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��におみください
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���および��を��から�� — ��な�����	および�����をよくんで、�い、��してください。

1-1. シンボルマークの
�

#$！- &'しなかった()に*+または��を,く#
$な-.を/します。01する2れのある#$はシンボ
ルマークの3に45、またはテキストで��されていま
す。

&'しなかった()に*+または��を,く89:があ
る#$な-.を/します。01する2れのある#$はシ
ンボルマークの3に45、またはテキストで��されて
います。

�� - ��に��しない
�をします。

� ��な�をします。

このグループのシンボルマークは、�！、��！、��、��
��、����の��を��しています。���には、これらの
��を	
するためシンボルマークを��し、かつ��の�の
��を�んでください。

1-2. アーク;<の#$

=>のシンボルマークは、01する2れのある#$について?
@をABするとCDに、#$をEFするためG���をHして

�されています。マークのあるIJでは、Eに「?@」し、
KLする��をMし#$�NにOめてください。=>では
1‐5��に45のP���QRにあるST��UVの�Wのみ
を45しています。すべての��QRをみ、それに�うよう
にしてください。

XYをZする�のみが、G[	の\り]け、��、メンテナン
スおよび`aをbうようにしてください。XYをZするものと
は、cFされたde、f��、またはghiなjkをZするこ
とによって、またはlmなno、pqおよびrsによって、P
t、��またはプロジェクトにKするwtをxyする9zを{
fできる�、およびKLする#$をcoし&'するための��
pqを|けている�としてF}されています。。

��~は、�(Eに��)を�]けないでください。

���の�����に�れると、���な��ま
たは��な��を�じさせる���があります。
���および����は !がONの"#���$
にあり、%!� ��および!"の&���も�
 がオンの#には��しています。($�または
$�ワイヤ��では、��ワイヤに��している
ワイヤ、ワイヤリール、ドライブロールハウジン
グおよびすべての%2��は��しています。!
"3り4けが&しく'われていないか、または�
5が6(7な"#は��です。

� ���の�����に�らないでください。

��により*+��が01する2れが
あります。

� 8)した、*の+いていない,-9.および	/0を12して
ください。

� ,-マット、または��"、<との34���を	
できる5
=の�きさのカバーを@2して��"または<から��6を,
-します。

� 7�のある、8れている、9い"A、または:�の��がある
"#ではAC�� !を@2しないでください。

� ��;<でB=な"#のみ、AC  !を@2するようにしてく
ださい。

� AC  !がB=な#は、リモコン !EFを@2してください
(EF>�のある!"の"#)。

� ?のような���に��な�@のいずれかがGHする"#、A
IのJKL	B"がB=です。7った"Aにいる、または8れ
たC0を1ている。<、DM、E"などの%2FG3のNにい
る。Oる、�H、IたわるなどJPなQRになっている。SK
3または5LとのMけられないまたはTNの��の���が�
い。このような�@の"#、?の!"を��のOに@2します
。1) ($�DCU�V(ワイヤ)��>、2) DC9�(スティック)
��>、3) +���VをPYさせたAC��>。ほとんどの
�@で、DCU�Vワイヤ��>を@2することをおZめしま
す。[\で��をしないでください。

� !"の3り4け、またはサービス_Q�には%!� �Rを`
すか、またはエンジンをb
させます。%!� のロックアウ
トまたはタグアウトは、OSHA 29 CFR 1910.147 (JKdSをe
T)にfって'ってください。

� !"の3り4け、�5、U�は、V3g��W、hおよび$X
iの<jにfって&しく'ってください。

� kに� �5を�� - %!� �5コードが7Yボックスの�
5ZMに、またコードプラグがZMに&しく�Rされているか
[\、��します。

� %!�Rlmを'う"#は、まず]nに�5^_が&しく3り
4けられているか��してから、�Rをしてください。

� コードを8いた�$にoち、`やグリースが4かないようにし
て、aい%2や�bからo/します。

� %!� コードと�5^_がc�していないか、または^_が
pき しになっていないかをUd�に[\します。c�してい
る"#はeちにqfしてください。^_がpき しの"#、�
�によりgrmhがi�する���があります。

� !"を@2しない#は、すべての� をOFFにしてください。
� jk、c�がある、サイズがtさい、またはu4されたケーブ
ルを@2しないでください。

� ケーブルをiにwけないでください。
� ��SK3を�5するB=がある"#は、xyのケーブルを@
2してe��5してください。

� ��"、<またはzの!"の���に��している�$で��
�に�れないでください。

� +���Vが2{になるため、2|の��>に�Rされている�
lホルダに�#に�れないでください。

� ��メンテナンスを'った!"のみを@2するようにしてくだ
さい。mcした��はeちにu4またはqfしてください。�
�Wにfってメンテナンスを_Qしてください。

