
デジタルアーク溶接機

MMA 202GDM

取 扱 説 明 書





この度はＲＩＬＡＮＤ溶接機のご購入ありがとうございます。

初めに

本書では、機械記述と MMA202GDM機器の動作紹介が含まれています。ユーザー様や他の

方々の安全のために、取扱説明書をよくお読みください。

注意点

安全に関する警告。

内容 説明

この記号後の説明が守られていない場合、重大な事故、損傷や死を

引き起こす可能性が非常に高く危険が発生します。

この記号の説明が守られていない場合、本体故障の可能性があり、

いくつかの危険が起こることを意味します。

この記号の説明が守られていない場合、機器の故障や断線の原因と

なる可能性のある潜在的な不具合が存在することを意味します。

この本書の内容は、製品の品質向上の為、予告なく更新される事があります。このマニ

ュアルは、他の規約を除き操作ガイドとして使用してください。機種の保証、説明、情

報や提案はいずれかの他のコンテンツに関連して行われません。

ここに示されている画像と実際の商品との間に違いがある場合は、実際の製品が適用さ

れます。
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1 安全に関する警告

この取扱説明書に記載されている安全上の注意は、機械の正しい使用方法を確保し、怪我等からユ

ーザー様や他の方々を守ることです。

溶接機の設計と製造、安全性を考慮し事故を避けるために、マニュアルに記載されている安全上の

警告を参照してください。

機械の損傷は、次のように故障/誤作動に起因し、このような被害を減らすために、慎重にマニュア

ルをお読みください。

内容 説 明

² 機械内部の電気部品などに触れると致命的な感電や火傷の原因となります。

² ヒュームや溶接蒸気は吸引すると健康に有害であす

² 狭い空間での操作は中毒症状や呼吸困難を引き起こす可能性があります。

² 溶接時のスパーク、火花等は火災の原因となります。

² 接続不良のケーブルは、熱を持ち火災の原因になります。アーク側回路の接

続不良は火災の原因となります。

² 絶対に火の元に溶接しない、爆発する恐れがあり大変危険です。

² ガスボンベなどの気密容器を溶接しない、破損する恐れがあり大変危険です。

² 溶接時の光は目の炎症や皮膚焼けの原因となります。

² 溶接スパーク、残留物を裸眼で直視する事はお止め下さい。

² ガスボンベの転倒は、怪我をする原因となります、ロープやチェーンなどで

転倒防止の措置を行って下さい。

² ガスボンベの誤った使用は、高圧ガス噴火を引き起こし、大怪我の可能性が

有り非常に危険です。

² 冷却ファンなどの可動部品の近くに指や髪、服などを近付けないようにして

ください。

² アーク時の撮影は、目、顔やその他の未保護の部分を火傷させる可能性が有

ります。

² 運搬の際は、その下に立たないで下さい。万が一落下した場合、大怪我の原

因となります。
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事故を避けるために、次の規則に従ってください。

