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はじめに

このマニュアルは、MIG180PGDM（パルス MIG）の機器の動作紹介が含まれています。

使用者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。

注意事項

注意事項を下記のサインにて表記しています。

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

バージョン 0085, A1, 現在, 3 月, 2018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 安全上の注意

このマニュアルに記載されている安全上の注意は、機械の正しい使用を確保し、あなたと他

の人々が傷つくことを維持することです。

溶接機の設計・製作は安全性を考慮しています。事故を避けるために、マニュアルに記載さ

れている安全警告を参照してください。

別の損傷は、次のように機器の間違った操作によって引き起こされる。このような被害を軽

減するために、ユーザーマニュアルを注意深くお読みください。

マーク 説明

※電気部品の接触によって感電や火傷の原因となる場合があります。

 溶接時のガスと溶接の煙は健康に有害です。

 狭い空間での操作は窒息を引き起こす可能性があります。

 溶接後の火花と熱間加工物は、火災の原因となります。

 接続されたケーブルが原因で火災が発生することがあります。

 一次側の不完全接続により火災の原因となることがあります。

 引火性物の溶接は決してしないでください、溶接した場合爆発する可能

性があります。

 溶接時の光を見ると、目の炎症や火傷を引き起こす可能性があります。

 溶接火花と溶接後の残留物は、接触すると火傷の可能性があります。

 ガスボンベの使用時転倒はケガの原因となります。

 ガスボンベの間違った使用は、ガスの放出、引火の原因となりケガの原

因となります。

 冷却ファンなどの可動部分に指、髪の毛、衣服などを決して触れさせな

いようにして下さい。

 溶接棒など先の尖った物は目、顔、肌等刺さる場合があります

 本機械は携帯用、設置用であり、ロープやクレーンなどで吊り下げたま

ま使用しないで下さい。
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重大な事故を避けるために、以下の規則に従ってください。

 本機は溶接をするための機械ですので他の事で使用しないで下さい。

 入力電源の設置、場所の選択、高圧ガスの使用、保管、構成、溶接後の安全な保存、廃棄

物の廃棄等は関連法規に従います。

 本機内部を改造や開ける事が無いようにして下さい。

 心臓ペースメーカーを使用している人は、医師の許可なしに溶接機に近づくことは止めて

ください。溶接機を使用することによって作成された磁気は、ペースメーカーが誤作動を

起こす可能性があります。

 機械の使用、操作、チェックは使用担当者に確認を取る事。

 安全の為この取扱説明書をしっかり確認してください。

関電防止の為、以下の内容を確認して下さい。

 本機が破損しそこに触れた場合感電する場合があります。

 本機は200Vで使用可能です。

 電源を切った後、約 5分は感電に気を付けて電源を外してください。

 接続時に不十分な状態での通電等をしないでください。

 使用機の状態を確認してください。

 本体カバーが無い状態では絶対に使用しないでください。

 破損しているコンセントプラグや濡れた手で溶接をしないでください。

 使用時は保護具を使うようにしてください。

 定期的に機械の点検をして破損部や固定部の確認してください。

 機械を使用しない時は本体電源を切るようしてください。

 溶接をする場合基準に応じた使用方法で使用してください。

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してください。

 溶接場所の無可燃性を守ってください。

 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してください。

 周りに可燃物があり移動できない場合は溶接する場所の移動をしてください。

 可能な限りアースと母材が近い状態で溶接してください。

 絶対にガス配管等を接続している状態での溶接はしないでください。

 溶接時の非常時に備えて消火器を置く様にしてください。
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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してください。

