈ. ୋणॷࢺ࣑ଡ
ଳํਖਏૈ.

լճ!ୋणࠜॷ්ۗࠬݡԧܤ
Թੲୢୋणࠜచਖਏૈ.Թੲୢୋणԧ
ऀঃଡ୪Ջ්ۀઢॷճԧ
ࢳ්լऀঃଭ୨ܑࠜଵ଼ۗۍ.
ોࢭࠛ࣪ୋ֜ࠜটߙ,ൡ࠻
ࢂଭਖਏૈ.

| ෧࡚
| ߚ࣪ୋ֜
| ճֿۀށઝ֠ԧࠤԹ

ঃਐஜൡۚ
ୁડୀԧ଼්ۀঃঃ଼්݃ࡦۀঃจ
۩ଦۀՓଠऄԧۇۗۍ.ාঃॷਕঃਐ
ֽՋැൡۚۗۍ.ୀଭࢯߚۇଲޭճൡۚۀܣঃจଠ
ܑߧਖਏૈ.࣭ডࡣছࠜଶଠบܑॷࢺ࣑
۩ැคਓํଲැԧܣੴۀլॷୢୢࢂԧ
ঃଭਖਏૈ.

| ఙۚࠬਆ

ୋणॷւැࢂଭॷාଲ଼ۀլ࠷ডଲࠬਏճ
۩ࠤޮசਏۗۍࢭ׆.ୋणࠜตଘୡଲճ
ੲୢ՚ॷਓ଼ܑߧת׆ଲছणਆચଡ
୪վැ݁ࠤՠۗۍ.
Husqvarna ۩ࠤছୋणࠜ୨׆ୡଞߦՑ
ෂୡୣࢫࠤୁડଡෘܑߧਖਏૈ.
ॷୀডࡣছԧଡࢲଞ࢛ߦ࣭ডࡣছ
଼݃ࡦۀ୨࣪ࢫ܁ଲഉۀୡԧۇۗۍ.

!

լճ!୪ॷଭԧઢଲۀઘݪլܑ
ୋणଭডծ෴ଡ࣡լ්ઢۗۍ.ාঃ
୨գુणऀඨଡॷਖਏૈ. ԧࢲ
ੴଠԹࢫ/ઁۀށপছࠤଭॷଠ
ॷୀୁ߹ܛيડୀଭਕԨऀঃଲي
ॷ࠷ଡొ଼්ۗۍ.

| ٛ֜নଲԳࢠࢺߋضୋԯ

| ૺହଲ౦ंํୀକ߫ճచԮଲஅଞൊൊճ
ඇੲୁડ࣫

| శ୍ߦࢳفଡ۫ࢠࢺߋضੲୢฃ

| ාਏׂ֜ଡԧגଲण౿ැܪਖਏૈ
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ੲୢಅ
ୋणଭੲୢୋ౿

| ಸ݁ԧৃঃܤլۀୋणࠜॷ࠱ճࠤࠜ
ැԧܤছणਆবഉැۥୋणଭࠤࠜ
ଭ߲ਖਏૈ.
| րવଡ࠭ଞߙԮբ଼ۀతߦୋಸ݁ࠜॷ
ࠬਖਏૈ.

ଲୣছۀୋणଭੲୢୋ౿ࢫֻۇ׆,ଲୋ౿ࠜ
ોࢭߦୁܛਏ೬׆Ցࢫକ࣪݊۩
ডࡣۗۍ.Ԩୋणଭ౿ࠜคߙ"֜নܑ"ୣଡ
ఞਖਏૈ.

!