溶接以外の事でこの機械を使用しないで下さい。

˜ 電源の電気工事や作業場所の選定、高圧ガスの使用、貯蔵、構成、溶接後の被加工物の安

全な保管、廃棄物の処理など、それぞれの関連法規に従って下さい。また各自治体や地域

の法令などに従い使用、保管、廃棄をお願い致します。

˜ ペースメーカーを使用している方は医師の許可を得ずに溶接機やエリアの近くに近寄る事

はしないで下さい。溶接機から発する磁気がペースメーカーに悪影響をあたえます。

˜ 機器の使用は機械を熟知した方が操作、確認、保守などを行って下さい。

˜ 安全のためのマニュアルの内容を理解する。

感電を防ぐために、次の規則に従ってください

溶接機本体から体を遠ざける

機械の分解などはメーカーもしくは販売店までご相談ください。

˜ 一度電源を遮断した場合、電源ケーブルを電源より外してから5分後に再起動して下さい。

˜ 表面の絶縁スリーブに亀裂や劣化、あるいは導体の露出したケーブルを使用しないでくだ

さい。

˜ 本体カバーを外した状態で絶対に使用しないでください。

˜ 破れたり濡れたりしている絶縁手袋を使用しないでください。

˜ 高い位置での作業をする場合はスパッタシートなどを使用する事。

˜ 定期的に機械のチェックをして壊れた部分が有る場合は治るまで使用しない様にする事。

˜ 機械を使用しない時は電源をOFFにすること。

˜ 狭い所や高い位置で溶接をする際は関連する基準に基づいて作業する事。

以下の注意事項にしたがって火気等を避け溶接してください。

˜ 溶接個所など周りに可燃性のものを置かないようにする。

˜ 溶接する際に可燃物に気を付ける。

˜ 家庭での溶接の場合周囲に燃えるものが無いかをチェックする。

˜ 溶接母材へのアース取りつけは出来る限り溶接個所の近くへ配置する。

˜ ガス管など気密性の高いパイプなどを溶接しないようにしてください。

˜ 溶接する場合は消火器等を配置し万が一の火災に備えて下さい。
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溶接のガスや煙(ヒューム)は健康に有害で有る為、防塵マスク等を必ず

使用する様にして下さい。

˜ ガス中毒等の障害から身を守る為に換気扇などを使用し予防に気を付ける

˜ 使用時には排気装置の設置や予防策など対策をとること

˜ 深い場所での作業、密閉された部屋では二酸化炭素等のガスが充満し酸欠などの症状が考

えられます。充分な換気と綺麗な空気が流れるよう対策を取るようにして下さい。

˜ 狭い場所での作業時には必ず現場監督等の指示に従い適度な休憩を取りきれいな空気を吸

う様にして下さい。

˜ 清掃時には乾いた布などで汚れを拭き取り清掃中は電源などを入れないようにして下さい。

˜ 溶接時に発生する煙やヒュームは有害です。防塵マスクなどを着用するなどの対策をして

下さい。

溶接時に発生する溶接光などは体に有害です。保護具などの着用をしてく

ださい。

˜ 溶接時には必ず目を保護する溶接用遮光面が必要です。目の健康の為、溶接用遮光面、ま

たは遮光眼鏡などの保護具の着用をお願いします。

˜ 溶接光を直視すると眼球の炎症を起こす可能性があります。必ず遮光眼鏡などを着用下さ

い。

˜ 溶接作業には溶接用の手袋、長袖の不燃性の衣服、皮製のエプロンなど溶接作業の際に必

要な保護具を着用する必要があります。

˜ 溶接作業時は周囲に居る方々にも気を配り溶接光の対策をして下さい。

ボンベなどの転倒を避けるために以下の注意が必要です

˜ 高圧ガス法に従い正しく使用する事。

˜ 使用するガスに合った調整器(レギュレター)とガスホースを使用する事。

˜ 説明書を良く読み安全上の注意事項を守る。

˜ ロープ、またはチェーンなど、その他専用の固定具など使用しボンベを固定して下さい。

˜ 高温、日光などの当たる場所には置かないようにして下さい。

˜ 使用しない時は転倒しないように固定具などで固定し保管場所へ置いて下さい。

˜ ガスボンベにホルダーケーブル、アースケーブルを置いてはいけません。

冷却ファンに触れると怪我をする恐れがあります充分注意して下さい。

˜ 主電源がOFFの時は機械を使用しないでください。

˜ 設置等は機械などを熟知した方が操作、点検を行って下さい。

˜ 冷却ファンに髪の毛、指、衣服等、近付けないようにし充分離して下さい。
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機械をより長く使用する為に以下の点に注意して下さい。