� <Lより�い"Aで��する"#は、JKハーネスを12して
ください。

� すべてのパネルおよびカバーはAUの�"に3り4けてくださ
い。

� ワークケーブルは、noの%2p��を2いて����が��
なqさで��SK3または��|に�Uします。

� ��SK3に�Rされていない"#は、zの%23との��を
Mけるためワーククランプを,-します。

� 1つの�� !ZMにrsの���またはワークケーブルを�
Rしないでください。@2していないケーブルを`します。

� 7�の�い"Aや8れた"Aでt�!"をU�するときは、G
FCIo/を@2してください。

�z��を\り�した�のインバータ;<��に
は、かなりのDC��が��します。
� ��に�れる�に、Bず��Wの�uにfってユニットの� 

をオフにし、%!� を`して、%!コンデンサをv�させま
す。

��の��によって��する89:が
あります。

� w9で���$の��に�らないでくださ
い。

� >�のメンテナンス��を'う�には、��
dpを"くようにします。

� ��の��の3gい#には、��	
のために、3gに(し
たl�や、�みとYa�xのある��29.・C�を12し
てください。
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��によりヒュームおよびガスがi�します。こ
のようなヒュームおよびガスを�いyむと、��
を�する���があります。

ヒュームおよびガスは#$です。

� �をヒュームにq4けないでください。ヒュームを�いyまな
いようにしてください。

� ヒュームがi�した"#は��"Aのf�を'うか、またはア
ーク[で�A�E��!"を@2して��ヒュームとガスを�
�します。f�が��であることを Yするためにz¡される
;<は、��¢がさらされるヒュームおよびガスの£�と{を
サンプリングすることです。

� f�が��でない"#は、�U|みの}~�マスクを12する
ようにしてください。

� JKデータシート（SDS）および�1¤、コーティング、クリ
ーナー、�k�、��¤、��¤、フラックス、%2にする
�G¥の��Wをよく�み、4�してください。

� 9い"Aで��する"#は、Bず��f�を'うか、または}
~�マスクを12し、��を¦けた��¢を^"するようにし
てください。��によりi�するヒュームおよびガスは~�を
V�し、これによる�wレベルの©�は\�mhまたはgrm
hをªき�こします。«�2の~�がJKであることを��し
てください。

� ��、��または¬!���は、そのqくで����を'わな
いでください。アークaおよび_は、���と®¯しlめて
��かつ°��の�いガスをi�させます。

� ±�、�またはカドミウムメッキ��のコーティング´4さ
れた%2を��する"#は、����からコーティングを�µ
し、f�を��に'って}~�マスクを12してください。
コーティングまたは、コーティング´4された%2を��する
と、��なヒュームがi�する¶れがあります。

アーク��により�ずるアーク_は、��な�
�および6��の(�`および�`)_をi�さ
せ、これにより�および��が�ける¶れがあり
ます。����から�bが��します。

� ��または��#に�および�をアーク_や�bからo/
できる、フィルターレンズの(7なシェード4きの�U|み
��ヘルメットを12してください(JKdSのANSI Z49.1お
よびZ87.1 eT)。

� �U|みのサイドシールド4きJK��を12したNで、ヘ
ルメットを1けてください。

� o/スクリーンまたはバリヤを@2し、�、_、�bか
ら��6�`の6をo/します。��6�`の6がアークを
��しないように�を'ってください。

� ¹ºで ¡�のw¢（£、»9のコットン、ウール）で�ら
れた�io/�を12してください。�io/�には、�9
.、»9のシャツ、¤¾り¥し¦しのズボン、§¨、および
¿MなどのオイルフリーのC�がÀまれます。

アーク��により�および��が�け
る2れがあります。

タンク、ドラム©またはパイプのようなÁªされ
たÂ�を��すると«iする¶れがあります。�
�アークから�bが��する¶れがあります。�
�した�b、���$の��SK3、および��

�$の!"により�¬または��がi�する¶れがあります。�
��がって%23に��すると、スパーク、«i、オーバーヒ
ートまたは�¬がi�する¶れがあります。Ã®����を'う
�には、��"Aの[\を'い
JKを��するようにしてください。