լճ!ੲୢୋ౿էଲ଼ۀୋणۀ
ॷࠬਖਏૈ!
ୋणࠜছणਆճࠤ׆ැছۀ
֗ଖଡࢲੰઉۗۍ.ୋणଭੲୢୋ౿
ւߛැছۀํֻߐۗۍ.ઊॷୀଭ
ୋणԧੰيવܤՑॷාணছ
ୡंऀۀܣଲ଼ۗࢱ݁ਏছणਆ
۩ࠤଡణଞઉۗۍ. ॷۥ୪ඨଡ
֜ਏॷۥଭୢࢂࠤࢫছणਆࠜ
ଲਓ଼ۗۍ.ୋणࠜ֜
ൡ࠻ছছणਆࠜ୪վ්ઢۀլۀ
ԧୋԧגছणਆবഉଭசীࠜ
ࢂଭਖਏૈ.

णঃ୨
ୋणଭणঃ୨ۀசୢվׂୋ౿ࠜఙۚۗۍ.

णঃ୨ഓਆൈ
| କਆԧছߦէܣઘ଼ۀคۗۍ.
| ୋणਏܛଡՒۗۍ.
| णঃ୨࣊ൊଡ࠙ڧճફଲ୨ۀ
คਖਏૈ.

ଵࢱੲୢુࢺ౿
ࡋୠଲॷୀডࡣছଭٛଡଶճଲැบୋणࠜ
ॷਖਏૈ.

!

լճ!ୢۀܣܛ֜ߦ׆ୋणۀාঃԮୢ
ଲ଼ۗۍ.ୡੴଠ׆ঃՍଡ
ճ߲ಅࢫׁুࢄ఼఼ԧۨ
ੴܑߧਖਏૈ. ාঃॷୀডࡣছଭಅଡ
ஜঃැࠜੴܑߧਖਏૈ.

| ߦࠜمھլ, ଣசบۀށਏߚଲيൡۚߚ, 
ঃઽේଡ଼ۀઊࢄଡ࣫บۀୣ۩
ୋणࠜୁܛࠬਖਏૈ.
| Թੲୢୋणࠜచਖਏૈ. "Թੲୢୋण" ୣଭ
ಅଡఞճਖਏૈ.
| ಸ݁ࠜୈճර߇ֻࠜड़ࠬਖਏૈ.
| ࡦ݃ಧଲटࢫէটଡࢄ, ૈଵࢫُಉߦ
ࡦছࠤߦऀഉࡌࠤਖਏૈ. ಧଲटଲࢂ, ਆԶଠ
սՏࠤੴܑߧਖਏૈ.ֻߐ՚ੴଞ
౦ୢ׆ୢ׆ԧധ଼්ۗۍ.
| ಸ݁ୋಸ݁ԧէܣճ, ોࢭࠛঃ
คਖਏૈ.
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| ୋणۀ୦ܤীಭէܣઘઉۗۍ.
| சୢୢଲୋणଭࡣൡܤ୍׆ୢր
ଵ౿ۀคਖਏૈ.
| ୋणࠜଲܛਏ೬׆ୢۀාঃକୋ౿ਆ౿ࠜ
ضճୢಧଲटଡड़ଞਖਏૈ.
| ࡦ݃ऀඨଡોࢭࠛୁડ০ছޭݗକճࡦ݃
ճ୨ୋ౿ԧોࢭ࠙՚ճ୨ܣઘ଼ۀคਖਏૈ.
| էଲ଼ۀୋणۀୣ۩ॷࠬਖਏૈ. ࣭
ডࡣছيՑ, କ࣪ࢫছणਆࠜ
ਓਏਖਏૈ. ଵऀକ࣪ছणਆۀผߛଡࢲଠ
ୢࢂԧଲ଼්ۗۍ. କ࣪ୣଭಅଡ
ఞճਖਏૈ.
| ੲୢୋणࠜ࣡լࠬਖਏૈ. ੲୢୋणԧોࢭߦ
ୁۀܛ୨׆ୡଞߦคਖਏૈ. ࣭ୋणۀऄ߆
ੲୢୋणࠜୋచՋيੲୢୋणࠜंැঃߦ
ॷੲۗۍܧ.
| ॷୀডࡣছଭٛଡଶճଲැੴଠॷޱ՚
ୣ۩ୋणॷଡෛԧࠬਖਏૈ.
| ۗࠛॷ݅ޱր݅ࢄܛଠசଭࠜॺ՚ୋण
ധ୪ߚଡସ՚଼݅ۗۍ. ଲ߇ଲକߦාঃ
ୁડசଭࠜுணਖਏૈ.
| ԧࢲੴଠॷޱଲୁડୋࡉࡿ࠙ੴܑߧ
ਖਏૈ. ֻߐੴଞਕԨऀঃଭଲ
଼ۗۍ.
| ଭ࣫, ࠤࡉಉޮࢫୋ֜ૺۀଲऀۀඨقଵ
଼ଞ࢛ߦசଭਖਏૈ
| ୋणࠜ݅ݡசଭਖਏૈ.ࡿՋऀඨଡ౫්ׂݡ
ହऀঃ׆ۀށऀঃଲࢳ්ଲ଼ۗۍ.

