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警 告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
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1. 使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm2）を守ってください。
22
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
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22）を守ってください。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
1.
使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。
1.
使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。
㻌㻌䞉 ⏝✵Ẽᅽ䜢㉸䛘䛶⏝䛧䜎䛩䛸䚸
ᮏᶵ䛜◚ᦆ䛧䛶യᐖ䜔ᦆയ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
ᾁᵌᴾ2.
ஜೞỉέᇢ
ᵆ ἠὊἌἦὊἋᢿ ᵇ ửዌݣỆỉẹẦễẟỂẪẻẰẟẇ ộẺẆ ʴỆӼẬề˺ѣẰẶễẟỂẪẻ
後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
2.
2.必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
ẅẅẰẟẇ
2.
必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
2.
2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
㻌㻌䞉3.
ษ᩿䛥䜜䛯䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛜ฟ䛥䜜䛪䛻㻌ෆ㒊䛻ṧ䛳䛯䜎䜎సᴗ䜢䛚䛣䛺䛔䜎䛩䛸䚸
ᮏᶵ䛾ඛ➃
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
䚷䚷㻔
䝜䞊䝈䝢䞊䝇㒊
㻕
䛛䜙䝬䞁䝗䝺䝹䛜㣕䜃ฟ䛧യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
3. シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
3.
3.シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
3.
シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
ᾂᵌᴾ̅ဇɶỊ࣏ẵἉἷὊἚἭὊἋửӕụ˄Ậềấ̅ẟẪẻẰẟẇ
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
3.
3. シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
2
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
㻌㻌䞉 ษ᩿䛥䜜䛯䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛜㣕䜃ฟ䛧䚸
യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
㻌㻌䞉
䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䛿䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇ྲྀ䛡㒊
䠄䝜䝈䝹䝴䝙䝑䝖䠅
䛻ዟ䜎䛷☜ᐇ䛻ᕪ䛧㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹 ⏝
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
4. 本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
4. 本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
㻌㻌㻌㻌୰䛻䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䛜䛿䛪䜜䛶യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
4.
4.本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
4.
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
バーを取り付けてお使いください。
ᾃᵌ4.
̅ဇɶỊ̬ᜱỜầỈẆ
̬ᜱφửბဇẲềẪẻẰẟẇ ẅᴾ
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
4.
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
㻌㻌䞉
䝸䝧䝑䝖䛜㣕䜃ฟ䛧䚸
ᨾ䜔യᐖ
㻔 ኻ᫂䛺䛹 㻕 䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
スがはずれてけがをする恐れがあります。
たリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
㻌㻌䞉㻌㜵ሻ䝬䝇䜽
䞉 Ᏻ㠐 䞉 䝦䝹䝯䝑䝖 䞉 ⫈ぬಖㆤල䛺䛹䜢㐺ษ䛻⏝䛧䚸䚷ᨾ䜔യᐖ䜢๓䛻㜵Ṇ䛧䛶䛟
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
スがはずれてけがをする恐れがあります。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
䚷䚷䛰䛥䛔䚹
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
ᾄᵌ 5.
ஜೞểỺỴὊเểỉዓỊᄩܱỆấẮễẾềẪẻẰẟẇ
ヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
5. 本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
㻌㻌䞉㻌䝆䝵䜲䞁䝖䛾䛽䛨䛜ྜ䜟䛺䛛䛳䛯䜚䚸
䛽䛨䛾ධ䜚䛧䜝䛜༑ศ䛷䛒䛳䛯ሙྜ䚸 ⏝୰䛻䜶䜰䞊䝩䞊䝇䛜
す。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
5.
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
5.
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
5.
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
䚷䚷䛿䛪䜜䛶യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
5.
5. 本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
ー源との接続は確実に行なってください。
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
㻌㻌䞉6.
䜶䜰䞊䝩䞊䝇䝆䝵䜲䞁䝖䛸䜶䜰䞊䝩䞊䝇䛾᥋⥆䛿䝩䞊䝇䝞䞁䝗䜢⏝䛔䛶☜ᐇ䛻䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
᥋⥆
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
6.
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
トのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
䚷䚷䛜༑ศ䛷䛩䛸⏝୰䛻䜶䜰䞊䝩䞊䝇䛜䛿䛪䜜䛶യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ください。
6.
6.ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
6.
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
ください。
れてけがをする恐れがあります。
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
ᾅᵌ6.
ஜೞửỺỴὊเẦỤỊẵẴểẨỊẆ
ỺỴὊỉ̓ዅửഥỜềẪẻẰẟẇ
6.
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
ください。
ください。
ください。
㻌㻌䞉 ᅽ⦰✵Ẽ䛻䜘䜚䜶䜰䞊䝩䞊䝇䛜㊴䛽䜛䛺䛹䛧䛶യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
ください。
ースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
ください。
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、その部分が破損して事故やけがの原因になります。
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
ᾆᵌ ̓܇ỉỉފẪểẮỨỆፗẦễẟỂẪẻẰẟẇ
十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、その部分が破損して事故やけがの原因になります。
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、二ツプルが破損したり、
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります。
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります。
㻌㻌䞉 ᨾ䜔യᐖ䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります。
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、二ツプルが破損したり、
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります。
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります。
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
ー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
ᾇᵌᴾ᭗˺ಅỉᨥỊẆ
ắᐯ៲ỆܤμἫἽἚửẲềஜೞởἼἫἕἚỉᓳɦỆờදॖẲềẪẻẰẟẇ
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、
二ツプルが破損したり、
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、
二ツプルが破損したり、
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、
二ツプルが破損したり、
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
本体に傷が生じたり、
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、本体に傷が生じたり、二ツプルが破損したり、
二ツプルが破損したり、
によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
㻌㻌䞉 䛣䜜䜙䜢ᛰ䜚䜎䛩䛸ᨾ䜔യᐖ䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。