 溶接時には換気に気を配り、怪我等の無い環境で溶接を行ってください。

 室内で溶接を行う場合は窒息に気を付け換気をし、ボンベなどを使用場合は屋外に設置し

てください。

 密室で使用する場合はカメラなどの設置と常に空気の入れ替えなどをしてください。

 近くで吹付け等塗料を使う作業時は使わないようにしてください。

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具を着用してください。

 溶接をする時、アーク時のスパークに対する目の保護が必要です。

 保護メガネを着用してください。

 溶接時は溶接手袋、遮光メガネ、長袖の服、皮エプロン等の保護具を着用してください。

 溶接時には場所にも気を付け周りの環境も気を付けてください。

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。

 ガスボンベは使用上の注意を守り正しく使用してください。

 ガス使用時は炭酸メーター等正しく使用してください。

 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用してください。

 直射日光などが当たらない様に注意してください。

 ガスの出口等に顔を近づけない様にしてください。

 使わない時はきっちりと栓を閉じておいてください。

 ガスボンベ等に溶接トーチ等を置かないでください。

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ください。

 周辺に防護シート等が無い時は機械の使用はしないでください。

 機械を使用時には必ずプロの方が使用してください。

 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ください。

 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ください。

 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。

 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

ない様にしてください。

 本体を持ち上げる時にはトーチ接続部分を必ず外してください。
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スイッチ部分の誤接触はケガなどを引き起こす為、注意してください。

 機械周辺の保護機器などが作動していないときは使用をやめてください。

 機械の使用時、操作、チェックは溶接の責任者が行ってください。

 機械の作動時はファンやスイッチから離れ指、髪の毛、衣服などを巻き込まないようにし

てください。

ワイヤーの送給時はケガの恐れがある為か気に注意してください。

 ワイヤーの通っているチップや送給初めにトーチの先端を見る事は非常に危険です。

 トーチのボタンを押すとワイヤーが供給されますのでその際必ず体や顔を近ずけるとワイ

ヤーが刺さりケガをしますので離れてください。

より良い作業効率と電源のメンテナンスのために、以下に注意してくだ

さい。

 本機の転倒に注意してください。

 パイプなどの凍結時に解凍の為の溶接はしないでください。

 フォークリフトなどで移動させる場合転倒防止の為横から持ち上げるようにしてください。

 クレーンで持ち上げる場合ロープを15度以上の角度で結びます

 ガスボンベと送給装置を付けたまま移動する場合電源を切り機械の水平を確保するしロー

プやチェーンで固定する事

電磁干渉には注意が必要です

本機が電磁干渉の特定の場所にて使用する事がある場合は予防措置を取って下さい

本機使用前に、以下のような使用環境の場合電磁気問題を予測してください。

a) 溶接機本体の近くに電源ケーブル、制御ケーブルなどがある場合。

b) TV、無線等受信装置のある付近。

c) コンピューターなどの近く。

d) 安全認識装置等産業機器の付近など。

e) ペースメーカーを使用している人の付近。

f) 測定装置付近 。
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 本機ユーザーは次の注意事項を確認して下さい

a) 溶接機本体をきちんと電源につなげます.

b) 溶接機本体を定期的にメンテナンスして下さい.

c) 溶接ケーブルや電源ケーブルの定期的な点検をして下さい.

d) 溶接機本体の金属部分などの緩みなど安全点検をして下さい.

e) 必ず電源とは別にアースを取り付けてください.

f) 溶接時に発する光を減少させ安全の為、保護道具を使ってください

 本機使用者は周りに気を付けて引火物が無いことを確認したうえで作業してください。
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2 製品について

2.1 説明

この溶接機は、世界で最も最先端なインバーターを適用します。

インバーターの原理は、50hz/60hz の電力周波数を直流に変換し、高出力デバイス IGBT を介

して高周波に反転させ、その後、パルス幅を介して電力供給の高電力 D C 電源で電圧降下と

整流を実行することです。変調 (PWM)。スイッチの電源インバーター技術が採用されているた

め、変換効率が 30% を超えると、重量と体積が大きく減少します。

MIG180PDGM は MAG,MIG,ARC,TIG,ARC の機能を持ち MIG（アルミ溶接）にはパルス機能が含まれ

ています。又ノンガスワイヤーでの使用も可能です。完全なデジタルパネル表示を採用し、簡

単に溶接の電流を調節する事が出来、供給の速度および溶接の電圧の調節が簡単にできます。

 当社の MIG180PGDM は、、以下の利点があり安定したワイヤ-供給、ポータブル、省エネ、電

磁ノイズフリー。その上、より容易なアークの開始、深い溶接のプール、スパッタが非常

に少ないのが特徴です。

この装置は高性能の利点を持っています ARC、MIG、MAG、TIG の機能とコンパクトであり、消

費電力も少なく非常に使いやすく製造されています。

この度は当社の製品をご購入していただきありがとうございます。
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本機は産業分野で使用するのに優れています、