ଲ࣪ࢫܛւ
| ୋणࠜଲܛਏ೬׆ୢۀාঃକୋ౿ਆ౿ࠜ
ضճୢಧଲटଡड़ଞਖਏૈ.
| ୋणԧઝଲ଼ଡլୋणْੰ଼ۀ٣Ԩࠜ
ࡦܪहٛઉۗۍ.
| ୢ൫ଠୁડୋছ৽՚ࢱ଼්ܑߧକ
ਆࠜՏ଼ճࢭԧۜࠦಉൈࡦઑଞߦ
୪ୁۗۍܧ.
| ୁડୋԩࢱ්ݡࢼۀୢଲࠜේ՚
ୢ൫ଡ౿ߦ࣪ւැઉۗۍ.
| େׁୋ౿ԧ଼ۀୋীୋणࠜ࣪ւઘࠦଲي
ෛԧࢲੴଠॷޱଭৃۨੴ՚ۗۍ.

ੲୢಅ
ଵࢱୁડಅ

!

լճ! ଲୣଠୋणॷւߛ࣭׆ܤੲୢ
ಅଡۗ߿ճ଼ۗۍ.ଲ୨࣪ۀէಸ
ୢࢂୡࢫۇ׆լଡ۩ੴۗۍ.
ੲୢۗۀൡۚଲ݅ۀݡளਏ
ୁડଡணۚճୢࢂԧଭચଡ֜ਖਏૈ.
۩ࠤ,ছणਆ۩ࠤۀށߛܤ
ॷୀ՚ࢂଭਖਏૈ.ୀઢୁۀડଠ
ਏܑࠬਖਏૈ!

| ࡦ݃ୁડୀۀୋणॷ֗ଖଡࢲੰઉۗۍ.
ীକசୁۀડୀԧ֗ଖଡࢲ՚්థହଲ଼ۗۍ.
| ಝරࠫ, էऀࢫକਆԧࡦܪોࢭࠛ
ঃคਖਏૈ.
| କਆಝරࠫࡋԧقੴ՚ਖਏૈ.
| ਆࠜૈࠬਖਏૈ.
| ࣡෴ܣՋܣࡦࠬيՋৃيঃܤਆॷۀ
ࠬਖਏૈ.
| ୋणࠜਏ׆ܛୢࡦ݃ਆୢটଲୋण
ોࢭ࠙՚էܣઘ଼ۀคਖਏૈ.
| ਆԧୋणોࢭߦէܣતۀคճକ
ਏਆഗߚଡԧ׆ୢକಝරࠫଲ୪۩ߦ
େբ଼ۀคਖਏૈ.ಝරࠫଭऀਉࠤजࠜ
ߙܕਉ߬ଲ࣮ছݭઘ՚ಝරࠫଡେׂۗۍ.
ਏਆഗଭߚਆۀාঃվ֜ଭใ֜௬
էැઉۗۍ. ਏਆഗଭࠤഋਆۀාঃվ֜ଭ
ࢼౢ֜௬էැઉۗۍ. էଡվ֜ԧ
Ջܛୁߦ؛ऀঃଡଡ଼ܑۗۍ.