;<により��または�0が01する
2れがあります。

� ��アークから35 ft (10.7 m) �&の¯°にあるすべての�¡3
は±�するようにしてください。これが6��な"#は、�U
|みのカバーで�¡3をしっかりと²ってください。

� �bが�¡�3oに��する¶れのある"Aでは����を'
わないでください。

� ��する�bおよび���$の%2から��6およびそのzの
6をo/してください。

� ���bおよび��から�じた���$の3oは、Ä³なクラ
ックおよび*を�って´���にµします。

� �¬に��し、���を9¥に"くようにしてください。
� ÅÆ¶、<、·Çまたは¸YÇなどで����を'った"#、
¹えない"Aで�¬がi�する¶れがあることに��してくだ
さい。

� タイヤのリムやホイールを7Yしたり��したりしないでくだ
さい。タイヤをIaすると«iする¶れがあります。u4した
リムとホイールではhºする���があります。JKdSのO
SHA 29 CFR 1910.177をeTしてください。

� �¡�のあるÂ�、またはタンク、ドラム©、パイプのような
ÁªされたÂ�の��は、AWS F4.1およびAWS A6.0 (JKd
SをeT)にfって(7なSÈを'ってから_Qするようにし
てください。

� �¡�のÉ、ガス、»i��（ガソリンなど）が��にÀまれ
る���がある"Aでは��を'わないでください。

� 6�な§¯°¼�による���½のË¾、および��、�b、
�¬の��をMけるため、����[に ¿るだけqい"Aに
ワークケーブルを�Rします。

� ÌÀしたパイプを��>で�かさないでください。

� !"を@2しない#は、�l�をホルダから3り`し、また�
�ワイヤをコンタクトチップのAで7Yします。

� ¹ºで ¡�のw¢（£、»9のコットン、ウール）で�られ
た�io/�を12してください。�io/�には、�9.、
»9のシャツ、¤¾り¥し¦しのズボン、§¨、および¿Mな
どのオイルフリーのC�がÀまれます。

� ����の�には、ガスライターまたはマッチ�のすべての�
¡3を��6のiから°してください。

� ��がÎÏしたら、そのÁÐを[\して�b、¡えさし、Âが
ないことを��します。

� &しいヒューズまたは��¸Y�のみ@2してください。�き
すぎるものを@2したり、¦�したりしないでください。

� ����の"#は、 OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) およびNFPA
51Bの=Ñにfい、qくに�¬��!"と���を2�してく
ださい。

� JKデータシート（SDS）および�1¤、コーティング、クリ
ーナー、�k�、��¤、��¤、フラックス、%2にする
�G¥の��Wをよく�み、4�してください。

� した¡¢や£¤により�を¥�する
2れがあります。

� ��、チッピング、ワイヤブラッシングおよ
びÃÄにより�bおよび%2の��がi�し
ます。����が�えると、NÅ��により
スラグがi�します。

� �U|みJK��を12したNで、��ヘルメットを1ける
ようにしてください。

ガスの¦§により、�¨��または*
+��が01する2れがあります。

� VÆガスを@2しない#は、Ë¾を
めてく
ださい。

� 9い"Aで��を'う"#は、kにf�を'うか、または�
U|み}~�マスクを12するようにしてください。

�©およびª© (EMF) が«め¬み®¯°
に±²を³える89:があります。

� ペースメーカーやそのzのÓめyみÔÇ>�
の!16はqづかないようにしてください。

� ÓめyみÔÇ>�の!16は、アーク��、スポット��、
ガウジング、プラズマアーク7Ö、È×IaU�のqくに'
く�に、ÔØと!"の�G¥にÉÊするB=があります。

��;<または��!"からi�する	Ëに
よりÌÍにº�がi�する¶れがあります。

� 	Ëレベルが�い"#は、�U|みÎ
2	/�を12してください。

´µにより¶·に¸¹が01する2れ
があります。
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VÆガスボンベには�VガスがÀまれます。c�
すると、ボンベがmÏする¶れがあります。ガス
ボンベは��l5で@2される�=な>¢です。
3gには����してください。

º�しているボンベはº¼する2れが
あります。

� Ða、ÑÒ、34�c�、スラグ、Ó�、�bおよびアークか
らVÆガスボンベをo/してください。

� ボンベを�UÔÙ�またはボンベラックにeÕ�"に�Uし、
:�ÖÚを	いでください。

� ボンベを����またはzの����にq4けないでくださ
い。

� ,SにガスボンベNに��トーチをwけないでください。
� ,Sに���をボンベに��させないでください。

� ,SにIVされたボンベを��しないでください。mÏしま
す。

� ��2に×Øされた(&なVÆガスボンベ、レギュレータ、ホ
ース、3り4け%�のみを@2するようにしてください。これ
�の��および���をnÜな�$にoつようにしてくださ
い。

