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この「安全のしおり」に示した注意事項は、ポップリベット・ファスナー製のスタッド

溶接機を安全にご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するた

めのものです。 

スタッド溶接機をご使用になる前にこの「安全のしおり」と個々の装置の取扱説明書を

必ずお読みいただき、記載事項に基づき正しくご使用ください。 

お読みになった後は、関係者がいつでも見られる場所に大切に保管していただき、必要

に応じて再度お読みください。 

このスタッド溶接機の据付け・保守点検は安全を確保するため、有資格者または溶接機

をよく理解した方が行ってください。 

このスタッド溶接機の操作は、安全を確保するため、安全のしおり及び取扱説明書の内

容をよく理解し、安全な取り扱いができる知識と技能のある方が行ってください。 

本説明書では、できるだけ色々な事柄を書くように努めています。しかし、こういう事

はやってはいけない、こういう事はできないという事は非常に多く、説明書が膨大にな

り書ききれません。従って、本書で特にできると書いていないことは「動作できない」

と解釈してください。 

ご不明な点は弊社販売店または弊社営業所にお問い合わせください。 
お問い合わせ先の住所、電話番号は別紙「スタッド溶接機に関するお問い合わせ先」に

記載してあります。 

 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS LTD. 
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スタッド溶接機を安全にご使用いただくために 
 ご使用になる前にこの安全のしおりと個々の装置の取扱説明書をよくお読みになり、指示に従っ
て正しくご使用ください。 

 この安全のしおり及び取扱説明書に示した注意事項は、機器を安全にご使用いいただき、あなた
や他の人々への危害や損害および機器の破損を未然に防止するためのものです。 

 このスタッド溶接機は安全性に十分考慮して設計・製作されていますが、ご使用にあたってはこ
の安全のしおり及び取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。これらを守らずに使用なさい

ますと、死亡または重傷などの重大な人身事故を引き起こす場合があります。 

 入力側(一次側電源・供給圧縮空気配管など)の動力源の工事、設置場所の選定、保管及び配管、
溶接後の製造物の保管及び廃棄物の処理などは、法規及び貴社社内基準にしたがってください。 

 溶接機や溶接作業場所の周囲には、不用意に人が立ち入らないようにしてください。 

 このスタッド溶接機の据付け、保守点検は、安全を確保するため、溶接機をよく理解した方が行
ってください。 

 このスタッド溶接機の操作は、安全を確保するため、安全のしおり及び取扱説明書の内容を
よく理解し、安全な取り扱いができる知識と技能のある方が行ってください。 

 このスタッド溶接機を、スタッド溶接以外の用途に使用しないでください。 

 ここに示した注意事項では、安全注意事項のランクを下記の「危険」「警告」「注意」として区別
してあります。 

危険 
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可

能性が想定され、かつ警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な事項です。

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可

能性が想定される事項です。 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、人が軽傷を負う可能性、及び

物的損害の発生が想定される事項です。 

※損害の程度の分類は、以下を参考としてください。 

重  傷：失明、けが、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの及び治療
に入院・長期の通院を要するもの 

軽  傷：治療に入院や長期の通院を要さないもの(上記以外) 

物的損害：家屋・家財及び機器の損傷にかかわる拡大損害など 

 お読みになった後は、実際にご使用になる方がいつでも見られる場所に保管してください。 

 本機は適正なポップリベット・ファスナー製のスタッドの溶接のみに使用してください。 
ポップリベット・ファスナー製のスタッド以外をご使用になる場合には、ご相談ください。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
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安全を確保するための警告・注意事項 

 注意 

1. 荷下ろし又は梱包を解く際は、足場
機器の横転又は転落により機器 

 

 

2. 機器を移動する場合、機器の上部に
吊り下げは行わないでください。 
落下により、機器の破損及び事

3. フォークリフトの使用または釣り下
る方が行ってください。 

無資格者が行いますと事故や傷

 

注意 

1. 機器は、粉塵・ゴミ・水がかからな
異常動作等により機器の破損及 

 