| ԧਆܑւֽళছୁડਏ:
ԧਆ൞ଲඹԧڕսଡාঃคճඝਏਖਏૈ.
ԧਆ൞ଲඹֽళছୣ්ۚլාঃଲ࠙ݗ՚
ۗۍܧ.ඒࢳଡճߙୣۚਏऄ؋ଲࢳ
ੴۀคਖਏૈ.ୁડசଭࠜுணਖਏૈ.
ऀசଭߦணঃॷ࠷ॷۀށճԧࢳ଼්ۗۍ.
| ഥُଡਏ׆ܛୢୁܛܑԧ30°C්ܑۜ
גݡକਏਆഗଡԧܛࠤഋߚր׆
ࠬࡦࠜଲਖਏૈ.
| ࡦഉԧԧܛணଵݡۀୋणࠜୣ۩ߦࢺ౿
ࠬਖਏૈ.
| ഥଞߦୁડਏාঃ৽՚णঃ୨࣊ൊଡୁ්ܛ
଼ܑߧۗۍ.
| ୋणࠜॷ්ݡාঃֽళۗࠛଡࢼ౿
ॷճࢳਏܑૺଡ૬଼්՚ਖਏૈ.
| ୣۚୁડীଣଲ 85dB(A)ଡొր්ݡ, ׆ծ୦
౿଼ઘઉޱॷۀଠࢱ݁ਏԨ࣪ୋणࠜ
చැઉۗۍ.
| ଠੲԹ, ,Գණ,݊րԶଲ׆บԧஅ
ੴଡۀݡୋणࠜॷࠬਖਏૈ.ੱవบছଵଡ
՚৽ܣ՚ߦࠜକࢳճ,ୁડୋඝଲ
ࢠ૾߇ض݊ۀঃจଡొ଼්ۗۍ.
| ୁડ֜લଭࡣଡࢴ՚, ੲୢୁડฅլଲ
ߧܑܣਖਏૈ.
| ੲୢճੲ୨ܤୀপߦୁડଲଲ߿ઘܑߧਖਏૈ.
| ୋणࠜ݅ݡசଭਖਏૈ. ࡿՋऀඨଡ౫්ׂݡ
ହऀঃ׆ۀށऀঃଲࢳ්ଲ଼ۗۍ.

| ୋणࠜ݅ઘોࠤ܁ۀକਆࠜॷୣ۩ੲ
ۗۍܧ.
| ୋण, ಝරࠫࢫକਆڧডଲ଼ۀ࠻ଵ
คਖਏૈ. ൞વڧۀށডߦ఼࣭"କૈଵ
ச"ଲଵઘيՋ׆يਕԨ఼ୡऀঃଲࢳ්
଼ۗۍ.
| টକୋ౿ࠜఙۚ, ंࠤճࡦഉࠜୢํ
୨ਏ೮บକਆࠜंࠤਖਏૈ.
| णঃঃจଲࢳୢ൫ଭऱԩআणঃ୨
ਆ౿ࠜ࠙ڧਖਏૈ.
| ॷܑ֜۩ැ୨ܤକૈଵࠝଲߚيଡ
ొրࠬਖਏૈ.րܑߚଲيࠝଞߦ൞વଲ
ࢳ଼්ۗۍ.
| ৃଞߦڧౢऀࠜՑࠬਖਏૈ. ڧౢࢄܤா
୦ో්լକਏਆഗଭճଞߦਕԨ
ऀঃଡଡ଼ܑۗۍ.
| ୢվׂୋ౿ୢಧଲटଡՑৃঃܣ
ੴۀคۗۍ.
| ୢটֽళছୁડਏ:
ୢ׆ಧଲटକܑ֜ࠜॷՋيୢ׆ಧଲट
ֽళছକܑ֜ࠜॷ්ݡणୢܑনࠬࠜ
ࢲଠਆࠜॷැઉۗۍ. ׆ਆࠜॷ්լ
ਕԨ఼ୡऀঃଲ࠷ॷيଡొ଼්ۗۍ.
ਆ఼්ࠜ֗"ݡणୢܑୣ఼" ࠬԧऀచܤ
ਆࠜॷැઉۗۍ. ಅޭݗਆଭୢ׆
ୣଡ୨׆ୡଞߦՑॷැઉۗۍ.
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ࠩࢫ୨
ૈଵՑ