2.2 機械データ

MIG 180PGDM

MIG TIG MMA

電源電圧 (V)
1 phase

200V15%

周波数 (Hz)
50/60

定格入力電流 (A)
30.5 24.3 30

出力電流調整 (A)
50-180 10-180 10-160

出力電圧 (V)
16.5-23 10.4-17.2 20.4-26.4

無負荷電圧 (V)
61 17 (VRD) 61

デ ュ ー テ ィ サ イ ク ル

(%)/40 ℃
25

パワーファクター
0.73

効率 (%)
80

ワイヤフィーダーのタイプ
Internal

ワイヤ送り速度 (m/min)
3-11

ポストフロー時間 (秒)
1

線径 (mm)
0.8

絶縁グレード
F

住宅保護等級
IP21

溶接可能厚 (mm)
2-10

重量 (kg)
8

本体サイズ

L*W*H (mm)
386*170*300

機種

内訳
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3 設置

この機械は、電源電圧が過負荷になったとき± 15%以上 変動すると自動で機械が止まります

またあまりにも長い電源コードで延長すると電圧降下が起こる為推奨する長さでの使用を勧

めます。やその他のシステム機能の性能に影響を与えるため、推奨長を使用することが推奨さ

れます。

 本体の冷却ファンの誤作動を防ぐ為後部ファンが始動しているか STOP していないかを確

認して下さい。

 一次側電源のアースがきちんと取り付けられているか確認して下さい。

3.1MIG 使用時図

設置図(1)
ガスメーター

後面前面

ガスボンベ

アースクリップ

ミグトーチ

＋/－

コネクター
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設置図(2)

設置手順 1

a) ガスメーターを介して本体の後面にあるガスプラグにしっかりとガスボンベを接続しま

す。

b) 前面パネルにある（－）にアースクリップをしっかり差し込んで下さい。

c) 本体内部に溶接ワイヤーをセットしワイヤー径と送給ロールのサイズを合わしてください。

d) ワイヤーのサイズとチップのサイズを合わしてください.

e) ワイヤーが送給されない、空回り、歪み等が起こる場合、内部にてワイヤーを固定する為

のフックがありますが閉めすぎもしくは緩すぎの可能性がありますので調整してくださ

い。

f) 送給ロールはワイヤーを送る為に時計回りで動きます、ただワイヤーの先端が曲がってい

たりしますとひっかかりが出来たり送給ロールの溝にうまく入らなかったりしますので

その場合はワイヤーの先端を切り落としまっすぐにしてからお使いください。

g) 極性変更

 通常でお使いになる場合 ＋/－コネクターを＋に合わせアースクリップが-に取り付

けていることを確認して下さい。設置図 (1).

 ノンガスでお使いになる場合（アルミ溶接はガスが必要）＋/－コネクターをーに合わ

せアースクリップを＋に取り付けていることを確認して下さい 設置図 (2).