警告

その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。

各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して

りながら使用しますとけがをする恐れがあります。

䠎

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
ください。
㻌㻌㻌㻌㻌䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
ください。
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
ください。
ください。
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
ください。
ください。
ください。
䕺㻌ᮏᶵ䜢䛤⏝୰䛿䚸ᚲ䛪ಖㆤ䜑䛜䛽䜢╔⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䝸䝧䝑䝖䛜㣕䜃ฟ䛧യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
䚷㻌㻌䛜䛒䜚䜎䛩䚹
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
警告 と
注 意 に区分けしていますが、それぞれの意味は下記の通りです。
◆ここに示した注意事項は
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
警告 と
注 意 に区分けしていますが、それぞれの意味は下記の通りです。
◆ここに示した注意事項は
䕺䛣䛣䛻♧䛧䛯ὀព㡯䛿t
䡠 それぞれの意味は下記の通りです。
䛭䜜䛮䜜䛾ព䛿ୗグ䛾㏻䜚䛷䛩䚹
䛸
ᴾᴾᴾᴾᴾᜩᴾԓ
t注
◆ここに示した注意事項は
に区分けしていますが、
t警
警告
告と
注意
意䛻༊ศ䛡䛧䛶䛔䜎䛩䛜
◆ここに示した注意事項は
とᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖ
に区分けしていますが、
それぞれの意味は下記の通りです。
警
告
注
意
◆ここに示した注意事項は
と
に区分けしていますが、
それぞれの意味は下記の通りです。
警
告
注
◆ここに示した注意事項は
と
警告 と
注意
意 に区分けしていますが、
◆ここに示した注意事項は
に区分けしていますが、それぞれの意味は下記の通りです。
それぞれの意味は下記の通りです。
警 告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

t警 告
ẅẅᜩᴾԓ
ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

ᾈᵌ1.ắ̅ဇЭỆӲᢿỉͻầễẟẦἓỹἕἁẲẆ
ദࠝỆ˺ѣẴỦẦẆ
ộẺܭೞᏡửႆੱẴỦẦỉᄩᛐử
2
使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。
ẅᴾẲềẪẻẰẟẇ ദࠝỆ˺ѣẲễẟẆ ܭೞᏡửႆੱẲễẟئӳỊ̅ဇẶẵỆ̲ྸỆЈẲềẪẻẰẟẇ
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
㻌㻌䞉 ᦆയ䛧䛯䜎䜎⏝䛧䜎䛩䛸യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻌㻌䞉㻌≀䜢ⴠ䛸䛩䛺䛹䛧䛶ᮏయ䛻യ➼䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛩䛸䚸
䛭䛾㒊ศ䛜◚ᦆ䛧䛶ᨾ䜔യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒
2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
䚷䚷䜚䜎䛩䚹
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
㻌㻌䞉 䜶䜰䞊䝩䞊䝇䜔䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜢ᣢ䛳䛶㻌ᮏᶵ䜢ᘬ䛝䛪䜛䛺䛹䛧䜎䛩䛸䚸㻌㻌ᮏయ䛻യ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䜚䚸㻌㻌䝜䝈䝹
㻌㻌㻌㻌䝴䝙䝑䝖䛜◚ᦆ䛧䛯䜚䚸
䛭䛾సືලྜ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛺䛹䚸 ᨾ䜔യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
3. シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
㻌㻌䞉㒊ရ䜔Ύᤲ䛿䚸䚷ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᣦ♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䛚
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
䚷䚷㈙䛔ồ䜑䛾㈍ᗑ䚸
䜎䛯䛿ᙜ♫䛻ಟ⌮䜢౫㢗䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻌䚷
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
ᾀᵌ ᢿԼở˄ޓᢿԼỉӕஆảỊਦܭỉỆࢼẾềấẮễẾềẪẻẰẟẇ
4. ᢘЏễᘺỂ˺ಅửấẮễẾềẪẻẰẟẇ
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
ᾀᾀᵌ
ᧈẟ᭟Ịࠞ܇ởἪỴỽἢὊỂᙴạễỄẲẆ ẻốếẟẺᘘ
ẅẅᴾởἕἁἾἋỉễỄỉᘺ៲φỊბဇẲễẟỂẪẻẰẟẇ
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
㻌㻌䞉 㧥䜔⾰᭹
䞉 䜰䜽䝉䝃䝸䞊䛺䛹䛜ᕳ䛝㎸䜎䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
スがはずれてけがをする恐れがあります。
ᾀᾁᵌ ̓܇ửᡈỀẬễẟỂẪẻẰẟẇ
˺ಅᎍˌٳẆ ỺỴὊἭὊἋỆᚑủẰẶễẟỂẪẻẰẟẇ
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
㻌㻌䞉 ᨾ䜔യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
ᾀᾂᵌ ஜೞỆͻầễẟẦҗЎỆໜ౨ẲềẪẻẰẟẇ ӲᢿԼỆỡỦỚởͻầẝẾẺئӳỊ̅ဇẶẵẆ
5. 本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
ẅẅᴾ̲ྸử̔᫂ẲềẪẻẰẟẇ
㻌㻌䞉 ᨾ㞀䛻䜘䜛ᨾ䜔യᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
ᾀᾃᵌ ਦܭỉ˄ޓԼởʩ੭ᢿԼử̅ဇẲềẪẻẰẟẇ
6.ணᮇ䛫䛼ື䛝䛻䜘䜚ᨾ䜔യᐖ䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
㻌㻌䞉
ください。
ᾀᾄᵌ ਦܭỉኝദᢿԼỉỚử̅ဇẲẆ җЎễ̲ྸჷᜤở২ᏡửਤẾẺ૾ầ̲ྸửấẮễẾềẪẻẰẟẇ
㻌㻌䞉༑ศ䛺ಟ⌮䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䛜䛺䛔䛸䛝䛿䚸ಟ⌮䛿ᚲ䛪䛚㈙䛔ồ䜑䛾㈍ᗑ䚸䜎䛯䛿ᙜ♫䛻䛚ฟ䛧䛟䛰䛥䛔䚹
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
ᾀᾅᵌ ̅ဇɶỆೞ˳ỉᛦ܇ầफẪễẾẺụီࠝ᪦ầẲẺểẨỊẆ
ẺẻẼỆ̅ဇửɶഥẲẆ ấᝰẟ൭Ờỉᝤ٥
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、その部分が破損して事故やけがの原因になります。
ẅẅᴾࡃẆ ộẺỊ࢘ᅈỆໜ౨ Ὁ ̲ྸử̔᫂ẲềẪẻẰẟẇ ẅ
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、
二ツプルが破損したり、
AR-2000S-M-H(A)取扱(日):AR-2000S̲M-H(A)取扱(日)
14/08/25本体に傷が生じたり、
11:49 ページ 3
㻌㻌䞉 䛭䛾䜎䜎⏝䛧⥆䛡䜎䛩䛸㻌䚸
ᨾ䜔യᐖ䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。