� ボンベのバルブを+く#は、バルブ Ýから�を°してくださ
い。バルブ+くときにレギュレータの�ÞにÕたないでくださ
い。

� バルブを@2しているか、または@2のため�Rしている"#
を�き、o/キャップを3り4けるようにしてください。

� (7な!"と&しい9Oを@2して、��な\sでボンベのÙ
ちNげ、±�、Ù}を'ってください。

� VÆガスボンベ、�!"にする��、およびJKdSにÅ
ÚのVÆガスßà (CGA) i'P-1を�み、これにfうようにし
てください。

1-3. ½	、��およびメンテナンスのためのさらなる#$

��または�0の#$

� !"を�¡�3のÛL、N�またはそのqく
に3り4けたり、"いたりしないでくださ
い。

� !"をª��3のqくに3りつけないでくだ
さい。

� á&^_をÐÜÝ�$にしない - � システムのサイズ、U
Dが(&であること、およびV!"の@2#に� システム
のo/>�が��することを��してください。

[	を¾とすと¥�する89:があり
ます。
� フック2*はユニットをâりNげる#のみ@
2するようにしてください。ギヤ、ガスシリ
ンダまたはそのzのアクセサリを��させな
いでください。

� !"のâりNげおよびÔÙには&しい9Oと(7なâりNげ
>を@2してください。

� !"の±�にフォークリフトを@2する"#、フォーク§さ
が!"の®SåのLまでの¯°よりも��§いことを��し
てください。

� ~�で��するときは、!"（ケーブルやコード）を±��
のÞæからßざけてください。

� �い��や!"を9�でÙちNげる"#は、à&されたNIO
SHÙちNげØáçのアプリケーションマニュアル
(Publication No. 94-110) のガイドラインにfってください。

¿Àに
�するとオーバーヒートする
2れがあります。

� ��dpを×けるようにします。UD@2â
にfってください。

� é=����を+êする�には、�½をPY
させるか、または@2âを�げてください。

� !"への~�の½れをëげたり、フィルタをかけたりしない
でください。

� する�Áにより¥�する89:が
あります。

� �や�をo/するためフェイスシールドを1
2してください。

� (7な�L、9、および�iのo/�を1
2し、JKな"Aにある(7なJK!"4き
のÃÄ>にのみタングステン�lをì£しま
す。

� �bが�¬につながる���があります - �¡3をqづけ
ないでください。

Â�Ã(ESD) によりPC ボードがº�
する2れがあります。
� ボードまたは��を3りgう�には、�5さ

れたリストストラップを!1してください。

� PCボードをoã、±�またはi}する"#
は、(7なä�	
バックを@2するように
してください。

8Å��により¥�する89:があり
ます。

� ����に�らないでください。

� ドライブロール�のピンチポイントに�らな
いでください。

;<ワイヤにより¥�する89:があ
ります。

� �uが るまでは、��トーチスイッチをí
さないでください。

� ��ワイヤの!1#に、��トーチを��6
のi、��6�`の6または%2にîけない
でください。

バッテリーの�0により¥�する89
:があります。

� バッテリーのï�、またはÞのジャンプスタ
ートのために��>を@2するには、その�
�のために×Øされたバッテリーï�>�が
B=です。

8Å��により¥�する89:があり
ます。

� ファンのような����にqづかないでくだ
さい。

� すべてのドア、パネル、カバーおよびガード
をªじて�Uします。

� メンテナンスやトラブルシューティングのため、B=に¯
じてドア、パネル、カバー、またはJK!"を3り`す"#
は、BずåDを�する��¢が'ってください。

� メンテナンスがæÏし、%!� をé�Rする�に、ドア、
パネル、カバー、またはJK!"をé=3り4けてくださ
い。

���をんでください。

� !"を×"、U�、またはu4する�に、す
べてのラベルと3g��Wをよく�んでそれ
にfってください。��WのêめとÃçにあ
るJKにするðñをお�みください。

� �G�6のè&のqf��のみを@2してください。
� 3g��W、�édS、hおよび$Xiの<jにfって、×
"、メンテナンス、およびu4を'ってください。
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�ÊËÌÍによりÎÏが01する2れが
あります。

