
RILAND ノンガス半自動溶接機

MIG100E 取扱説明書





はじめに

このマニュアルは、MIG100Eの機器の動作紹介が含まれています。あなたや他の人の安

全のために、マニュアルをよくお読みください。

注意点

下記内容について告知マークの注意事項

告知マーク 説明

この記号は、注意に従わない場合、重大な事故、損傷または死さ

えを引き起こす可能性がある危険性を意味します。

この記号は、注意に従わない場合は、傷をつけるまなどの原因と

なる可能性のある危険性があることを意味します

この記号は、注意に従わない場合は、機械の故障や断線原因とな

る可能性のある危険性があることを意味します

バージョン

この説明書は現時点での為製品のリニューアル等の変更時の為にその都度お知らせする前に変更に

なる可能性があります。

取扱説明書に関して説明、使用方法になりますそれ以外の使用で機械の不具合が出た場合は保証致

しません。実際の商品とイメージ画像の違いがある場合は実際の商品を優先と致します。
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1 安全について

この取り扱い説明書に記載されている安全上の注意事項は、本体の正しい使用を確保し怪我等

を防ぐためにあります。.

溶接機の設計、製造、安全を考慮しています。事故を避ける為にこの説明書に記載されている

安全上の警告を見て下さい。

さまざまな不具合は機械の誤作動などや使用方法に起因します。この様な不具合を低減させる

為にも取扱説明書の参照をお勧め致します。

マーク 内容

² 電機部品の接触等は感電や火傷の恐れがあります

² 溶接時のガス、ヒュームは健康に有害です

² 狭い空間での作業は窒息をおこす可能性があります

² 溶接時のスパーク、溶接後の金属は火災の原因になります

² 接続不良や不完全接続は火災の原因になります

² 一次側の接続不良は火災の原因となります

² 引火物に溶接はしないでください

² パイプや薄い物を溶接する際は十分気を付けて使用すること

² 溶接時の光は絶対に直接見ないでください

² 溶接の光は目と皮膚に炎症を起こします

² ガスボンベ付近での使用は避けて下さい

² 使用方法を間違えば大怪我の可能性があります

² 冷却ファン等の可動部品の近くに顔や手を持っていかない

² トーチやワイヤーを人物に刺すことがある為十分に確認の上使用する

² 本体を釣り上げたりする場合は下に行かない様にすること
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事故を回避するために、下記内容の規則に従ってください

˜ 使用者以外の方がむやみにこの機械を使用しない様にしてください.

˜ 電源の接続、溶接場所の確保、設置、溶接後の廃棄物の処分等安全確保の為に関連法規に

従ってください

˜ 必要な部分以外の溶接は気を付けて下さい

˜ ペースメーカーを使用していたり、医師の許可なしに機械本体付近やエリアに入る事はは

控えて下さい.

˜ 電源接続や操作や確認は実際に使用する方が維持する

˜ 安全の為このマニュアルをしっかり読んでいる

感電防止の為必ずこのマニュアルを読んでください

˜ 何処の部分が破損し触れた場合感電いたします

˜ 此方の機械は100Vでもしっかり使えます

˜ 電源が切れた後約5分は感電に気を付け電源ランプを渡す

˜ 接続時に不十分な状態での通電等をしない

˜ 使用ワイヤーの状態を確認する事.

˜ 本体カバーが無い状態では必ず使わない様に

˜ 破損しているコンセントプラグや濡れた手で溶接をしてはならない

˜ 使用時は保護具を使うようにする事.

˜ 定期的に機械の点検をし破損部や固定部の確認をする事

˜ 機械を使用しない時は本体電源を切るようにする事

˜ 溶接をする場合基準に応じた使用方法を準じる事.

火災を防ぐために下記内容を読んでください

˜ 溶接時、付近に可燃性物を置かない様にする事.

˜ 溶接場所の無可燃性を守る事.

˜ 溶接時に出るスパッターから守る不可燃性シート等の使用.

˜ 周りに可燃するような物があり移動できない場合は溶接する場所の移動をする事.