h) トーチスイッチを握るとワイヤーが供給されます

前面 後面

アースクリップ

ミグトーチ

＋/－

コネクター
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3.2 TIG 溶接の取り付け手順

配置図

設置手順

a) アルゴンガスボンベに正しくガスメーターを取り付けしガスホースを介して本機後面にあ

るガスプラグに漏れが無いようシールドテープ等で保護してください。

b) TIG トーチのプラグを前面の「-」に接続し、時計回りに固定します。

c) アースクリップケーブルをフロントパネルの「+」に接続し、時計回りに固定し、溶接母材

にアースクリップを取り付けます、その際母材に塗装や付着物が無いようにしてください

（TIG 溶接に関しては機種により出来ない場合もございます）

ガスメーター

アースクリップ

ガスボンベ

後面前面

TIG トーチ
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3.3 ARC 溶接の取り付け手順

配置図

設置手順

a) アークホルダーを“+”アースホルダーを“-”に時計回りにねじ込み、しっかりと取り付

けられているか確認して下さい。

b) 溶接する際 “+”のヒルダ―に溶接棒を挟み込みアースクリップ溶接母材に挟み込んで下

さい。

c) 直流溶接機の溶接端子には“+”“-”があり作業内容に合わせ極性を選択してください。

正極性＝構造物などの一般的な溶接としては“-”側にホルダー（溶接棒）“+”にアース

（母材）

逆極性＝薄板、肉盛り溶接、ステンレス鋼のアーク溶接としては“+”側にホルダー（溶

接棒）“-”にアース（母材）

本体接続は電気技術者に依頼してください

適切な電源への接続での使用をして下さい、不適切な電源ですと本機が不具合を起こす可能性

がありますので電源の差が本機の許容範囲なのかどうかを確認したうえで接続してください。

後面前面

アースクリップ

アークホルダー
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4 操作方法

4.1 前面パネル

フロントパネル名称

1 – 性能選択ボタン

長くボタンを押す:VRD 電撃防止装置 ON/OFF(ARC 溶接時), 2T/4T 自己保持スイッチ(MIG/MAG)

短くボタンを押す：(MIG/MAG)電圧調整,インダクタンストリマー(電圧と電流変化率)

(インダクタントリマーとは)

電圧の変化に対して電流の変化に遅れが生じる回路系の事

磁場の変化が電流の変化に変化を及ぼすには、時間的に遅れる事

2 – ダイヤルノブ

ダイヤルを直接回すことで、各機能データー調整、選択が出来る

3 – 溶接モード選択キー▼

スイッチを押すことで各 ARC, TIG, MIG/MIX (or MIG/CO2) and MIG/アルミ(アルゴンガス使

用).を選ぶことが出来ます

4 – 選択ランプ

現在がどのモードに選択されているか分かるように点灯します

5 – 多機能データー表示

4

5

31

2

https://kotobank.jp/word/%E9%9B%BB%E5%9C%A7-102030
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4.2 操作方法

 起動表示

本機電源スイッチを入れると前面パネルが図 1 のように.表示されます。データー表示されそ

ののち 5 秒間点滅し、本機の電源を切った時と同じ設定で溶接モードに入ります

図 1:起動表示画面

 STICK mode（ARC）モードでの使用方法

a) 電源を入れ溶接機能選択ボタン▼を押して STICK モードに選択した場合図 2-1 のようにな

ります。

b) STICK モード(ARC)の場合性能選択ボタンを 5秒間押して VRD（電撃防止装置）を選択して

すると 2-1 の様に表記されます 、また図 2-2 のような表示の場合は VRD（電撃防止装置）

は OFF となっています。

図 2-1 VRD が ON の状態 図-2 VRD が OFF の場合

c) パネルに表示されている 080A は電流（アンペア）を指しています。（単位 A）

d) ダイヤルを回すとパネルに溶接電流が表示され変化いたします。

e) 溶接をしている最中はリアルタイムの電圧電流が表示され 5秒後に設定電流表示に戻りま

す

f) その時の設定は電源を切った時に記憶され改めて使うとき同じ設定のまま起動できます
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 TIG モードでの使用方法

a) 溶接選択キーを押し TIG のところに合わすと TIG 部分が点滅し TIG モードに変わります

b) TIG モードの場合表記パネルは図 3の様になります。

図 3: 表記は TIG mode でのアンペア数

g) パネルに表示されている 080A は電流（アンペア）を指しています。（単位 A）

h) ダイヤルを回すとパネルに溶接電流が表示され変化いたします。

i) 溶接をしている最中はリアルタイムの電圧電流が表示され 5秒後に設定電流表示に戻りま

す

j) その時の設定は電源を切った時に記憶され改めて使うとき同じ設定のまま起動できます

 MIG モードでの使用方法

ミグ/ CO2ノンガス (またはミグ/ノンガス) と ミグ/アルミの使用時

a) 溶接モード選択キーを押し MIG/MIX か MIG/Ar Al を選択します

b) この二つのモード選択時に表示される内容は図 4 の様になり電圧とワイヤー速度です

図 4: 表記は TIG mode での電圧とワイヤー速度
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c) 性能選択ボタンを初めに押すと溶接電圧の微調整範囲が表示されます（図 5）のでダイヤ

ルノブを回しー 20％から+20％の範囲で調節してください.