t注 意
ẅẅදᴾॖ
日本語／JAPANESE

ᾀᵌ ஜೞỉấλủẆ ᢿԼʩ੭ሁỉЎᚐỆỊ࣏ẵỺỴὊἭὊἋửỊẵẲềẪẻẰẟẇ ẅᴾ
本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ずエアーの供給を止めてください。
㻌㻌㻌䞉1.
㒊ရ䛾㣕䜃ฟ䛧䛺䛹䚸
ணᮇ䛫䛼ື䛝䛺䛹䛻䜘䜚䚸 ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
エアーが供給された状態で手入れや分解を行ないますとけがの恐れがあります。
ᾁᵌᴾഥỜỈẳửẲẾẦụểዸỜ˄ẬẺཞ७Ểắ̅ဇẪẻẰẟẇ
ẅᴾ
㻌㻌㻌䞉ἜṆ䜑䛽䛨䛜䜖䜛䜣䛷䛔䛯䜚䚸 䛿䛪䜜䛯≧ែ䛷⏝䛩䜛䛸䚸 䜸䜲䝹䛜䜅䛝ฟ䛧䚸 ᨾ䜔ᦆᐖ䜢㈇䛖䛚䛭
2. フレームヘッドをはずした状態で本機を操作しないでください。
䚷䚷㻌䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
指などをはさむ恐れがあります。
ᾂᵌᴾἧἾὊἲἪἕἛửỊẵẲẺཞ७Ểஜೞửદ˺ẲễẟỂẪẻẰẟẇ
ẅᴾ
㻌㻌㻌䞉3.
ᣦ䜢䛿䛥䜐䛺䛹䚸
യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
エアー排出口に顔などを近づけないでください。
ᾃᵌᴾỺỴὊЈӝỆ᫊ễỄửᡈỀẬễẟỂẪẻẰẟẇ ẅᴾ
エアー排出口から油分等が飛散して目などに入る恐れがあります。
㻌㻌㻌䞉 䜶䜰䞊ฟཱྀ䛛䜙Ἔศ➼䛜㣕ᩓ䛧䛶┠䛺䛹䛻ධ䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᾄᵌ ỼỶἽởἂἼἋሁửӕৢạểẨỊẆ
̅ဇẴỦỼỶἽởἂἼἋሁỉ҄ܖཋឋሁܤμἙὊἑἉὊἚ ᵆᵱᵢᵱᵇ ử
4. 油圧オイル、潤滑オイル、グリス等の油類はできるだけ皮膚などに触れないようにしてくだ
ᴾᴾᴾᴾẮủỤỉ̓ዅᎍẦỤλẲẆ
ᚡ᠍ϋܾỆࢼẾềẪẻẰẟẇ
ẅᴾ
さい。
㻌㻌䞉㻌⏝䛩䜛䜸䜲䝹➼䛻䜘䛳䛶䛿䚸⓶䛺䛹䛻⅖䜢䜂䛝㉳䛣䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ゐ䜜䛯ሙྜ䛿㌟య
皮膚などに炎症をひき起こす恐れがありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落としてくだ
䚷䚷䛛䜙䛻Ὑ䛔ⴠ䛸䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
さい。
ᾅᵌ ࢘ᅈợụ̓ዅẰủẺᢿԼẆ ộẺỊਖ਼ڜẰủẺᢿԼỉỚửắ̅ဇẪẻẰẟẇ ộẺẆ ấ̅ẟỆễỦἼἫἕἚỆ
ᴾᴾᴾᴾᢘӳẲẺᢿԼửӕ˄Ậềắ̅ဇẪẻẰẟẇ
ẅᴾ
5. 整理、整頓、清掃された場所でお使いください。
㻌㻌㻌䞉 ༑ศ䛺ᛶ⬟䛜Ⓨ䛷䛝䛺䛔䛰䛡䛷䛺䛟䚸
␗ᖖືస䛺䛹䛻䜘䜚䚸
散らかった場所での作業は事故やけがの恐れがあります。 ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
切断後のマンドレルが床等に散乱すると、足をすべらせてけがをする恐れがあります。