2. 各種ケーブル及びチューブ類の取り
 作業者がつまずいて転倒しけが

3. 溶接時にウェルド・ケーブルとワー
力によって動きますので、ケーブル

溶接時にケーブル類が動いてケ

 
 

警告 

1. スタッド溶接機の一次側電源接続は
したがって行ってください。 

 無資格者が行いますと感電・漏

2. スタッド溶接機の一次側電源接続時
 接地線を接続しないと、漏電に

スタッド溶接機の一次側

AC300V以下 
AC300Vを超えるもの 

 

3. スタッド溶接機の一次側電源容量に
 

 

誤動作、ブレーカのトリップな

が異なる場合、機器を破損する

4. 取扱説明書に従って正しく接続して
コネクタ部のショート及び破損

5. 取扱説明書の記述に従い、指定され
しないでください。また、電源及び

い。 
 感電及びスタッド・フィーダの
を負う恐れがあります。 

 

ポップ
荷下ろし・梱包を解く時
の悪い場所では行わないでください。 
の破損及び事故や作業者が傷害を負う恐れがあります。 

取り付けられたアイ・ボルト（緩んでいない）以外での本機

故や傷害を負う恐れがあります。 

げを行う場合は、フォークリフト、玉がけ技能の資格を有す

害を負う恐れがあります。 

時

い場所に設置

び事故や傷害

回しは十分に

を負う恐れが

ク・ウェルド

類はしっかり

ーブルが損傷

、電気工事士

電・ショート

には、接地線

よる感電・火

電源電圧 

合致したブレ

どにより思わ

ことがありま

ください。 
、機器の故障

た機器との接

圧縮空気を供

誤動作による

リベット・ファ
設置
してください。 
を負う恐れがあります。 

注意してください。 
あります。 
・ケーブルは電流が流れることで発生する電磁

固定してください。 
する恐れがあります。 
接続時・配線時
の資格を有する方が法規(電気設備技術基準)に

及び接触不良を起こす恐れがあります。 

を必ず接続してください。 
災の恐れがあります。 

接地工事の種類 
D種接地工事 (第三種接地工事) 
C種接地工事 (特別第三種接地工事) 

ーカに接続してください。 
ぬ事故が発生する恐れがあります。また、電圧

す。 

や感電の恐れがあります。 

続が完了するまで、電源及び圧縮空気の供給は

給した状態で機器の取り外しをしないでくださ

スタッドの飛び出しで、事故や傷害（失明等）

スナー株式会社 
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接続時・配線時注意 

1. ポップリベット・ファスナー製のスタッドを使用し、取扱説明書に記述されている指定された機
器に接続して使用してください。 

 

 

十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により機器の破損及び事故や傷害を負う

恐れがあります。 

2. 機器の接続は取扱説明書に従い、所定のケーブル(コントロール・ケーブル、ウェルド・ケーブ
ル、測定ケーブル)及び所定のフィード・チューブを使用し、正しくコネクタに接続してくださ
い。 

機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 
 
 

調整時・動作確認時 注意 

1. 使用環境（使用するスタッド、ワーク）に合わせた溶接条件を当社のサービスマンが設定します
ので、みだりに溶接条件を変更しないでください。 

 

 

みだりに溶接条件を変更されますと、溶接不良・スタッド送給不良の発生及び機器の破損及

び事故や傷害を負う恐れがあります。 
溶接条件の変更が必要な場合は、溶接機製造者による教育または社内教育の受講者で取扱説

明書をよく理解し、安全な取り扱いができる知識と技能のある方が行ってください。 
 
 

操作時・稼動時警告 

1. ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷があった場合は使用を止め修理に出してください。 
 損傷のある状態で使用しますと、事故や傷害を負う恐れがあります。 

2. 心臓のペースメーカを使用している人は、医師の許可があるまで操作中のスタッド溶接機や溶接
作業場所の周囲に近づかないでください。 

 

 

 