図 5MIG モードによる電圧範囲図

d) 性能選択ボタンを連続で二回押すとデジタル画面(図 6)にインダクタンスの微調整範囲が

分かります、ダイヤルノブを回し-10% から+10% の範囲を設定します。

図 6 MIG モード選択時のインダクタンス範囲の微調整図

e) この図 7 の時ミグトーチのスイッチを握るとワイヤーインチングを開始します、溶接をせ

ずに 5 秒間スイッチを握ったままにしてくと 20 秒間自動でワイヤーを送り出し 20 情感を

超えると自動でストップ致します。

図 7: MIG モード選択時のインチング（ワイヤー送り）時の表示図

f) この機械には MIG モードの時に選択できる 2T/4T(自己保持)というモードがあります

ミグモードの時に性能選択ボタンを押すと2ｔと4ｔが表示されるので2ｔを選択するとト

ーチスイッチを押したままで溶接します、ボタンを離すと切れます。4ｔはトーチボタンを

一度押すと次にトーチボタンを押すまで溶接が出来ます。
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ダイヤルノブを溶接時に回すとデジタルパネルに電圧とワイヤー送り速度が表示され調整すること

が出来ます。

溶接モード 材質種類 ワイヤー径 (mm) ワイヤー送り速度 (m/min)

MIG/MIX (or

MIG/CO2)
鉄

0.8 3-11

1.0 3-7

MIG/Ar Al アルミ
4-6

1.0 (推奨) 2-8

g) 溶接を行う際リアルタイムの溶接電圧と電流を表示します、5 秒後に設定電圧とワイヤー

速度に戻ります。

h) デジタル表示にはトーチスイッチを離し溶接をストップした後3秒間はHOLD表記されその

のち設定電圧とワイヤー速度表示に戻ります。
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4.3 溶接環境と安全

 周辺の準備

a) 本機は最高で 90％以下の湿気、基本は乾燥している環境で使ってください。

b) 周辺温度は-10 度から 40 度以下であること

c) 直射日光の当たる場所や雨の中での溶接を避け、機械の中に水が入らない様にして下さい。

d) ゴミ捨て場の周辺など腐食性ガスなどが発生する場所での溶接を避けてください。

e) 風がきつい日などはガス溶接は避けてください。

 安全規範

この機械は使用中の過電圧や過電流に対し保護回路が付いています。電圧、電流及び本機

温度が定格規格を超えた場合は自動的に機械の電源が切れます。又過電圧での長時間使用

すると故障の原因となりますのでご注意してください。使用前には下記内容にお気をつけ

てください。

a) 作業場所が十分に換気をしているかを確認して下さい。本機は中、小型モデルではありま

すが高出力での電気を使います、その為周りの環境で風通しが悪かったりすると高温にな

り性能が低下します、安定した性能を確保するため内部にて冷却ファンが付いていますの

でファン付近には物を被せたり塞いだりしないでください。

b) 使用率を超えないようにしてください。

通常は使用率を超えての使用は出来なく使用率を超えてしまった場合は機械保護の為自

動で作業ストップとなり保護状態になります、この場合自動で冷却の為後部ファンが回り

ますので電源を取らないでください。

c) 無電圧

電圧の自動補償回路は、溶接電流が許容範囲内にあることを保証します。電源電圧が許容

範囲を超えている場合、機械の部品を損傷させることがあります。使用ユーザー様は現状

を理解し内部に負担が無いように予防措置を行ってください。

d) アースの取り付けをしっかりとしてください。静電気等を防ぎ本体からでる電気の露出を

保護します。
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4.4 溶接の問題と解決

下記内容にて起こる症状は、現在使用している関連商材、溶接材料、周辺機器で

起こる場合がありますのでしっかり管理、周辺を改善して問題を回避してください

 アークが出にくい、アーク切れが頻繁に起こる

a) 本機から出ているアースとホルダーなどが直接接触しないようにする事。

b) 各接触部品に不適切な接触を起こしてある。

 出力電流が定格値まで達しない

電源電圧の差は、出力電流が調整された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も低くなることがあります。