䠏

6. 無理な姿勢で作業しないでください。
転倒等、けがの恐れがあります。

ᾆᵌ ૢྸ Ὁ ૢ᪶ Ὁ ฌੈẰủẺئỂấ̅ẟẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ずエアーの供給を止めてください。
㻌㻌㻌䞉1.ᩓ䜙䛛䛳䛯ሙᡤ䛷䛾సᴗ䛿ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻌
エアーが供給された状態で手入れや分解を行ないますとけがの恐れがあります。
㻌㻌㻌䞉 ษ᩿ᚋ䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛜ᗋ➼䛻ᩓ䛩䜛䛸䚸
㊊䜢䛩䜉䜙䛫䛶ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᾇᵌ ឱΨỉܤμửᄩ̬ẲẆ ྸễۋѬỂ˺ಅẲễẟỂẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
2. フレームヘッドをはずした状態で本機を操作しないでください。
㻌㻌㻌䞉 ㌿ಽ➼䚸 യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
指などをはさむ恐れがあります。
ᾈᵌ ˺ಅᎍˌٳẆ
˺ಅئồᡈỀẬễẟỂẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
㻌㻌㻌䞉 ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
3. エアー排出口に顔などを近づけないでください。
ᾀᵌ ஜೞỉλủỊදॖขẪấẮễẾềẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
エアー排出口から油分等が飛散して目などに入る恐れがあります。
㻌㻌㻌䞉 ᒓရ䛾䜔㒊ရ䛿ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᚑ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᾀᾀᵌᴾ੮ụᢿỊࠝỆʑẟẺẨủẟễཞ७Ệ̬ẼẆ
ỼỶἽởἂἼἋầếẦễẟợạỆẲềẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
4. 油圧オイル、潤滑オイル、グリス等の油類はできるだけ皮膚などに触れないようにしてくだ
㻌㻌㻌䞉 ᡭ䛜䛩䜉䜚䚸
ᮏᶵ䜢ⴠ䛸䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
さい。
ᾀᾁᵌᴾᄊૺẲẺἼἫἕἚửỆỤẦẰễẟỂẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
皮膚などに炎症をひき起こす恐れがありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落としてくだ
㻌㻌㻌䞉 ◚᩿䛧䛯䝸䝧䝑䝖䛿ඛ䛜䛸䛜䛳䛶䛔䜛䛯䜑༴㝤䛷䛩䚹 㻌䜎䛯ୖ䛻䛳䛯ሙྜ䚸䚷䛩䜉䜚䜔䛩䛟䚸䚷㌿ಽ䛾䛚
さい。
䚷䚷㻌䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᾀᾂᵌᴾૺẲễẟỂҗЎදॖẲề˺ಅửấẮễẾềẪẻẰẟẇ
5. 整理、整頓、清掃された場所でお使いください。
ᴾᴾᴾ䞉 ᮏᶵ䜢⏝䛩䜛ሙྜ䛿ྲྀᢅ᪉ἲ
䞉 సᴗ᪉ἲ 䞉 ࿘ᅖ䛾≧ἣ➼༑ศὀព䛧䛶ៅ㔜䛻సᴗ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
散らかった場所での作業は事故やけがの恐れがあります。
䚷䚷㻌㍍⋡䛺⾜ື䜢䛩䜛䛸䚸 ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
切断後のマンドレルが床等に散乱すると、足をすべらせてけがをする恐れがあります。
㻌㻌㻌䞉㻌ᖖ㆑䜢ാ䛛䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹 㠀ᖖ㆑䛺⾜ື䜢䛸䜛䛸ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻌㻌㻌䞉6.⑂䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛿⏝䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹
無理な姿勢で作業しないでください。ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᾀᾃᵌ ஜೞỉ̲ྸỊ࢘ᅈỆấဎẲ˄ẬẪẻẰẟẇ
転倒等、けがの恐れがあります。
㻌㻌㻌䞉 ␗ᖖ䛻Ẽ䛔䛯ሙྜ䛿Ⅼ᳨ 䞉 ಟ⌮䛻䛚ฟ䛧䛟䛰䛥䛔䚹 㻌ẅẅᴾ
㻌㻌㻌䞉7.ಟ⌮䛿䛚㈙䛔ồ䜑䛾㈍ᗑ䚸
䜎䛯䛿ᙜ♫䛻ᚲ䛪䛚ฟ䛧䛟䛰䛥䛔䚹 ಟ⌮䛾▱㆑䜔ᢏ⾡䛾䛺䛔᪉䛜ಟ⌮
作業者以外、作業場へ近づけないでください。
䚷䚷㻌䛥䜜䜎䛩䛸䚸
༑ศ䛺ᛶ⬟䜢Ⓨ䛧䛺䛔䛰䛡䛷䛺䛟䚸
ᨾ䜔യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
事故やけがの恐れがあります。
ᾀᾄᵌ ஜᙌԼửોᡯẲễẟỂẪẻẰẟẇ ોᡯửẴỦểܤμᘺፗỉஊјࣱầễỪủẆ દ˺ᎍỆݣẴỦἼἋἁ
8. 本機の手入れは注意深く行なってください。
ᴾᴾᴾᴾᴾầ᭗ộụộẴẇ
ᴾᴾ䞉 ᮏᶵ䛿ヱᙜ䛩䜛Ᏻつ᱁䛻㐺ྜ䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷ᨵ㐀䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹
␗ᖖືస➼䚸 ᨾ䜔യᐖ䜢㈇
付属品の交換や部品交換は取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
䚷䚷䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
握り部は常に乾いたきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。けがの恐れ
ᾀᾅᵌ ஜೞ
Ὁ ѼᘺሁửࡑూẴỦᨥỊẆ  Ὁ Ӳᐯ˳ỉவ̊ሁẆ ࡑూཋỆ᧙ẴỦඥ Ὁ ᙹЩỆࢼẟϼྸ
があります。
ẅẅᴾẲềẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
油断しないで十分注意して作業を行なってください。
ᾀᾆᵌ9.ẮỉᙌԼỉᙌᡯ࠰உỊẆ
ஜ˳᩿ͨỉỽἢὊỆЦҮẰủềẟộẴẇ ίᾟ ᵌ ᾆẆ ᾇӋༀὸẅẅᴾ
ᾀᾇᵌ ஜ˳ἻἫἽỆỊẆ
̅ဇỆ᧙ẲềỉᙲễऴإởੑẦụầᚡ᠍ẰủềẟộẴẇ
ἻἫἽỉ൲ủởᄊ
本機を使用する場合は取扱方法、作業方法、周囲の状況等十分注意して慎重に作業してください。
ẅᴾᴾᴾỆợụϋܾầᛠỚӕủễẟئӳỊẆ
ૼẲẟἻἫἽửӕụ݃ẶềᝳụஆảềẪẻẰẟẇ
軽率な行動をすると、事故やけがの恐れがあります。
ẅẅᴾૼẲẟἻἫἽỊẆ
ᝤ٥ࡃửᡫẳề࢘ᅈợụӕụ݃ẶỦẮểầỂẨộẴẇ
ẅ
常識を働かせてください。非常識な行動をとると事故やけがの恐れがあります。
ᾀᾈᵌ ஜᙌԼỊẆ ἩἿဇỉݦဇφỂẴẇ ỊẳỜề̅ဇẰủỦ૾ỊẆ ӕৢᛟଢỉϋܾửҗЎỆྸᚐẲẺ
疲れている場合は使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
ẅẅᴾɥỂૢͳẲẆ ắ̅ဇẪẻẰẟẇ ẅᴾ
㻌㻌㻌䞉
ᮏᶵ䜢⏝䛩䜛㝿䛿ಖㆤ䝯䜺䝛䜢╔⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
10.
本機の修理は当社にお申し付けください。
㻌㻌㻌䞉 ᮏ〇ရ䛜◚ᦆ䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸
ᮏᶵ䜢᧯స䛧䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹 ᴾ
修理は必ずお買い求めの販売店、または当社にお出しください。修理の知識や技術のない方が修理
ᾁᵌᴾஜೞỊெểெểửᴾἨἻỶὅἛἼἫἕἚỂᴾẦẲỜዸኽẰẶỦẮểửႸႎểẲẺݦဇφỂẴẇ
ਦܭẰủẺ
されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
ẅẅᴾဇᡦˌٳỆỊ̅ဇẲễẟỂẪẻẰẟẇ
ᾁᾀᵌᴾ
ᵑᵎᵊᵎᵎᵎ ஜắểẆ ộẺỊ ᵏ ࠰ắểỆஜ˳ϋᢿ ᵆ ἉἼὅἒὊᢿ ᵇ ỉฌੈ
11.ஜೞỉ̬ܣỊἼἫἕἚஜૠ
本機の改造をしないでください。
ẅẅẅểןỼỶἽỉʩ੭ửấẮễẾềẪẻẰẟẇ
異常動作等事故やけがの恐れがあります。
ᾁᾁᵌᴾợẪጀẰủẺᢘ˓ểᛐỜỤủẺᎍẻẬầஜೞử̅ဇ Ὁ ૢͳẲềẪẻẰẟẇ
12.ឱửẴỔỤẶỦẮể
工具を廃棄の際は、国、各自治体の条例等、廃棄物に関する法、規則に従い処理してください。
ᾁᾂᵌ
Ὁ ᠃͂ Ὁ ᓳɦỊ˺ಅئỂỉʙởͻܹỉɼễҾ׆ỂẴẇ ஜೞỉ̅ဇỆợụ᩿
ẅẅᴾầẴỔụởẴẪễẾẺụẆᴾᴾỺỴὊἭὊἋởןἭὊἋỆếộẵẟề᠃͂ẴỦүᨖầẝụộẴỉỂẆᴾᴾắ
13. 当社より供給された部品、又は推奨された部品のみをご使用ください。また、お使いになる
ẅẅᴾදॖẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
リベットに適合した部品を取付けてご使用ください。
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日本語／JAPANESE

t注 意
ẅẅදᴾॖ

十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作などにより、事故や傷害を負う恐れがあります。

䠐

t注 意
ẅẅදᴾॖ
ᾁᾃᵌᴾɧॹủễؾɦỂỊԗụỆҗЎදॖẲề˺ಅửấẮễẾềẪẻẰẟẇ ᩓዴởẸỉ˂ἃὊἨἽầᨨủề
1. 本機のお手入れ、部品交換等の分解時には必ずエアーの供給を止めてください。
ẅẅᴾẟỦẮểầẝụộẴẇ