˜ 出来る限り溶接時アースと母材が近い事が望まれます

˜ 決してガス配管等接続をしている状態での溶接はしてはいけません

˜ 溶接時非常時の場合の為消火器を置く様にする事

溶接時に出るヒュームは健康に害がある為規則に沿って保護用具や機器を

身につけるようにする事

˜ ヒュームを吸う事や窒息を防ぐために排気マスクなどの使用が望ましい

˜ 溶接時には換気に気を配り怪我等の無い様な環境にする事

˜ 室内での溶接の場合窒息に気を付け換気をしボンベなどの使用の場合は外に設置する事

˜ 密室での使用の場合はカメラなどの設置と常に空気の入れ替えなどをする事

˜ 近くで副付け等塗料の使う作業時は使わないようにする事.
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˜ 溶接作業の時に発生するヒュームや塵等は体に悪影響がある為マスクなどをして防いでく

ださい.

アーク時のスパークや残留物やノイズ等は有害の為保護器具を着用して下

さい

˜ 溶接をする時、管理をする時にアーク時に対する目の保護が必要です.

˜ 保護メガネを着用して下さい

˜ 溶接時は溶接手袋、遮光メガネ、長袖の服、皮エプロン、その他保護用に着用する

˜ 溶接時には場所にも気を付け周りの環境も気を付けて下さい

ガスボンベなど転倒時の回避や破損を防ぐために次の注意事項に従ってく

ださい

˜ 正しくガスボンベの使用.

˜ ガス使用時は炭酸メーター等正しく使う事

˜ 機械の使用前に取り扱い説明書を必ず読んでください

˜ それぞれ専用の機械を使ってください.

˜ 直射日光などが当たらない様に注意して下さい

˜ ガスの出口等に顔を持ってこない様にして下さい

˜ 使わない時はきっちりと栓を閉じておく事

˜ ガスのボンベ等に溶接トーチ等を置いてはいけません。

本体スイッチ部等の使用間違いなど怪我の原因になる為注意して下さい

˜ 周辺の防護シート等が無い時は機械の使用はしない様にして下さい

˜ 機械を使用時には必ずプロの方が使用する事.

˜ 冷却ファンの近くに髪の毛や手等が巻き込まれない様に注意して下さい

ワイヤーの先端は危険で怪我をする事がありますので次の点に注意して下

さい

˜ ワイヤーの送給時に始動確認としてトーチの先端等覗き込むと目に刺さったり非常に危険

ですので必ずのぞかない様にして下さい

˜ ワイヤーの供給が出来なくなった場合手動でワイヤーを供給してみて下さい、その時はト

ーチ先端を覗き込まない様にして下さい.

よりよい作業をする為に本体のメンテナンスについて次の点に注意して

下さい

˜ 本体転倒に対する注意事項

˜ 凍結をしたパイプなど解凍する為には使わないで下さい
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˜ 転倒防止の為リフトを使う場合は両サイドから持ち上げるようにする事

˜ リフト用のクレーンを使用する場合は垂直に角度を保ち15φ以上でロープを結ぶ

˜ 本体、送給装置、ボンベ、周辺機器等まとめて移動する場合は機械の平行を保ち下に入ら

ない様にして下さい

˜ 送給装置を持ち上げる時には本体との接続部分を必ず外して下さい.

本体を釣り上げる場合は（φ≤15°）の角度を守る事

電磁干渉による注意点

˜ 機械本体が特定の場所で使用される場合予防措置が必要な場合があります

˜ 使用する前環境において電磁波に影響される問題を予測して下さい

a) 溶接本体にその他の電機コード、電話ケーブルがある

b) 近くにテレビの受信装置などがある

c) コンピューターが近くにある.

d) 産業用に設置された監視カメラ.

e) ペースメーカーや骨伝導式補聴器等を装着したまま機械を触る.

f)測定器などのレーザーを発するもの

g) その他の使用機種等も確認する必要があり、十分すぎる予防措置をとる事.

h) 溶接時やその他の作業時.