スタッド溶接機は通電中に周囲に電磁波を発生し、ペースメーカの作動に悪影響を及ぼす恐

れがあります。 

3. スタッド溶接ガンを操作する方は保護めがね(JIS T 8147規格品)を着用してください。 
 溶接時に飛散するスパッタ、スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐
れがあります。 

4. スタッド・フィーダを操作する方は保護めがね(JIS T 8147規格品)を着用してください。 
誤操作によるスタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

5. スタッド溶接機のケースやカバーを取り外したまま使用しないでください。 
 高電圧及び充電部がありますので、感電する恐れがあります。また、稼動部がありますの
で、挟まれる恐れがあります。 

6. 使用する前にスタッド溶接ヘッド又はスタッド溶接ガン及びスタッド・フィーダのフィード・チ
ューブの接続が外れていないことを確認してください。 

 スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

7. 使用する前にスタッド溶接ヘッド又はスタッド溶接ガンのフィード・チューブに破れ、変形がな
いことを確認してください。 

スタッドの飛び出しにより、事故や傷害（失明等）を負う恐れがあります。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
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8. スタッド溶接機及び付帯機器を水で濡らさないでください。水に濡れた場合は、直ちに一次側電
源の供給を停止し、使用を止め当社に修理に出してください。 

 感電・漏電・ショート及び機器の故障の恐れがあります。 

9. スタッド・フィーダをご使用の場合、使用空気圧力は、0.58～0.77MPa（6～8bar；約 6～8kgf/cm2）

にてご使用してください。 
 使用空気圧力を超えて使用した場合、スタッド送給不良の発生及び機器が破損し、事故や傷
害を負う恐れがあります。 

10. 濡れた手又は濡れた手袋を着用して機器を操作しないでください。 
 感電する恐れがあります。 

11. 溶接部（スタッド溶接ガンの先端部と溶接したスタッドとワーク表面及び裏面）は素手で触らな
いようにしてください。 

 感電及びやけどを負う恐れがあります。 

 
 

操作時・稼動時注意 

1. このスタッド溶接機の操作は、安全を確保するため、この安全のしおりと個々の装置の取扱説明
書をよく理解し、安全な取り扱いができる知識と技能のある方が行ってください。 

 誤った操作により機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 

2. スタッド溶接機を操作する方及び周囲の方は耳栓（JIS T 8161規格品）を着用してください。 
 スタッド溶接時に発生する破裂音により、聴力傷害を負う恐れがあります。 

3. スタッド溶接ガンを操作する方は皮手袋（JIS T 8113規格品）を着用してください。 
 スタッド溶接時に飛散するスパッタにより、やけどを負う恐れがあります。 

4. スタッド溶接を行う作業場所は換気を良くしてください。 
 スタッド溶接時に発生する煙には（使用ワークの表面処理等の条件により）有害な物質が
含まれていることがあります。 

5. スタッド溶接を行う作業場所には、不用意に人が立ち入らないようにしてください。 
スタッド溶接時に飛散するスパッタやアーク光により、やけどや失明をする恐れがあります。  

 

6. スタッド溶接を行う作業場所の周囲には、溶接カーテン(不燃遮光性)を設置してください。 
 スタッド溶接時に発生するアーク光により、周囲の方が失明する恐れがあります。 

7. スタッド溶接時に発生するアーク光を直接見ないようにしてください。 
 アーク光により失明する恐れがあります。 

8. スタッド溶接を行う作業場所の周囲には、囲い(不燃性)を設けて溶接時に飛散するスパッタが周
囲にかからないようにしてください。 

 スタッド溶接時に飛散するスパッタにより、周囲の方がやけどを負う恐れがあります。ま
た、周囲の機器を故障させる恐れがあります。 

9. スタッド溶接を行う作業場所の周囲には、可燃物及び引火性のあるものを置かないでください。
取り除けない場合は、不燃性カバーで可燃物を覆ってください。 

 スタッド溶接時に飛散するスパッタにより、発火の恐れがあります。 

10. 可燃性ガスの近くでは、溶接しないでください。 
発火の恐れがあります。 

11. 高電流電源を使用していますので、電磁波を発生します。精密機器を作業場所の周辺に置かない
でください。 

 他の機器を故障又は誤動作させる恐れがあります。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
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12. 機器の供給電源（一次側電源及びメイン・スイッチ）を頻繁に ON/OFFしないでください。電
源の再投入はメイン・スイッチ OFF後、10分以上経過してから行ってください。 