� �òê(H.F.) は、¦_ナビゲーション、コン
ピュータ、�ô>�、そのzÃ®�M>�に
õëする¶れがあります。

� �M>�にì�した、åDを�する6のみにこの!"の3り
4けを'わせるようにしてください。

� 3り4けによりõëがi�した"#は、おöíåでåDを
�する��÷î6にø
のàùをúïするようにしてくださ
い。

� û�からõëがi�しているðの�を¦けた"#は、eち
に!"の@2を�
してください。

� Ud�に3り4け�$をチェックし、nÜな3り4け�$を
ñÙするようにしてください。

� �òê� のドアおよびパネルをしっかりªめ、スパークギ
ャップを&しく×Uするとüに、õëのi�を]tòにýえ
るため�5およびシールドを'ってください。

アーク;<によりÎÏが01する2れが
あります。

� �óエネルギーにより、コンピュータ、ロボ
ット�のコンピュータEFによる!"をÀむ
ìÁ�M>�がõëを
¦ける¶れがあります。

� ����を'う"Aにあるすべての!"が�ó�に(#した
ものであるかを��してください。

� õëの���をPらすため、��ケーブルは ¿るだけôく
してõね、<�の©�"に"くようにしてください。

� ìÁ�M>�から100メートル°れた"Aで����を'う
ようにしてください。

� V��Wにfって��>が3り4けられていることを��し
てください。

� õëがöRする"#は、おöíåで��>を±�する、シー
ルドケーブル、ラインフィルタを@2する、または��"A
をシールドする�のS÷をøじるようにしてください。

1-4. カリフォルニアÒZ¹¤ÓÔÕÖ(プロポジション 65) ÙÚ

ÙÚ: GÛ�によって、ÜなどをÝZするÞd¤Óにさらされ
る89:があります。これはß、àá:âãその�の1ä¯9
にåするæ±²をçきBこすことがカリフォルニアÒにおいて
ècされています。

STについては、www.P65Warnings.ca.gov をごéください。

1-5. P���ÔY

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, American Welding
Society standard ANSI Standard Z49.1. Website: www.aws.org.
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1 from American National Standards
Institute. Website: www.ansi.org.
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1 from
Global Engineering Documents. Website: www.global.ihs.com.
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0 from
Global Engineering Documents. Website: www.global.ihs.com.
National Electrical Code, NFPA Standard 70  from National Fire Protection
Association. Website: www.nfpa.org and www. sparky.org.
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1
from Compressed Gas Association. Website:www.cganet.com.

Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2 from Canadian Standards Association.
Website: www.csagroup.org.

Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B from National Fire Protection Association.
Website: www.nfpa.org.

OSHA Occupational Safety and Health Standards for General Industry,
Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177 Subpart N, Part
1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J. Website: www.osha.gov.

OSHA Important Note Regarding the ACGIH TLV, Policy Statement on
the Uses of TLVs and BEIs. Website: www.osha.gov.

Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation from the
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
Website: www.cdc.gov/NIOSH.

1-6. EMF UV

×iを½れる�½は�A�な�éおよびóé（EMF）をªき�こし
ます。アーク��（およびスポット��、ガウジング、プラズマア
ーク7Ö、およびÈ×IaU�をÀむ�l<）からの�½は、�
���òùにEMFをi�させます。EMFは、ペースメーカーなどの
[�のÓめyみÔÇ>�にõëする���があります。ÓめyみÔ
Ç>�の!16をo/するためのS÷をøじるB=があります。た
とえば、�'\のアクセスをEòしたり、��>にSしてxyのリ
スクúþを_Qしたりします。すべての��>は、����からの
EMFのばくûを]tòにýえるために、?の9Oを@2するB=が
あります。

1. ケーブルをüる、テープでõねる、またはケーブルカバーを@
2してケーブルをまとめます。

2. ��ケーブルのpにiを"かないでください。ケーブルをýå
にまとめて、��6から°すようにしてください。

3. ケーブルをiに�きつけたり、wけたりしないでください。

4. できるòり����の!"からþや�iを°すようにしてくだ
さい。

5. ワーククランプを��SK3の ¿るだけqくに�Rします。

6. ��� のIで��をしたり、Oったり、�りwかったりしな
いでください。

7. ��� またはワイヤフィーダを�びながら��を'わないで
ください。

«め¬み®¯°について:

ÓめyみÔÇ>�の!16は、アーク��、スポット��、ガウ
ジング、プラズマアーク7Ö、È×IaU�を'うまたはqづく�
に、ÔØと!"の�G¥にÉÊするB=があります。ÔØの��が
ある"#、NÅの9Oにfうことがz¡されます。