କਆէ

ୢ൫ଠକࡣज݁ଭକૈଵ466 cSt HSH 12 ࠤഉ
״վׂۗۍܧ.ଲૈଵଠSP ਆഓ࠙ૈଵߦছ
ฅլୡଞߦୡճ୦ోਏੵߑ࠙ࢱ׆ଦଲيऀ
ୀּনଡ՚ٗౡՓۗۍ. ށਓߦକౢܤ
լুํंැۗۍܧ.

| ڧౢଡଲ׆ැਆࠜୋచ׆ୢ
ಝරࠫଡؿמଲۙଞਖਏૈ.
| ಝරࠫଭऀਉࠤजࠜߙܕਉ߬ଲ࣮ছ
ݭઘ՚ಝරࠫଡେׂۗۍ.

| ୢ൫ଭକૈଵࠜՑਖਏૈ. ߆
ඝਏߦ׆ค଼්ۗۍ.
ౖୠ ऱԩআট
ౖճ= Ց୨আট
ആକૈଵଡత۩ౖݡࠜٱੴܑߧ
ਖਏૈ.କૈଵଠԧવਏ൲ఢ࢛ߦԧ٪ࡿ
ڔଞٱౄ଼ࠜۗۍ.ആऀ12 l(3.2 ࢠ֝
Լ߉).

କਆ, ࠤഋ IN(B)
କਆ, ߚ OUT(A)

ଲઘվ׆Ց
| ଲઘվ׆ଡՑਖਏૈ.ߚଠ2barઉ
ۗۍ.

߁ਐ٣Ԩऀէ
| କକૈଵആଭঃऀ٣Ԩէऀୁડվ֜
ॷଲࢄਆࠜէճ,ށԧୋԧג
ׂୢছഃଡധැആଭऀ٣Ԩէऀߦ
ਆࠜէۗۍ.

| ࢄଲෂ૬ੴଠվ֜ࠜॷ්լ٣Ԩԧԧୋ
ԧࢼגౢ֜ߦܑ࠙ߧۗۍܧ׆.
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ࠩࢫ୨
ୢէ
ண૬!சୢୢଲୋणଭࡣൡܤ୍׆ୢր
ଵ౿ۀคਖਏૈ.
| କୢಧଲटଡէਖਏૈ. ಧଲटଠ3ঃଞߦ,
୦ܣઘઉۗۍ.ணনটܑॷැઉۗۍ. ֻߐ
ੴଞࢼୢଭۚঃীಭଲୁܛੴ׆
(ۗۍࢂݡ5ශୋणැ)ۥ.

| ۚঃীಭଠրୢࠑࢺۇ׆ଲ଼ ۀ16A ڧୢఙۚ׆
(C෴)ߦ࣪ۗۍܧ. କୢࠑࠜէบ݁ࠧ
ୋण, ࢄใୋ౿݊ଡැۚঃীಭଡॷ්
଼ۗۍ.
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ਏࢫܛ୨
ਏ׆ܛୢ

| ැۥվ֜ୡୣํࢄଲܑ࠙ߧഃଡહۗۍ.

ۗଣॷාଡคਖਏૈ.
| ୋणԧୡୣୢվׂୋ౿ોࢭߦէܣઘ଼ճ
ඳலԧ୪۩ߦড౿ܣઘ଼ۀคਖਏૈ.
| ਆԧୋ౿էܣતۀคਖਏૈ.