˜ 電磁波の干渉等を軽減させるためにやってはいけない事の確認をする必要があります

a) 間違いの無いように電源ケーブルの取り付けをする事
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b) 定期的に本体などの清掃をする事.

c) 電源コードは地面に付くぐらいの余裕を持って接続する事

d) 溶接をする金属部品やその他の安全を確保する事

e) 必ずアースを取るようにしてください.

f) 溶接機本体やケーブルなどを保護し破損しない様にする.

˜ 溶接時による保護をしない場合は必ず保護するように
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2 製品

2.1 原則

この機械は最新式のインバーターの半自動溶接機です

MIG 100Eはノンガスタイプの半自動溶接機でデジタルインバーターになります。安定した送給

速度、ポータブル、省エネタイプ、電子ノイズ制御となり非常に高いパフォーマンスを保てま

す。

この機械は家庭用電源 100V15Aで使用できるように設計されています

当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。お客様の貴重なご意見とご指示

を更なる商品のよりよい発展に繋がるようにサービスと企業努力に努めていきます。

この機械は DIY から産業分野でも使用されています。屋内で使用する場合には必ず換気やスパ

ーク時に出る紫外線に気を付ける事
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2.2 商品データ

種別内容

項目
MIG 100E

電源（V） 1 phases 100V±15%

周波数（Hz） 50/60

無負荷電圧(V) 45

定格入力電流(A) 23.7

出力電流調整範囲(A) 30 - 90

出力電圧(V) 15.5 - 18.5

使用率 25%

力率 >0.7

効率(%) ≥80

ワイヤー送給装置 本体内蔵

使用ワイヤー (mm) 0.8

絶縁グレード F

保護等級 IP21S

重量(kg) 5.5

本体サイズ

(L*W*H mm)
360*135*240
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3 使用方法

使用準備をする前に必ず電源 OFFになっている事を確認して下さい

この機械は電源電圧変動は定格電圧の±15％で使用できます

電源ケーブルなど延長される場合長くなればなるほど電圧がダウンしていき溶接が出来なくな

ります。推奨の長さでの溶接をお勧めします

MIG 100Eはノンガスタイプの溶接機で本体にトーチ、アースは接続されています.

溶接機の固定ベルトの取り付け手順を下記にて説明致します、画像と実際の本体が異なる場合

は実際の本体を優先とします

溶接機にベルトを固定する為に次の部品を取り

付けます

必要に応じてベルトの長さを調整してくだ

さい

図. 1

図. 2 図. 3
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4 操作

4.1 パネルレイアウト

機械備え付けの調節ノブの値をご参照下さいここに表示されている画像はあくまでも目安です。

実際の製品と異なる場合があります。

No. 名前 説明

1 電源インジケーター 調整ノブを１以上に設定すると、インジケーターラン

プが点灯します。

2 異常インジケーター 異常が発生するとインジケーターが点灯し、異常が解

消すると消灯します。

3 調整ノブ 溶接電流を設定します。

電流が設定された後自動的に送給速度を設定します。

「Stand By」を押すとスタンバイ状態になります。

5 電源コード差し込み口 -
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4.2 操作指示

操作手順は下記の通りです。

Step 1. MIG 100E には電源スイッチがありません。 電源を接続した後「Stand By」を押すと機

械はスタンバイ状態になります。,調整ノブを 1 以上に設定するとインジケーターランプが点灯

します。

Step 2. ワイヤーのセッティング

本機の内部にワイヤー送給装置が取り付けられています。 サイドパネルを開きワイヤ

ーを反時計回りに回転する方向に固定します。 ローラーをワイヤーのタイプとサイズ

に合わせます。 ローラーホルダーを反時計回りに回して外します。次にローラーを交

換します。ワイヤーをプラスチックチューブに挿入し、出力コネクタまで押し込みます。

ローラーホルダーをロックします。

溶接トーチがすでに取り付けられている場合はトーチスイッチを押します。 この場合

ワイヤーは 8m/min の速度でゆっくりと押されます。スイッチを離すとワイヤーのイン

チングが停止します。

チューブから出ているワイヤーは手・目または顔を傷つける可能性がありますのでご注

意下さい。

Step 3. 溶接値を設定します

l 調整ノブ

ノブを回して電流を調整します。 電流が設定された後自動的に送給速度を設定します。

異常インジケーター
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LED が過電流時には点滅し、過熱時には点灯します。