˜ 転倒に対する予防措置。

˜ パイプ凍結などの解凍に溶接機を使用しないでください

˜ 転倒を避けるためにフォークリフトを使用する場合は側面から電源を持ち上げるようにし

て下さい。

˜ クレーンを使用する場合垂直方向に15度以下の角度で結ぶ事。

電磁波の干渉による注意事項

˜ 特定の場所で機器を使用する場合は特別な予防措置が必要な時が有ります。

˜ 機械の設置前には周りの環境に応じた問題を予測し予防措置を行って下さい。

a) 溶接機器の上部と下部および他の近くの電源ケーブル、コントロールケーブル、信号ケーブ

ルや電話ケーブル等

b) ワイヤレス機器やTV、携帯電話など電波を受信する電化製品

c) コンピューター等の制御機器

d) 産業用機器や安全機器

e) ペースメーカーや補聴器等の機器

f) 測定機や調整機器

g) その他、使用機器がある場合は、それに応じた予防措置を取り危険回避を心がけてください。

h) 現在の溶接機の状態。

˜ 漏電を防止する為、下記にご注意ください。

a)溶接機器の電源を間違いなく接続します。

b) 定期的に接続部分を点検する。

c) キャップタイヤの設置干渉に気を付ける。

d) 溶接金属部品やその他の部品の安全に注意する

e) アースの取り付けを確実にする

f) ケーブルや機器などに損傷などは無いか点検を行い、損傷などがある場合はそれに応じた

対処法で安全を確保して下さい。

使用者は溶接による干渉に気を付けてください。
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2 製品

2.1 一般

MMA 202GDMは、その MMA（アーク）と TIG機能では、世界で最も先進的なインバーター技術を

応用した多機能溶接機です。

MMA 202GDMの外観はインバーター電源の理論と使用部品により非常にコンパクトです。インバ

ーターの原理は、50Hz/60Hz の電源周波数を直流に変換し高電力デバイス IGBT を介し高周波

（ 33KHz ）変換、出力高電力デバイスで電圧降下と整流を実行するフルデジタルのパルス幅

変調（ PWM）制御技術です。スイッチの電源反転技術を採用しているため重量および体積を大

幅に減少しながら 30％以上の変換効率向上に成功しました。

RILANDの溶接本体は、より強く、より改良され,より安定したアークを提供することが出来ま

す。溶接棒と母材が短絡するとアーク反応が速くなります。それは、異なる特性を備えた溶接

機を設計することが出来、それによりアークをより軟らかく又は硬くするために特性を調整す

ることさえできます。MMA(ARC)モードでは機械の特性は傾斜です。良好なアーク開始と安定し

た出力により溶接ギャップと品質が最良の効果を発揮します。 TIGモードではアークの開始が

簡単で、アークが集中します。

小型、軽量と安定した特性を備えた機械は、ステンレス鋼、炭素鋼、銅、その他の金属を溶接

することができます。その転送効率は 85％以上です。

RILAND製品を使用し,貴重なアドバイスを頂ける事を楽しみにして,我々は当社の製品および

サービスの提供改善に全力を尽くします。

この機械は主に産業/農業/DIY等あらゆる分野で使用されています。

屋内使用の場合は電磁波などにより無線干渉が起こる事があります。予防措置を行って下さい。
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2.2 技術データ

機種

仕様
MMA 202GDM

電源電圧 (V)
1 phase

200V±15%

周波数 (Hz) 50/60

定格入力電流 (A)
44.5（MMA）

28.4（TIG）

出力電流調整 (A)
40-190(MMA)

10-190(TIG)

出力電圧 (V)
21.6-27.6(MMA)

10.4-17.6(TIG)

無負荷電圧(V)
U0=56

Ur=16

使用率 (%)/ 40℃
25（MMA）

25（TIG）

力率 0.73

効率 (%) 80

断熱グレード F

ハウジングの保護等級 IP21S

重量(kg) 4.3

全体の寸法 (mm) 288×126×234
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3 設置

この溶接機本体は、電源電圧補生装置が装備されています。電源電圧が定格電圧の

±15％変動しても機械を正常に作動させる事が出来ます。

電圧降下を低減するため長いキャップタイヤ等を使用する場合、太めのキャップタイ

ヤに変えることを推奨します。ケーブルが長すぎる場合は、アーク放電および他のシ

ステム機能のパフォーマンスに影響しますので、適度な長さで使用する事をお勧めし

ます。

冷却システムの誤作動を防ぐために機械の吸気口が障害物などで塞がっていないか確認下さ

い。

電源インターフェースのアースが確実にかつ独立して接地されていることを確認してください。

より良い作業のため必ずアースを取りつけてください。

設置手順

LIFT TIGの正しい取り付け方法(※TIG部品、ガス流量計、トーチなどは付属していません)

