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4.2.2 バッテリケーブルと 
本体ハーネスのつなぎ方 

 

■ つなぎ方 
 

本体ハーネスから出ているコードのコネクタとバッ

テリケーブルのコネクタを持って接続します。 

 

 
 

 

 

■ 外し方 
 

 

・ コネクタを外すときは、ケーブルおよびハーネ

スを持って引き抜かないでください。 

断線の原因になります。 
 

ロックを押えながら、コネクタを持って引き抜きます。 

 

 

 

4.2.3 操作ボックスと 
作業機のつなぎ方 

 

■ つなぎ方 
 

作業機から出ている本体ハーネスの 6 極コ

ネクタと AG ポート連動ハーネスの 6 極コネ

クタを持って接続します。 

 

 
 

 

操作ボックスの 6 極コネクタと AG ポート連

動ハーネスの 6 極コネクタを持って接続し

ます。 

操作ボックス

 
 

 

AG ポート連動ハーネスの AG-PORT と表示さ

れているコネクタを、トラクタ側の同形状の

コネクタに接続します。 
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