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ
日本語／JAPANESE

㻌㻌䞉㻌㌿ಽ➼䚸
䛡䛜䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
エアーが供給された状態で手入れや分解を行ないますとけがの恐れがあります。
ᾁᾄᵌᴾஜᙌԼỊẆ ༪ႆỉӧᏡࣱầẝỦཞඞɦỂỉ̅ဇửेܭẲẺờỉỂỊắằẟộẶỮẇ
2. フレームヘッドをはずした状態で本機を操作しないでください。
ᾁᾅᵌᴾஜೞỊዌጂẰủềẟộẶỮẇ
指などをはさむ恐れがあります。
ᾁᾆᵌᴾᩓዴ
Ὁ ỾἋሥễỄầễẟẮểửắᄩᛐẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
㻌㻌䞉 ᮏᶵ䛾䛤⏝䛻䜘䜚䛭䜜䜙䜢യ䛡䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
3. エアー排出口に顔などを近づけないでください。
ᾁᾇᵌᴾ ởਦỆẲỎủ Ὁ ạẵẨ Ὁ ၘỚ Ὁ Ꮋỉႉ҄˺ဇሁỉၐཞầྵủẺᨥỊẆ ஜೞỉ̅ဇửởỜẆ Ҕࠖ
エアー排出口から油分等が飛散して目などに入る恐れがあります。
ẅẅᴾỆႻᛩẲềẪẻẰẟẇ
ᾁᾈᵌ4.ןᆰൢỊểẲềขЦễᘮܹửờẺỤẴẮểầẝụộẴẇ
ẅẅᴾ
油圧オイル、潤滑オイル、グリス等の油類はできるだけ皮膚などに触れないようにしてくだ
㻌㻌䞉 ⏝䛧䛺䛔䛸䛝䚸䚷䜎䛯䛿〇ရ䜢䛧䛯䜚ಟ⌮䛩䜛๓䛻䛿ᚲ䛪䜶䜰䞊౪⤥※䛛䜙䛿䛪䛧䛶䛚䛔䛶䛟䛰䛥
さい。
䚷䚷䛔䚹
皮膚などに炎症をひき起こす恐れがありますので、触れた場合は身体から完全に洗い落としてくだ
㻌㻌䞉 ⤯ᑐ䛻⮬ศ䜔䛾ே䛻ྥ䛡䛶䚸 䜶䜰䞊䜢䜅䛝䛴䛡䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹 㻌㻌
さい。
ᾂᵌ ἭὊἋầἲἓỉợạỆѣẪểขЦễᘮܹửờẺỤẴүᨖࣱầẝụộẴẇ ࠝỆἭὊἋầͻẲềẟễẟ
ẅẅᴾẦẆ
ዓᢿỆỡỦỚầễẟẦửᄩᛐẲềẪẻẰẟẇ
5. 整理、整頓、清掃された場所でお使いください。
ᾂᾀᵌ ଐࠝႎễ̬ܣໜ౨ỆếẟềỊẆ
̊ảịཎܭỉ˺ಅỉႺࢸỆܱẆ ཎܭỉԗộẺỊદ˺ׅૠỆ
散らかった場所での作業は事故やけがの恐れがあります。
ᴾᴾᴾᴾᴾợẾềܱẆ ờẲẪỊ࠰ỆܭỜỤủẺׅૠܱẲềẪẻẰẟẇ ẅẅᴾ
切断後のマンドレルが床等に散乱すると、足をすべらせてけがをする恐れがあります。
ᾂᾁᵌ ̅ဇẲễẟئӳỊẆ ẨẼỮể̬ሥẲềẪẻẰẟẇ
㻌㻌䞉 6.
⇱䛧䛯ሙᡤ䛷䚸
Ꮚ౪䛾ᡭ䛾ᒆ䛛䛺䛔㧗䛔ᡤ䚸䚷䜎䛯䛿㘽䛾䛛䛛䜛ሙᡤ䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 㻌ᨾ䜔
無理な姿勢で作業しないでください。
䚷㻌㻌യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
転倒等、けがの恐れがあります。
ᾂᾂᵌ ྸẲề̅ဇẲễẟỂẪẻẰẟẇ
㻌㻌䞉 7.
Ᏻ䛻ຠ⋡䜘䛟సᴗ䛩䜛䛯䜑䛻䚸
ᮏᶵ䛾⬟ຊ䛻䛒䛳䛯సᴗ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 ᮏᶵ䛾⬟ຊ௨ୖ䛷䛾䛤
作業者以外、作業場へ近づけないでください。
㻌㻌㻌㻌㻌⏝䛿ᨾ䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
事故やけがの恐れがあります。
ᾂᾃᵌ ỺỴὊἭὊἋửʏ୧ỆৢỪễẟỂẪẻẰẟẇ
本機の手入れは注意深く行なってください。
㻌㻌䞉 8.
䜶䜰䞊䝩䞊䝇䜢⇕䜔ゅ䛾䛸䛜䛳䛯ᡤ䛻㏆䛵䛡䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻌䞉 䜶䜰䞊䝩䞊䝇䛜㋃䜎䜜䛯䜚䚸
ᘬ䛳䛡䜙䜜䛯䜚䚸 ↓⌮䛺ຊ䜢ཷ䛡䛶ᦆയ䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻ὀព䛧䛶
付属品の交換や部品交換は取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
㻌㻌㻌㻌㻌䛟䛰䛥䛔䚹
握り部は常に乾いたきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。けがの恐れ
ᾂᾄᵌ ắ̅ဇЭỆӲᢿỉͻầễẟẦửἓỹἕἁẲẆ
ͻầẝỦئӳỊ̲ྸỆЈẲềẪẻẰẟẇ
があります。
㻌㻌䞉 䛤⏝๓䛻䚸 ྛ㒊䛻ᦆയ䛜䛺䛔䛛༑ศⅬ᳨䛧䚸 ṇᖖ䛻సື䛩䜛䛛䚸 䜎䛯ᡤᐃᶵ⬟䜢Ⓨ䛩䜛䛛䛾☜
9. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
䚷䚷ㄆ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻌䞉㻌㒊ရ䜔Ύᤲ䛿䚸
ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 㻌ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᣦ♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䛚
本機を使用する場合は取扱方法、作業方法、周囲の状況等十分注意して慎重に作業してください。
㻌㻌㻌㻌㈙䛔ồ䜑䛾㈍ᗑ䚸
䜎䛯䛿ᙜ♫䛻ಟ⌮䜢౫㢗䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
軽率な行動をすると、事故やけがの恐れがあります。
ᾂᾅᵌ ấᝰẟɥậࢸИỜềắ̅ဇỉئӳỆẰỎởီᐰὉႆ༏ὉẸỉ˂ီࠝể࣬ỪủẺểẨỊẆ
̅ဇẲễẟỂ
常識を働かせてください。非常識な行動をとると事故やけがの恐れがあります。
ᴾᴾᴾᴾᴾấᝰẟɥậỉᝤ٥ࡃẆ ộẺỊ࢘ᅈἅὊἽἍὅἑὊỆắᡲዂẪẻẰẟẇ ᴾ
疲れている場合は使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
ᾂᾆᵌ ӧѣᢿỆਦễỄửλủễẟỂẪẻẰẟẇ
㻌㻌䞉
ᣦ䛜ᣳ䜎䜜䚸
യᐖ䜢㈇䛖䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
10.
本機の修理は当社にお申し付けください。
ᾂᾇᵌ ጮụᡉẲ̅ဇẲẺئӳỆỊẆ
ởᏅ Ὁ ᬍấợỎẸỉ˂ỉᢿˮỆᒊၘửờẺỤẴẮểầẝụộẴẇ
修理は必ずお買い求めの販売店、または当社にお出しください。修理の知識や技術のない方が修理
㻌㻌䞉 ⱞ③䜔⑂ປ䜢㑊䛡䜛䛯䜑䚸
㐺ษ䛷ᴦ䛺ጼໃ䜢䛸䜚䚸
䜎䛯ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ጼໃ䜢ኚ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
㻌㻌䞉 ⥅⥆ⓗ䛺ᛌឤ 䞉 ③䜏 䞉 䛧䜃䜜 䞉 ື 䞉 จ䜚 䞉 ⅎ⇕ឤ➼䜢ឤ䛨䜛ሙྜ䛻䛿ᨺ⨨䛫䛪䛻㞠⏝㈐௵⪅䛚
11. 本機の改造をしないでください。
㻌㻌㻌㻌䜘䜃ᗣ⟶⌮⪅䛻┦ㄯ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
異常動作等事故やけがの恐れがあります。