a ）本体に正しくアルゴンガスを取り付けて下さい。ガス供給は、ガスボンベ、アルゴンガス流量

計とガスホースを含みます。ガスホースの接続部は、ガス漏れやエアー混入を防止するために、ホ

ースバンドなどの専用器具で締結し漏れの無いようにして下さい。

b ）TIG溶接トーチのプラグをフロントパネルの「-」に接続し時計回りに固定します。

c ）アースケーブルのプラグをフロントパネルの「+」に接続し時計回りに固定しアースクリップを

溶接する母材に挟みます。

MMA（ARC）の正しい取り付け方法

a ）ホルダーケーブルのプラグをフロントパネルの「−」に接続し時計回りに固定し溶接ホルダーに

溶接棒を挟みます。

b ）アースケーブルのプラグをフロントパネルの「+」に接続し時計回りに固定しアースクリップを

溶接するワークに挟みます。

正極性と逆極性：直流溶接機は 2つの接続方法があります。正極性：「-」ホルダーケーブル、「+」

にアースケーブルを接続。逆極性：「−」アースケーブル、「+」にホルダーケーブルを接続。作業状

況に応じて適切な極性の接続方法を選択して下さい。不適切な接続を選択すると不安定なアークや

スパッタが多くなり癒着を引き起こします。このような問題が発生した場合は、適切な極性に変更

してください。アルカリ性溶接棒で溶接する際は逆極性を、酸性溶接棒で溶接する際は正極性に接

続し溶接を行ってください。

次の手順は電気技術者によって接続してください！

入力電圧と電流に応じて適切な電源ケーブルを対応する容量の配電ボックスに接続します。（技術デ

ータの表を参照してください）電力供給の差が許容範囲内であることを確認し不適切な取り付けは

しないでください。



11

設置図(LIFT TIG) TIG溶接

設置図 (STICK) MMAアーク溶接

アルゴンガス

ガスメーター(調整器)

電源

( 1 phase~AC200V)

本体アース

TIG トーチ(別売)

アースケーブル
母材

電源

( 1 phase~AC200V)

本体アース

ホルダーケーブル

アースケーブル

母材

※「+」「-」の極性は状況に

応じて変更下さい。
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4 操作

4.1 フロントパネル

正面パネルの説明

No. MMA 202GDM

1
VRD(電撃防止装置) 表示ランプ

2 過熱・過電圧表示ランプ

3 多機能データ調整ノブ

u MMA モードでノブを押して電流や

電圧などを調節します。

u ノブを回してパラメーター値を調節

します。

4 溶接棒/LIFT TIG 及び VRD 切替スイッ

チ

u 5秒間長押しでVRDのON/OFF操作

が出来ます。

u スイッチを押して行くと

STICK/LIFT TIGモードの切替ができ

ます。

5
STICK(MMA)/LIFT TIG(TIG)

表示ランプ

6 溶接電流表示
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4.2 操作方法

注意: 以下は、VRD 機能の無い溶接機の操作方法です

l 起動手順

スイッチを入れるとフロントパネル図 1 のように表示されます。【溶接電流表示】（またはフロ

ントパネルの任意のキーを押す）が 5 秒間点滅した後、機械は前回最後に保存された数値で溶

接モードに入ります。

図１: 起動表示 図２: 溶接棒モード

l 溶接棒モードでの操作説明

a) ▼のボタンを押すと STICK のランプが点灯し溶接棒モードになります。（図２）

b) ▼のボタンを 5 秒長押しすると、VRD の ON/OFF が操作出来ます。

c) 多機能データ調整ノブを回し電流を調節します。

d) 多機能データ調整ノブを押し、電極・ホットスタート電流・ホットスタート時間・アーク

パラメーターを選択します。ノブを回してパラメーター値を調節します。
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表示 説明 値

SEL 電極 E13: 酸性電極

E18: 基本電極

E10: セルロース電極

HSc ホットスタート電流 0~10

HSt ホットスタート時間 0~10

RrF Arc force -10~10

l LIFT TIG モードの操作説明

a) ▼のボタンを押すと LIFT TIG のランプが点灯し LIFT TIG モードになります。（図３）LIFT

TIGとは、タングステンが最初に母材に接触し次にトーチスイッチを押したのちトーチを

持ち上げる事でアークが発生する方法です。

b) 図 3 で表示されている数値はプリセット電流で「080」は 80A を意味します。ノブを回し

溶接する母材に適した数値に設定して下さい。(表示の単位は A(アンペア)です。)

図３: LIFT TIG モード

注意:本機は TIG モードで溶接する場合はタッチ式点火方法を採用しています。 まずタン

グステンを母材に約 1 秒間接触させます（タングステンが徐々に赤くなる事を確認してく

ださい）トーチを持ち上げてアークを開始します。持ち上げないとアークが途切れ母材に

タングステンが付着する事があります。タングステンと母材が 4 秒短くなると溶接が停止

します。 1 秒後には通常に戻ります。作業中タングステンは赤くなり、その後暗くなった

後赤に戻ります。もしアークの開始が失敗した場合再試行まではしばらくお待ちください。

再試行までの時間が短いとアークの開始が困難になります。アーク開始後タングステンの

付着を防ぐために母材を再び接触させます。
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l ストレージ機能