Step 4. 溶接をはじめます。

この機械はフラックス入りワイヤーを使います。トーチの先端を母材に近づけます。手元のス

イッチを押すと溶接が始まります。スイッチを離すと溶接が止まります。

付属の溶接パラメーター

電源スイッチ定格電流 15A

ケーブル

入力側 ≥1.3mm2

出力側 ≥10mm2

アースケーブル ≥10mm2

4.3 安全な溶接の環境

l 周辺

a) 溶接は周辺が乾燥時の場合が望ましく湿度が 90％以上の場合はするべきではない

b) 必要温度-10°C to 40°C.これ以下これ以上の場合は溶接しない方が良い

c) 長時間の直射日光や雨天の場合は溶接をするべきではない.

d) 可燃性の物や腐食性の強い物がある所では溶接をするべきではない.

l 安全規範

過電圧、過電流、過熱回路の保護回路は溶接機に設計されています、入力電圧、出力電流、

内部温度が規定値を超えた場合に、自動的に動作がストップします。機械使用時に定格入

力より高い入力電圧で使用した場合は機械が破損する可能性があります。以下の内容にも

細心の注意を払ってください

a) 十分な換気をしてください!！

溶接機は高い電流で動作します。その為高い温度や自然な空気の流れでは溶接時に発生し

たヒューム等熱放散をする事が出来ない為機械自体に冷却ファンが取り付けされています。

換気扇が回っていないか覆われていないかを確認して下さい。機械と周りの間が最低でも

30㎝以上離れていないといけません。十分な換気が溶接性能と機械の寿命の向上に繋がり

ます

b) 過負荷になってしまった場合

最大定格電流を確認して下さい。溶接電流が規定電流を超える事がないかを確認してくだ
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さい。過負荷になりますと確実に機械の寿命が短くなり、故障の原因となります。 .

c) 過電圧になってしまった場合

入力電圧はテクニカルデーターで見る事が出来ます。自動補正機能は定格範囲内で溶接電

流を維持します、入力電圧が許容範囲を超えた場合機械が破損する事になります。オーナ

ー様は故障を避ける為に事前に保護対策を取って下さい。

d) 保護機能になっている時元の電源を遮断しないでください.

動作時間が長い時使用率を超えた場合は機械が保護状態となり温度感知センサーが働き作

業が停止します。その際冷却ファンが作動しますが、その前に電源を遮断し、再度入れな

おし使用した場合は機械が故障、破損する可能性があります。

4.4 溶接時の問題と解決

下記の内容は機械に関する周辺アクセサリーや溶接材料、周囲電源に起因がある場合にこれら

の問題の説明

l アークが起こしにくい、途中で途切れる

a) アースと溶接部材の設置面がきちんとなっているか

b) 各接続部分や接触部分がきちんと出来ているか確認する

l 出力電流が定格値に達しない

定格値からの電源電圧の偏差は出力電流が調整値は一致しない事を引き起こす場合があり

ます。電源電圧が規定値よりも低い場合には最大出力電流は規定より低くてもいいです

l 電流が機械の動作じに安定しない.