12. 工具を廃棄の際は、国、各自治体の条例等、廃棄物に関する法、規則に従い処理してください。
13. 当社より供給された部品、又は推奨された部品のみをご使用ください。また、お使いになる
リベットに適合した部品を取付けてご使用ください。
十分な性能が発揮できないだけでなく、異常動作などにより、事故や傷害を負う恐れがあります。
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⅐Ӳᢿ↝Ӹᆅ
䝅䝸䞁䝎䞊䜻䝱䝑䝥

䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇
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䝙䝑䝥䝹
㻔 䛽䛨㒊䝃䜲䝈䠖⟶⏝ᖹ⾜䛽䛨䠣䠍䠋䠐䛚䛽䛨 㻕

䝅䝸䞁䝎䞊
䜶䜰䞊ฟཱྀ

䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ㒊
䝖䝸䜺䞊

䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊
䝇䝥䝸䞁䜾

䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊
䜸䜲䝹䝍䞁䜽
䜹䝞䞊

㉸◳㉁䝆䝵䞊
䠄୰䠅

䜺䜲䝗䝟䜲䝥

䝆䝵䞊䜿䞊䝇
䝦䝑䝗

䝆䝵䞊䜿䞊䝇
䝻䝑䜽䝘䝑䝖

䝣䝺䞊䝮

ṑᗙ㔠
ἜṆ䜑䛽䛨
䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗
ᅇ䜚Ṇ䜑
䝇䝥䝸䞁䜾
䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗
ᅇ䜚Ṇ䜑
䝸䞁䜾

䝜䞊䝈䝢䞊䝇

䝆䝵䞊䜿䞊䝇

䝜䞊䝈䝢䞊䝇

䈜㻌䜶䜰䞊᥋⥆䛻䜹䝥䝷䜢⏝䛥䜜䜛ሙྜ䛿᪥ᮾᕤჾ〇 㻔 〇ရᆺᘧ 㻦 䠎䠌䠬䠢䠢 㻕 䛒䜛䛔䛿䛭䛾ྠ➼ရ䜢
㻌㻌㻌㻌ྲྀ䛡䛶䛚䛔䛟䛰䛥䛔䚹

㻞㻜㻌㻼㻌㻲㻌㻲
䝥䝷䜾
䜑䛽䛨
㻝㻛㻠
㻔 ྲཱྀྀ䛽䛨䝃䜲䝈 㻕䚷㻔 䜶䜰䞊ྲཱྀྀᙧ≧ 㻕䚷 㻔 ྲཱྀྀᙧ≧ 㻕䚷

Ṳᴾ˄ޓᢿԼᴾṲ

ᖹ⾜䛽䛨㻌㻳㻌㻔㻌㻼㻲㻌㻕
㻔 ྲཱྀྀ䛽䛨つ᱁ 㻕䚷

䛤㉎ධ䛻䛤☜ㄆ䛟䛰䛥䛔䚹
䝩䞊䝇䝆䝵䜲䞁䝖䠍䠋䠐
Ἔᅽ䜸䜲䝹㻌㻮㻝㻜㻜㻝㻞

䞉 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䠎䠊䠐 䞉 䠐䠊䠌 䞉 䠐䠊䠔䚷ྛ 㻝 ಶ䚷
䝇䝟䝘䠞
䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠝
䞉 ⿄䝘䝑䝖䠍䠋䠐䚷䚷
䞉 䝩䞊䝇䝆䝵䜲䞁䝖䠍䠋䠐㻌䚷
䝜䞊䝈䝢䞊䝇䠎䠊䠐
䞉 䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠝
䞉 䝇䝟䝘䠝 䞉 䠞䚷ྛ 㻝 ಶ䚷