 作業中に電流が安定しない

この症状は下記内容にて関連することがあります

a) 電源の電圧変化

b) 他からの電気施設や近くに発電所などが無いか確認して下さい。

 スパッタが多い

a) ガスホース等からガスが漏れているかどうかを調べて下さい。

b) 溶接材料表面に油、汚れ、さび、ペンキなどの付着物があるかどうかを調べて下さい。
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5 基本的なメンテナンスとチェック

 メンテナンス方法

a) エアーコンプレッサーなどで定期的に内部のほこりなどを取り除き、一か月に一度は機械

に付着した粉塵などを除去してください。

b) エアーコンプレッサーの圧力は内部はデリケートな部品が多い為故障を防ぐ為強いエアー

では吹き付けないでください。

c) 一次側電源と本機の取り付けがきちんとされているかを確認しズレや緩みなどが無いよう

確認して下さい、又ケーブルジョイントなどの装着も緩みが無いかを確認して下さい。錆

や汚れなどがある場合サンドペーパー等で除去してから接続してください。

d) 本機に水分が入らないように気を付け、湿気などの多い場所での作業に気を付けなるべく

乾燥した場所での作業をして下さい。

e) 本機を暫く使用しないときは電源から取り外し湿気や埃などが入らないようにしっかり梱

包した上で保管してください。

f) 使用時間がおよそ 300 時間を超えたくらいに内部送給ロール等の点検をしすり減っていな

いか？モーターの異音等のチェックをして下さい。

本機を点検、メンテナンスする時には必ず電源を OFF にして下さい。OFF になっていないとき

にすると関電のおそれがあります。
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 日々の点検

溶接機本体

箇所 チェックポイント 備考

操作パネル
1.ボタンの反応、変更が出来る

2.電源の ON/OFF

冷却ファン 1.後部冷却ファンが作動しているかの確認 異常音、騒音の有無

本 機一 次 側

電源

1.スイッチを入れた時に異臭や異音が無いか？

2.スイッチを入れた時に異常な振動が無いか？

3.内外部に色の変色や熱を持っていないか？

周辺
1.ガスホースの破損や緩みの有無

2.その他接続箇所に緩みの有無

溶接トーチ

箇所 チェックポイント 備考

ノズル

しっかりと固定され歪みの有無 エアホールの原因となります

スパッタの付着が無いか
トーチを燃やしてしまいます
(スパッタ付着剤などの使用 )