 機器を破損することがあります。 

13. ウェルド・ケーブル及びコントロール・ケーブルの上にものが乗ったり、擦れ合ったりしないよ
うにしてくだい。また、他の機器に干渉し無理な力が加わらないようにしてください。 

ケーブルが損傷し、機器の故障や感電の恐れがあります。  

14. スタッド溶接ヘッド又はスタッド溶接ガンを操作される方は、溶接時に溶接ヘッド又は溶接ガン
の先端部（レシーバ Ass’y、クランピング・リング、ダスト・カバー）に触れないでください。 
※スタッド溶接ヘッド又はスタッド溶接ガンの部品名称に関しては、該当する機器の取扱説

明書を参照してください。 
 溶接中に動くので、挟まれてけがを負う恐れがあります。また、溶接不良の発生の恐れが
あります。 

 
 

保守・点検時警告 

1. スタッド溶接機及び付帯機器の内部に高電圧部及び充電部があります。機器のケースやカバーを
開けて作業する時は、機器の電源供給を停止した後 10分以上経過してから行ってください。 

 感電する恐れがあります。 

2. 機器を分解／組立／調整する際は、必ず一次側電源の供給を停止し、圧縮空気の供給を止め、残
圧が無いことを確認してから行ってください。 

 一次側電源及び圧縮空気が供給された状態で分解／組立／調整を行うと、感電、部品の飛
び出し、予期せぬ動き等により機器の破損及び事故や傷害を負う恐れがあります。 

 
 

保守・点検時注意 

1. 当社より供給されました部品、または推奨された部品のみをご使用ください。 
 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により機器の破損及び事故や傷害を負
う恐れがあります。 

2. 機器の部品を取り外したり、改造しないでください。 
 十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作等により事故や傷害を負う恐れがありま
す。 

3. 機器の保守・点検は、安全を確保するため、機能・機構を十分理解された方が行ってください。
また、その場合も取扱説明書の指示に従い、十分注意して作業してください。 

 保守・点検の知識、技術のない方が行いますと十分な性能が発揮できないだけでなく、事
故や傷害を負う恐れがあります。 

4. 機器の修理は、必ず当社にお申し付けください。 
 修理の知識及び技術のない方が行なわれますと十分な性能が発揮できないだけでなく、事
故や傷害を負う恐れがあります。 

ポップリベット・ファスナー株式会社 
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シンボルマーク（絵表示）の説明 
シンボルマーク（絵表示） 意味 

 

 

参考 

(1) 据付
1) 

• 

• 

• 

    

    

    

    

2) 

 
(2) 保護

 
 
 
 
作成日：

改定日：
感電により死亡または重傷を負う可能性があります。 

保護めがねを着用してください。 

 

け、操作、保守点検に関する関連法規・資格 
据付けに関して 

電気工事士の資格を有する人 • 

• 

• 

• 

• 

• 

電気設備に関する技術基準を定める省令 第 10条   電気設備の設置 
                     第 11条   電気設備の接地の方法 
                     第 15条   地絡に対する保護対策 

電気設備の技術基準の解釈について   第 19条   接地工事の種類 
                     第 40条   地絡遮断装置等の施設 

労働安全衛生規則           第 333条  漏電による感電の防止 

粉じん障害防止規則          第 1条    事業者の責務 
                     第 2条    定義等 
操作、保守点検に関して 

スタッド溶接機製造者による教育または社内教育の受講者でスタッド溶接機をよく理

解した者 

具等の関連規格 
JIS T 8113 ： 溶接用かわ製保護手袋 

JIS T 8147 ： 保護めがね 

JIS T 8161 ： 防音保護具 

2003年 08月(WC-D-03020) 
2005年 09月（ 

ポップリベット・ファスナー株式会社 