この様な状況は下記の要因が多いです

a) 電圧の変化

b) その他の電機機械からの干渉
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5 通常のメンテナンスや点検事項

l 日常のメンテナンス

a) コンプレッサーなど圧縮空気で定期的に内部の埃やゴミなどを取り除きます。溶接機本体

は非常に煙やヒューム等過酷な環境で使用する為少なくとも毎月一回は塵埃の除去をして

下さい.

b) 機械内部を調べて固定されているトーチやアースの接続部分の緩みや痛みが無いかをチェ

ックする、錆が出ている場合はサンドペーパーなどで取り除いて下さい

c) 機械に水が入らない様に湿気や天気の悪い時には十分に気を付ける事。万が一濡れてしま

いは十分に乾かしメンテナンスに連絡して下さい

d) 機械を長時間使用しない場合は元の箱にしれれるように綺麗に密封し乾燥した環境で保管

して下さい

本体の電源が完全に切れてしまった場合は全てのメンテナンスの項目をクリアしないといけま

せん。本体の電源が OFFになっている事を確認してください。
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l 毎日のチェック項目

送給装置

場所 確認事項 備考

送給装置

Ø チップ等のサイズを確認
サイズがあっていない等の場合はアー

クが不安定になります

Ø ワイヤー径に対し各部分のサ

イズはあっていますか

アークが不安定な場合確認をして下さ

い

Ø 溶接ワイヤーの巻きが膨らん

でいないか

その場合はワイヤーを交換して下さ

い。

Ø 送給装置やワイヤーの通り道

等の清掃をする

詰まってたりしますとうまくワイヤー

が流れない為溶接が出来なくなります

Ø トーチが破けている
1.熱を持ち冷却せずに使ってしまう場

合

2.新しい物と交換する

ｹｰﾌﾞﾙ

場所 確認事項 備考

トーチｹｰ

ﾌﾞﾙ

Ø トーチケーブルがきちんと動かす事が出来

るか（真直ぐにしているか）

Ø ノズルやチップがきちんと取り付けしてあ

るか

Ø ワイヤーの送給状態が悪い

場合.

Ø ノズル、チップが悪い場合溶

接が不安定になります

電源コー

ド

Ø 電源コードをしっかり確認し取り付けに不

具合が無いか確認する

Ø アース線の取り付けがきちんとされている

かの確認

Ø 電源コードが劣化し中の電線がむき出しに

なっていないか

アースケ

ーブル

Ø 溶接する材料にきちんとアースが取り付け

できるかの確認

Ø アースクリップに不具合が無いか

劣化を防止し機械保護をする

為に日々点検をして下さい
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6 トラブルシューティングと傷害の発見

1-1.以下の操作は電機技師の有資格者が行う必要があります。メンテナンス前に有資格者に依

頼をして下さい。

故障症状 対処方法

電源の入れてもフ

ァンが回らない、電

源ランプが点灯し

ない、何も出力しな

い

1. 必ず電源が入っているかの確認をして下さい

2. 電源の取り付け内容の確認.

3. 分電盤のブレーカーの一部が破損しているか、ブレーカーが下がっ

ていないか、接触不良かを確認する

4. 電源パネルが破損していると電圧を出力知ることが出来ません

(1)トーチやアースケーブルの付け根が破損していないかチェック

(2)電源パネルが焼き付けを起こした場合.

(3)接続部分を確認し接触不良や接続の間違いをチェックする

5. コントロールパネルの電源が故障している

電源が入らずファ

ンもも割らない

1. 機械本体の内部や外部等全ての種類での接触不良のチェック

2. 出力ケーブルの断裂

3. 出力ケーブルの破損、接触不良

4. コントロール回路の破損.

異常ランプが点灯

しファンが回って

いるが溶接が出来

ない

1. 過熱による場合は機械が判断し異常ランプが点灯し冷却するまで

は使えない。再び電源をオンオフで切り換えて下さい

2. 連客までの時間は約 2～3 分間になります

3. おそらくインバーター回路が故障している、その際カバーを開け電

源プラグを全て抜き電源を再度入れてみる

1) 内部基盤の故障もしくは不良の場合は交換する

2) 異常ランプが点灯しない場合:

a. 基盤本体の電圧調整がおかしい為すぐに使用を辞める事

b. 二次側は異常を見つけると機械が判断し交換となります

電源 BOXのチェックはテスト前に遮断するように、感電、焼損当の重大な事故に繋がります
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付録Ⅰ付属品