䝜䞊䝈䝢䞊䝇䠐䠊䠌
₶䜸䜲䝹

䞉 䜶䝡༳Ἔᅽ䜸䜲䝹䚷㻮㻝㻜㻜㻝㻞
⿄䝘䝑䝖䠍䠋䠐
䞉 䜶䝡༳₶䜸䜲䝹

䝜䞊䝈䝢䞊䝇䠐䠊䠔

䝇䝟䝘䠝

䠒
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䠅 䠎䠌䠍䠓㻌㻌ᖺ㻌㻌㻝 ᭶䊻䠰䠝䕿䕿䕿䕿

䊼

䊼

䊼

䠰

䠝

䠄䝅䝸䜰䝹䠪䡋䠊䠅

ṹᴾᆰൢ̅ဇỉᚘም૾ඥ
ୗグ䛾ィ⟬᪉ἲ䛻䜘䜚ᚲせ✵Ẽ㔞䜢ồ䜑䚸 䝁䞁䝥䝺䝑䝃䞊䜢㑅ᐃ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
ᚲせ✵Ẽ㔞㻌㻩㻌㻝 ศ㛫ᙜ䛯䜚䛾✵Ẽ⏝㔞䚷㻔 䠬䠊 䠓䚷ၟရᵝḍཧ↷ 㻕
䝁䞁䝥䝺䝑䝃䞊䛾ྤฟ㔞 㻔㻝 ศ㛫ᙜ䛯䜚 㻕 䛸↷ྜ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䠔

安全カバー

コンプレッサーを用意しエアーリベッター
レギュレータ
エアー
との間に必ずエアーフィルタ・レギュレー
フィルタ
䜶䜰䞊䝺䜼䝳䝺䞊䝍
タ・エアールブリケータ（3点セット）
を取り
AR-2000S-M-H(A)取扱(日):AR-2000S̲M-H(A)取扱(日)
14/08/25
䠍
䝁䞁䝥䝺䝑䝃䞊䜢⏝ព䛧ᮏᶵ䛸䛾㛫䛻ᚲ䛪
付けてください。

⅐Ↄ̅ဇЭ↝แͳ
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ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

䜶䜰䞊䝣䜱䝹䝍 䞉 䜶䜰䞊䝺䜼䝳䝺䞊䝍 䞉 䜶䜰䞊
䝹䝤䝸䜿䞊䝍 㻔 䠏Ⅼ䝉䝑䝖 㻕 䜢ྲྀ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹

エアー
ルブリケータ

ご注意ください
䜶䜰䞊䝣䜱䝹䝍㻌

安全上のご注意
䜶䜰䞊䝹䝤䝸䜿䞊䝍㻌

日本語／JAPANESE

本体内に水分が混入すると、寒冷時に水分が氷結し正常に作動しない場合があります。そのため
エアーフィルタ、レギュレータ、エアールブリケータ（3点セット）
の他に必要に応じて、エア
䛤ὀព䛟䛰䛥䛔
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの
ードライヤーをご使用ください。
ᮏ య ෆ 䛻 Ỉ ศ 䛜 ΰ ධ 䛩 䜛 䛸䚸 ᐮ ෭  䛻 Ỉ ศ 䛜 ị ⤖ 䛧 ṇ ᖖ 䛻 స ື 䛧 䛺 䛔 ሙ ྜ 䛜 䛒 䜚 䜎 䛩䚹
ください。
䛭䛾䛯䜑䜶䜰䞊䝣䜱䝹䝍 䞉 䜶䜰䞊䝺䜼䝳䝺䞊䝍 䞉 䜶䜰䞊䝹䝤䝸䜿䞊䝍
㻔 䠏Ⅼ䝉䝑䝖 㻕 䛾䛻ᚲせ䛻ᛂ

レギュレータにより、使用空気圧を0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm2）の範囲に調整して
䚷䛨䛶䚸 䜶䜰䞊䝗䝷䜲䝲䞊䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切
ください。
警 告 1（P.1）
出し傷害を及ぼす恐れがあります。

⏝✵Ẽᅽ䜢
2000M に お い て NST. NSSの
リ ベ ッ ト 径 4.8を ご 使 用 の 時 は 、 エ ア ー 圧 力 を 0.54〜
ᾁ AR䜶䜰䞊䝺䜼䝳䝺䞊䝍䛻䜘䜚䚸

䠍

(A)

0.59MPa
（5.5〜6kgf/cm2）でご使用ください。
䠌䠊䠑䡚䠌䠊䠒䠩䠬䠽䛾⠊ᅖ䛻ㄪᩚ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
t 警 告 とᾟ ᵌ ᾁᵇ
注 意 に区分けしています
◆ここに示した注意事項は ẅẅᜩᴾԓᾀᵆ
ご注意ください
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛤ὀព䛟䛰䛥䛔

警 告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重
空気圧が高すぎると各部の損傷をまねき、低すぎるとリベットサイズによってはリベッティング
䞉 ✵Ẽᅽ䛜㧗䛩䛞䜛䛸ྛ㒊䛾ᦆയ䜢䜎䛽䛝䚸 ప䛩䛞䜛䛸䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛻䜘䛳䛶䛿䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䛷
のご注意
できない
䚷䛝䛺䛔（切れない）
㻔 ษ䜜䛺䛔 場合があります。
㻕 ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

注 意 ：誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う可
䞉 ✵Ẽᅽ䛾ㄪᩚ䛿ᶵჾ䜢ືస䛥䛫䛯≧ែ䛷䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ご使用のリベットサイズに合わせてノーズピースを交換してください。
損害のみの発生が想定される内容のご注意

䠍（リベットサイズはリベット径を指します）
䛤⏝䛾䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛻ྜ䜟䛫䛶䚸

䝸䝧䝑䝖ᚄ
リベット径

ୗ⾲䛾㏻䜚
ᾂ
なお、
注 意 に記載した事項でも重大な結果に結び付く可
䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛸䜺䜲䝗䝏䝳䞊䝤䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
【要点】

に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってくだ
䠄㻼㻚 䠍䠍㻌䛂䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ㒊䛾ᤲ㝖䛃 ཧ↷
㻕

ノーズピースの交換だけで各サイズのリベットが使用できます。

マンドリル㻔 䝅䝱䝣䝖䠅
䝬䞁䝗䝺䝹
ご購入時にはAR
2000S(A)・AR 2000M(A)
には3.2の
㻔 䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛿䝸䝧䝑䝖ᚄ䜢ᣦ䛧䜎䛩䠅
◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保
䝪䝕䜱 㻔 䝣䝷䞁䝆䠅
（心軸）
ノーズピース、AR 2000H(A)には4.8のノーズピースが
リベットボディ
（フランジ）
ついています。
䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈
䝜䞊䝈䝢䞊䝇
䜺䜲䝗䝟䜲䝥