ਏܛ
ச! ਏݡ්ܛਆ౿ࠜ"START 5 SEC" ௬ଞߦઊ5ొ
ܛੲࠤܕਖਏૈ. ֻۗଣਆ౿ԧ "RUN"ଞߦ
ੰܕԯۗۍ. ਆ౿ԧ"START 5 SEC" ౿٪ࡿૈ
଼Ջۀܣܛୁيլۀફଲৃঃܥ଼ۗۍ.
ફଠY/Dਆ౿ߦਏܛۗۍ.ୋणԧէܤඳல
۩րऀࠜࢺ׆ැਏܛଠۚܪծߦ
ଲ߿ઘுۗۍ.
| ಯඹଭਏࢺේޭݗਆ౿ࠜ "START 5 SEC"
௬ଞߦۗۍࠩܕ.ֻ߇ફฎୢࢺේଲોࢭߦ
ۗۍܧ.

վ֜ࢄଲෂ૬ੴଡլܑ٣Ԩԧ
ޭଲഉࠜധැԧୋԧࢼۘࢭגౢ֜ߦ
ܑ࠙ߧැઉۗۍ.

୨
ਆ౿ࠜ"0"ଞߦߙܕਆ౿ࠜۗۍؾ.

ୁડ߹บ
| କਆࠜंࠤۗۍ.
| ୋणԧઝଲ଼ଡլୋणْੰ଼ۀ٣Ԩࠜ
ࡦܪहٛઉۗۍ. କࢫକౢࢄਆࠜंࠤճ
ୋणࠜ௬ଞߦۗۍ׆.

| ઊ 5ొบફুܑԧଵ୨՚ܣਆ౿ࠜ
"RUN" ௬ଞߦۗۍࠩܕ.
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କ࣪
ছणਆ

କૈଵ
ண૬!ઁ఼ࢫෂഉ఼֗ۀୋणଭକਏਆഗրச࣡
ฅլଲวৃܣੴࢺۀਐଞߦෘැઉۗۍ.ୂ
ॺࢄଠ෮࣑ࠔޭݗళࠤਖਏૈ.

ண૬!ࡦ݃ࠤۀԧࢲଠ׆২ୀଲਓਏ්
଼ۗۍ.ୁડୀࠜ۳೧ڋౢਏ೬ੴ׆
౿ۗۍ.

କ࣪

କૈଵଡෂ૬ਏۀށଵڂ࣌੩఼֗ැઉ
ۗۍ.
| ആࢼౢර߇ֻੰுڕࠜ׆ճර߇ֻࠜ
હۗۍ.

ண૬! Ցॷࢫ/ۀށକ࣪ࡦۀഉଭୢଡضճ
ර߇ֻࠜंࠤਏ೮บਓਏઉۗۍ.

ী
ಝٸഉࢫශଭէଡକැઉۗۍ.ଲߦৄي
ীਖਏૈ.

| ࡦ݃ઁ఼ԧࢼౢܣճࢼيౢර߇ֻଭࠜॷي
େׂۗۍ.
କૈଵଠആୢଭෂഉࠜധැছۗਏతૻۗۍ.
| ୢ൫ଠෂഉଲࠜේ՚ٛߙ
ڕۗۍ.
| পԹଭࠜॷي୪Ջෂഉଭಝ࣊ࠜ
୪Ջۗۍ.

சଭ! ճপఴॷࠜ׆ୢ൫ଡী
ࠬਖਏૈ.ୋणࠜࢄߦপఴࠬਖਏૈ.ࢄଲୢ׆
ਏਆഗଲيફ݅ઘԧୋणԧৃঃܣՋڧيୢଲ
ࢳ଼්ۗۍ.

| ෂഉ૬ীࠜധැକૈଵଡۗਏతૻۗۍ.
| ෂഉಝ࣊ࠜୋచۗۍ.
| ૈଵෂഉ఼්ࠜ֗լܑ 12 lଭঅߦକૈଵଡ
త૾ઉۗۍ.
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କ࣪
କૈଵෂഉ
ෂഉۀଵڂ࣌ܪ੩఼֗ැઉۗۍ.
| ୢ൫ଠෂഉଲࠜේ՚ٛߙ
ڕۗۍ.
| পԹଭࠜॷي୪Ջෂഉଭಝ࣊ࠜ
୪Ջۗۍ.

| ෂഉ૬ীࠜ݅ઘોࠩۗۍ.

| অෂഉࠜෂഉۚଭਉࠤजಝරࠫߦࢤઘ
ٶۗۍ.
| ෂഉಝ࣊ࠜୋచۗۍ.