電源を OFF にしたのち、フロントパネルに表示される電圧が低くなると、【溶接電流表示】が一度

点滅します。これは操作データが保存され次の起動時に表示される事を意味します。

l ファン停止機能

本機が溶接を始めるとファンは停止状態になります。内部温度が 45℃を超えるまでは作動

しません。また温度が 35℃未満になるとファンが停止します。

l 故障表示

過熱保護の故障表示

機械が過熱すると図４のように前面パネルに表示されます。デジタル表示が連続して点滅

し機械は正常に作動しません。 溶接機本体の温度が 45℃以下に下がると誤作動はなくな

り本機は正常に作動します。

図 4：過熱保護の故障表示

過電圧/低電圧保護の誤作動表示

過電圧または補助電源の不足電圧の場合図５のようにパネルに表示されます。本機の電源

を切り配電盤などの電源を確認してください。

図５：過電圧/低電圧保護
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4.3 溶接環境と安全性

l 溶接環境

a) 溶接は乾燥した環境の下で行い湿度 90％を超える環境では使用しないでください。

b) 適応気温は-10℃～40℃の間で作業を行って下さい。これを超えると誤作動を起こす事が

あります。

c) 直射日光の下や雨の中では使用せず水に濡れないようにしてください。

d) ほこりや腐食性のある空気の中で使用しないで下さい。

e) 風の強い場所では TIG 溶接をしないで下さい。

l 安全基準

過電圧、過電流、過熱の保護回路が内蔵されています。入力電圧、出力電流または内部温

度が定格値を超えると自動停止します。入力電圧が定格を超えるなど過度な使用をされる

と故障の原因となります。下記の事項に注意してご使用下さい。

a) 風通しの良い場所で使用してください

溶接機は高い溶接電流で動作します。自然の空気の流れでは、熱放散の要件に達する事が

出来ません。

換気口が覆われ塞がれていない事を確認下さい。本機から 30cm 以内には物を置かないよ

うにし良好な環境で使用下さい。溶接性能と運用寿命の長期化に影響します。。

b) 過負荷にしないで下さい

最大定格電流を確認してください。（選択した負デューティーサイクルに応じて）溶接電

流が定格値を超えないようにしてください。過電流により機械の寿命が短くなり、機械が

故障する恐れがあります。

c) 過電圧にしないで下さい

入力電圧は技術データ（P9）に記載されています。自動補正機能により、溶接電流が定格

範囲内に維持されます。入力電圧が許容値を超えると機械が故障する恐れがありますので、

事前に保護対策を取る必要があります。

d) アース線が確実に接地されている事を確認してください。
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4.4 溶接の問題と解決

下記に示す事例は使用している関連部品、溶接材料、環境および電源により発生する可能性が

あります。状況を判断し適切な方法で改善して問題を回避してください。

l アークが出にくい、アーク切れが頻繁に起きる

a) アースクリップが母材に確実に挟み込まれているか確認下さい。またケーブルなどに断線

が無いかの確認をして下さい。

b) アースケーブルなどのプラグに緩みなど無いか、確実に接続されているか確認下さい。

l 出力電流が定格値まで達しない

定格値からの電源電圧の偏差により、出力電流が調整値と一致しないことがあります。

電源電圧が定格値より低い場合、最大出力電流は定格値より低くなる場合があります。

l 作業中に電流が安定しない

この症状は下記内容に起因する事があります。

a) 電源の電圧変化

b) その他、付近の電気施設や設備からの干渉。

l スパッタが多い、アークが出ない

a) ガスホースや調整器などからガスが漏れていないかどうかを確認してください。(TIG 溶接

時)