１．全体図及び詳細図

1. テーパーノズル
2. チップ 0.8mm 用×5
3. ショルダーベルト
4. 電源コード
6.送給ロール(0.3-0.35)×1本体装着済(0.25-0.3)×1
7.チップ交換用金具

取扱説明書（保証書）
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RILAND MIG100E 消耗品等詳細

1，標準装着されているセラミック極細ノ
ズルは、溶接ポイントがとても見やすく
角スミ溶接に最適です。

2，付属のテーパーノズルは耐久性に優れ、
ワイドな溶接作業に最適です。

ノズルは差し込むだけで
交換できます。

チップの交換は付属の
チップ交換用金具で出来ます。

チップは消耗品です。
ワイヤーが出にくくなったり
チップの目詰まりがある場合は交換して
ください。

※初めは 0.8mm チップが装着されていますので
0.6mm ワイヤーで溶接する場合は
0.6mm 用チップ（別売）に変更をお願いいたします。
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送給ロールの交換手順

１、送給ホルダーロック
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２、ロール押さえ

３、送給ロールカバー

１を下げてください

２を上げてください

３のつまみを左にまわしてください（反時計まわり）はめこむ場合は右にまわしてください。

４の送給ロールを抜いてください。

1,送給ロールの交換は
0.25 が 0.6mm ワイヤー（別付属品）
0.30 が 0.6mm-0.8mm ワイヤー（装着済）
0.35 が 0.8mm ワイヤー（装着済）
でお使いください。
サイズは送給ロールの
表裏で変更出来ます。

チップを交換してもワイヤー
の出が悪い場合は送給リール
を交換してください
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リランド製品

保証書
形 式 保証書番号

MIG 100E

納入年月日 年 月 日

会
社
名 殿

上記の製品を裏面記載の条件にて保証いたします。

ご
販
売
店
印

購入時のレシートをお貼りください

（領収書、購入控え）

リランドジャパン総代理店

光熔材株式会社
〒552-0002 大阪市港区市岡元町 2丁目 4-31

TEL06-4393-9105 FAX 06-4393-9106
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リランド製品

保証書控え
形 式 保証書番号

MIG 100E

納入年月日 年 月 日

ご需要家名
殿

ご住所

電話番号

※ご販売店様へ

1、お客様へ本製品を納入時に、保証書に納品日を必ず

ご記入ください。

2、本票は保証書の控えになりますので、ご販売店様にて

保管をしてください。

リランドジャパン総代理店

光熔材株式会社
〒552-0002 大阪市港区市岡元町 2丁目 4-31

TEL06-4393-9105 FAX 06-4393-9106
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保証規定

1、保証期間

本製品の保証期間は納入後満 1年間となります。

2、保証範囲

本保証書記載の製品は、取扱説明書に記載の点検を

実施し、かつ取扱説明書、本体注意ラベル等の注意

書きに従った適正なご使用状態のもとで発生した故障部分の交換ま

たは修理を当社所定の方法にて無償で行います。

ただし、以下の場合は保証期間中でも、保証範囲外

となり有償修理となります。

（1）溶接・切断トーチ・部品、ケーブル・ホース類などの消耗品など定

期的な点検・交換が必要となるもの。

（2）取扱説明書やカタログなどに記載されている取扱や使用方法以外、

及び仕様外の環境や条件に起因した場合の故障。

（3）当社（販売店）以外での修理、改造された場合の故障。

（4）当社製品本来の使用方法以外の使用による故障。

（5）本保証書のご提示がない場合。

3、保証期間中のサービス

（1）万一故障が発生した場合は、お買上販売店または、当社までお問い

合わせください。

（2）修理の際は必ず保証書をご提示ください。保証書が無い場合、保証

期間中でも有償修理となります。
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販売元 RILAND JAPAN

（光熔材株式会社）

http://www.hikariyouzai.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Post：552-0002 大阪市港区市岡元町 2-4-31

Tel：06-6583-0051

Fax：06-6583-0015

━－━－━－━－━－━－━－━－━－━