ହഠ
ंැบۗਏୋచճࠜॷيଲୁۀડଲඑܤࠤ
ࢫକ࣪ୁડଡෘ්լੰଭഠࠜୡැઉ
ۗۍ.
| M6: 10Nm
| M8: 25Nm
| M10: 50Nm

ଵଵକ࣪
୨׆Ցॷා:
| କߚܛୋ౿ଭକૈଵࠜՑւ౸
՚ଲଭඝਏॷଲ଼ۀคැઉۗۍ.
| ଲઘߚଡՑۗۍ.
| ଲঃীଣଲ଼ۀคۗۍ.
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׆২୨࣪
PP 325 E
୨ܤକౢߚ, kW/hp

9.3/12.6

କ߆, l/min / gpm

40/8.8

କૈଵആ, l/gal

12/2.6

٣Ԩ

߁ਐ٣Ԩ

(׆LxWxH), mm/౿

575x1040x780/22,6x40,9x30,7

ண߆, kg/lbs

93/205

ౖ۩ୁߚܛ, bar / psi

140/2031

ਆଲ(1/2" ਆ), mm/౿

8/315(ਆԧඝஜଲࠜొր්լ5/8"ਆࠜ
֫ୋۗۍ.)

ୢվׂ
சୢୢଲୋणଭࡣൡܤ୍׆ୢր
ଵ౿ۀคਖਏૈ
200V

50Hz

200V

60Hz

230/400V

50Hz

230V

60Hz

400V

50Hz

440V

50Hz

575V

60Hz

࣠ীಭ

2x230V(5ශୋणැ)ۥ

ীଣࢺౢ(ச1ఞ)
ীଣౢߚஜ,౸୨dB(A)

94

ীଣౢߚஜ,࣪ୋLWA dB(A)

100

ীଣஜ(ச2ఞ)
ୁડୀԨছଭଣஜ, dB(A)

83

ச1: EC ಅ 2000/14/ECଭՋীଣౢߚ(LWA)ଞߦ౸୨ীଣࢺౢۗۍ.
ச2: EN ISO 11201ଭՋଣஜ. ଣஜ۩ැ࣪ճ܁ܤଲഉ࠙ݗଵࢱୡധծंॺ(ඝஜඇఙ)ଠ
1.0dB(A)ۗۍ.
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׆২୨࣪
EU ஜটચࢂ
(କߌැ)ۥ
Husqvarna AB(சী: SE-561 82 Huskvarna, Sweden, ୢฃ: +46-36-146500) ۀ2010ֻࢫܑڂଲบଵߛ࣌ୢ൫
Husqvarna PP 325 E(ۀܑڂଵߛ࣌ԧ࠻բ෴ਐൡඌࢂଞߦࡣਏܣઘ଼ଣ)ԧۗଣଭଭฎಅଭ૬Սଡ
ஜଡॷۥଭୢୡథହটચۗۍ.
| 2006 ڂ5ଁ 17ଵ "׆ծࠑւߛ" 2006/42/EC.
| 2000 ڂ5ଁ8ଵ"ฅլ۩ীଣࢼౢւߛ" 2000/14/EC.
| 2011 ڂ6ଁ 8ଵ '୨ࢄாॷւ୪' 2011/65/EU
ۗଣඝஜଲୡܣતۗۍ. EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-11:2000,
EN 982/A1:2008, EN 60204-1:2006.
Partille, 2017-3-1

Joakim Ed
ऀॷୋ, Construction EquipmentHusqvarna AB
( ܤHusqvarna ABۡۥୀࢫ׆২ࢂছథହ)
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