チップ
キチンとトーチに固定されているか？ チップの取り付け箇所の損傷

チップホールの損傷がないか？ 不安定な溶接と仕上がりに影響

コンジット
ライナー

ライナーの種類の確認
6mm 未満の使用をする場合アークが

不安定になる可能性があります。

ワイヤー径と合っているか？
適切な径を使わないと溶接不良を起
こします。

極端に折れ曲がったりしていないか？
ワイヤーがきちんと送給されずに溶
接不良や湖沼の原因となります。

ライナーの汚れによってワイヤーの出
が悪くなり引っ掛かりが出来ます

不安定な溶接となります。

ライナーの破れ
直ちに新しいものと交換してくださ

い

ガスホース
装着時漏れが無いようにシールテープ

など使う

ガスのシールドが上手くいかず溶接

不良やスパッタの原因となります
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内部ワイヤー送給部分

箇所 チェックポイント 備考

溶接姿勢 適切な溶接をする場合
腕をしっかり固定させぶれないよ

うにする事

トーチホー

ス

トーチホース内部に付着物などが残って

いないか？
綺麗に取り除いてください。

ワイヤー径とチップ径は合っているか？ 溶接不良や詰まりをおこします。

ワイヤーを通すときにスムーズにできて

いるか？

スムーズにいかない場合は付着物

や曲がりなどのチェックをして下

さい。

送給ロール
ワイヤー径とロール溝の径を合わしてく

ださい。

1. 合っていないと

空回りで溶接不良をおこしま

す。

2. 必要に応じ交換

して下さい。

ワイヤー押

さえ
ワイヤーの送給が遅い

押さえをきつくし過ぎるとワイヤ

ーの送給に影響が出ます。

ケーブル

箇所 チェック箇所 備考

トーチケー

ブル

1.極度の曲がりなどないか？

2.ケーブルジョイント接続に緩みはない

か？

1.ワイヤー送給不良の原因

2.不安定なアーク

出力ケーブ

ル

1.ケーブルの劣化

2.絶縁状態のチェック、接続部分の再確

認
安定した溶接と機械を長持ちさせ

る為や作業場所に適しチェック

簡単な毎日のチェック

数か月に一回は精密なチェック
入力ケーブ

ル

1.コンセントの場合きちんと差し込まれ

ているかの確認

2.電源端子がきちんと固定されている

か？

3.ケーブルが劣化し銅線がむき出しにな

っている

アースケー

ブル

溶接母材とアースがしっかり取り付け

られているか？
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6 トラブルシューティングと故障かな？と思ったら

注: 以下の内容は電気の資格者で行う内容になります

 エラーコードによる処置

エラーコ

ード
説明 解決方法

-P- -EU-

1. パネル表示-P- -EU- と点滅

2. 出力回路の故障

3. 電源の故障

 トーチやアースなどがきちんと接続されて

いるか確認して電源を入れ直して下さい。

 出力電厚の確認

-8- CHE-
1. パネル表示 -8- CHE-と点滅

2. 異常信号音

 展開図を確認して CON8/CON5 の端子が緩ん

でいるかの確認

 送給ロールが破損していないかの確認

 トーチなどが詰まっていないか確認して下

さい。

-8- EEr-
1. パネル表示 -8- EEr- と点滅

2. ワイヤー送給装置の異常

 チップが詰まっていないかの確認

 トーチが破損していないかの確認

-P- -EH-
1. パネル表示 -P- -EH- と点滅

2. 過熱保護

 溶接機の温度が 55℃以上の使用はできませ

ん。

 温度が下がると自然に正常作動致します。
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 エラーコードが無い場合の処理

説明 解決方法

パネルが表示しない

冷却ファンが動かない

溶接出力が無い

 電源スイッチが ON になっている事を確認。

 適切な電源ケーブルの使用。

 保護材などの劣化。

 基盤異常などの故障はメーカーに連絡してください。

パネルは表示しています

冷却ファンは作動してい

ます

溶接が出来ない

 本機に取り付けている電源ケーブルが正常に接続されてい

るか確認して下さい。

 ケーブルジョイントの接続の確認

 トーチの故障やスイッチの故障が無いかの確認

 基盤故障（メーカーに確認して下さい）

パネルは表示しています

冷却ファンは作動してい

ます

異常ランプが点灯

 過電流の可能性があります、電源スイッチを切り暫くしてか

ら電源を入れてください。

 過熱保護の可能性があるので電源は切らずに暫くそのまま

で待機してください（2～5分）

 他の機能は使える場合メーカーに連絡してして下さい
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付録図Ⅰ溶接使用リスト

 溶接をする際下記内容を参考にして下さい

アーク溶接棒径 φ2.5 φ3.2 φ4.0 φ5.0

溶接アンペア数 50-90A 90-130A 140-210A 190-270A

 TIG 溶接をする場合下記内容を参考にして下さい

ステンレス鋼の TIG 溶接をする場合

厚さ

（mm）

タングステ

ン径

（mm）

ワイヤ-径

（mm）

溶接電流

（A）

ガス流量

（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 2.0-2.5 2.0 80-130 8-10

3.0 2.5-3.0 2.25 120-150 10-12
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付録Ⅱ回路図
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MIG180PGDM 製品
保証書

形 式 保証書番号

MIG180PGDM
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

RILAND JAPAN 光熔材株式会社

〒552-0002 大阪市港区市岡元町 2丁目 4-31

TEL06-6583-0051 FAX 06-6583-0015



MIG180PGDM 製品

保証書控え

形 式 保証書番号

MIG180GDM

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

光熔材株式会社

〒552-0002 大阪市港区市岡元町 2丁目 4-31

TEL06-6583-0051 FAX 06-6583-0015





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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