b) 溶接材料の表面に油、汚れ、錆、ペンキ等の付着物が付いていないかどうか確認してくだ

さい。
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5 通常の点検

l 日々のメンテナンス

a) コンプレッサーなどの圧縮空気で定期的にエアブロー洗浄し埃などを取り除きます。溶接

機を埃や汚れた空気の多い環境で使用する場合は一月に一度の洗浄をお勧めします。

b) 圧縮空気の圧力は上げすぎると機械内部の部品の故障に繋がりますので適切な圧力で使用

下さい。

c) ケーブルジョイント等のプラグとソケットが緩みや抵抗なく接続できるか確認下さい。プ

ラグとソケットに錆などの付着物があればサンドペーパーなどで取り除くか交換をお勧め

します。

d) 本体機械に水が入らない様にしてください。万が一入った場合はしっかりとエアーなどで

乾かすか完全に乾燥するまでしばらく放置して下さい。この時、電源ケーブルなどは外し

絶対に電源を入れないようにして下さい。

e) 溶接機を長期使用しない場合は機械を埃などが入らない高温多湿を避けた場所で電源など

は外して保管下さい。

全ての点検作業は必ず電源が OFF の時に行ってください。ON時に行うと感電などの重大な事故

につながる可能性が有ります。
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l 毎日のチェック事項

能力

確認 チェック個所 備考

フロント

パネル

Ø 電源スイッチの操作

Ø 電源、インジケータランプの確認
不安定なアークに繋がる

冷却ファン Ø ファンの動作・異常音の確認 内部に異物があり汚れている

電源

Ø 電源の ON、OFF時に異臭が無いか？

Ø 電源を ON にした時に異音はない

か？

Ø 熱を持ったり外装の色が変わった

りしていないか？

機械内部で異常が見られますので

販売店などへご相談ください。

外装部品 Ø 取り付け部品に緩みはないか？

ケーブル

確認 チェック個所 備考

出力ケーブル
Ø ケーブルの絶縁体が外れている

Ø 接続部分の確認
毎日の簡易なチェックでも故障回

避に繋がります

Ø 毎日の簡単なチェック

Ø 定期的に詳細な点検
入力ケーブル

Ø 電源プラグとコンセントが隙間な

く差し込まれているか？

Ø 電源入力側のケーブルが固定され

ているか？

Ø ケーブルが摩耗し導体が出ていな

いか？

アースケーブル
Ø アースケーブルが破損していな

いか？

安全の確保の為に接続部分の確認

をすること
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6 トラブルシューティングと障害

注意: 以下の操作は資格を持った電機技術者が行う必要があります、必ず有資格者の確認のう

え作業をしてください。

誤作動 解決

メータ-が動かない

冷却ファンが回転しない

溶接できない

Ø 電源スイッチが ONになっているか確認する

Ø 使用可能な電源ケーブルか確認する

Ø ケーブルに劣化や破損が無いか確認する

Ø 制御ボードの異常で誤作動が発生している可能性がありま

す。(販売店などへご相談ください。)

メータ-の誤作動

冷却ファンが止まらない

溶接できない

Ø 機械へ接続されているすべてのソケットが正しく接続され

ているか確認する

Ø 出力端子の接続部に断線または接続不良があるか確認する

Ø トーチケーブルまたはスイッチが破損している可能性があ

ります。

Ø 制御回路の破損が考えられます。（販売店などへご相談くだ

さい。）

メータ-の誤作動

異常ランプの点灯

Ø 過電圧･過電流の保護装置が作動した可能性があります。電

源を OFF にし異常ランプが点滅した後、電源を ON にして下

さい。

Ø 過熱保護の可能性があります。電源を切らず機械の更新が終

了するまで 2-3分お待ちください。

Ø インバーター回路の故障の可能性があります。（販売店など

へご相談ください。）
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パラメーターリスト

操作中、次のパラメーターを参照してください

l 各溶接棒のサイズに適した一般的な溶接電流値です。

溶接棒(㎜) φ2.5 φ3.2 φ4.0

電流値(A) 70-100A 110-140A 170-190A

l TIG使用時の各数値

TIG 溶接のタングステン仕様

板厚

（㎜）

タングステン

（φ/㎜）

TIG溶接棒

(φ/㎜)

電流値

（A）

ガスフロー

（L/min）

0.5 1.0 1.0 35-40 4-6

0.8 1.0 1.0 35-45 4-6

1.0 1.6 1.6 40-70 5-8

1.5 1.6 1.6 50-85 6-8

2.0 2.0-2.4 2.0 80-130 8-10

3.0 2.4-3.2 2.4 120-150 10-12
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