他のサイズをご使用の際はスパナ等を用いてノーズピースを交換してください。

䝸䝧䝑䝖ᚄ䃥䠎䠊䠐 䚷䠎䠊䠐

注 意 ノーズピースの選定

警告

䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠝 㻔 㯤Ⰽ 㻕

1. 使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm2）を守ってく

ご使用のリベットサイズを確認の上、適応するノーズピースに取り替えてください。
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷
䝸䝧䝑䝖ᚄ䃥䠏䠊䠎 䚷䠏䠊䠎
ノーズピースの使用を誤りますとカシメ後、マンドレルの排出が悪く、内部に詰まりますので
必ず適応するノーズピースをご使用ください。

2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。

䝸䝧䝑䝖ᚄ䃥䠐䠊䠌 䚷䠐䠊䠌

切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れ

䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠞 㻔 ⓑⰍ 㻕

3. シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずし

䝸䝧䝑䝖ᚄ䃥䠐䠊䠔 䚷䠐䠊䠔

フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入
があります。（油止めネジ部からの給油はのぞく）

䛤ὀព䛟䛰䛥䛔
4. 本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
䞉㻌㉎ධ䛻䛿䝜䞊䝈䝢䞊䝇䠏䠊䠎䛸䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠞䛜䝉䝑䝖䛥䜜䛶䛔䜎䛩
㻔 ⾲୰䚷䚷䚷䚷䚷䛾⤌ྜ䛫 㻕䚹
ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分
䞉㻌䛤⏝䛾䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸 㐺ᛂ䛩䜛䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾
スがはずれてけがをする恐れがあります。
䚷⏝䜢ㄗ䜚䜎䛩䛸䚸 䛛䛧䜑ᚋ䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛾ฟ䛜ᝏ䛟䛺䜚䚸
ෆ㒊䛻ワ䜎䛳䛯䜚䚸䚷䝸䝧䝑䝖䛾ୖ
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンド
䚷䛜䜚≧ែ䛜ᝏ䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをす
䞉㻌䝜䞊䝈䝢䞊䝇䜢䛩䜛㝿䛿ᒓ䛾䝇䝟䝘 㻭 䜢⏝䛔䛶䛟䛰䛥䛔㻌㻌㻔
䠬䠊 䠍䠎䚷䛂䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾䛃
㻌㻌ཧ↷ 㻕䚹
5. 本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてくだ
䞉 㐺ᛂ䛩䜛䝸䝧䝑䝖ᚄ䛿䚸 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾භゅ㒊䛻⾲♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れ
䞉㻌䝸䝧䝑䝖ᚄ䃥䠎䠊䠐䜢䛤⏝䛾ሙྜ䛾䜏䚸 䜺䜲䝗䝟䜲䝥䠝䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔 㻔 䠬䠊 䠍䠍㻌䛂䝣䝺䞊䝮䝦䝑
㻌㻌㻌䝗ෆ㒊䛾ᤲ㝖䛃 ཧ↷ 㻕䚹
6. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場
ください。
䠕

損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。

物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、その部分が破

作業手順
⅐˺ಅ

リベットサイズに合わせてノーズピースを交換する。
（P7「ご使用前の準備
」参照）
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リベッティングする母材の厚さにあったサイズのリベットを選択する。

䠍

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䛩䜛ẕᮦ䛾ཌ䛥䛻䛒䛳䛯䝃䜲䝈䛾䝸䝧䝑䝖䜢㑅ᢥ䛩䜛䚹

ᾀ
ᾁ

䚷䚷䚷䚷䚷䠄䠬䠊 䠕 䛂䛤⏝๓䛾‽ഛ䛃 ཧ↷䠅

作業手順

䚷䚷䚷䚷䚷㻌
䠍
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䛩䜛ẕᮦ䛻ṇ䛧䛔ୗ✰
㻔 䝸䝧䝑䝖ᚄ䜘䜚䠌䠊䠍䡚䠌䠊䠎䡉䡉
リベッティングする母材に正しい下穴
（リベット径より

リベッティングする母材の厚さにあったサイズのリベットを選択する。
リベット本体を下穴に挿入する。

リベッティングする母材の厚さにあったサイズのリベットを選択する。
䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛝䛟 㻕 䜢㛤䛡䜛䚹
0.1〜0.2mm大きく）を開ける。

ᾂ

ご注意ください

リベットのマンドレルの先がとがっているものもあります。
指を傷つけないように注意してください。
リベットサイズに合わせてノーズピースを交換する。

（P7「ご使用前の準備
」参照）
䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌
䠍
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䛜☜ᐇ䛻ྲྀ䜚䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯ᚋ䚸
リベット本体を下穴に挿入する。

ᾃ
リベットのマンドレル部にリベッターの先端を差し込む。
䚷䚷䚷䚷䚷䝍䞊䛾ඛ➃䛻䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹㒊䜢ᤄධ䛩䜛䚹

䝸䝧䝑

ご注意ください

リベッティングする母材に正しい下穴
（リベット径より
リベットのマンドレルの先がとがっているものもあります。
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻔 䝸䝧䝑䝍䞊䛸䜶䜰䞊䝩䞊䝇䜢᥋⥆䛩䜛䛸䚸
ᖖ䝞䜻䝳䞊䝮䛜సື䛩䜛
指を傷つけないように注意してください。
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌≧ែ䛸䛺䜛䚹 㻕 0.1〜0.2mm大きく）を開ける。

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

リベッティングする母材に正しい下穴（リベット径より
リベットサイズに合わせてノーズピースを交換する。
0.1〜0.2mm大きく）を開ける。
䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛻ྜ䜟䛫䛶䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛸䜺䜲䝗䝟䜲䝥䜢䛩䜛䚹
䠍
（P7「ご使用前の準備
」参照）

日本語／JAPANESE
日本語／JAPANESE
日本語／JAPANESE
日本語／JAPANESE

リベッティングする母材の厚さにあったサイズのリベットを選択する。

リベットのマンドレル部にリベッターの先端を差し込む。
リベッターの先端を母材に軽く押し当て、母材等にす
䞉㻌䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛾ඛ䛜䛸䛜䛳䛶䛔䜛䜒䛾䜒䛒䜚䜎䛩䚹 ᣦ➼䜢യ䛴䛡䛺䛔䜘䛖䛻ὀ
き間がないことを確認後スイッチを引く。
㻌㻌ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
リベット本体を下穴に挿入する。
スイッチを引いた時及び引いている間は、スイッチ部分から

䚷ƝදॖƘƩƞƍ

䞉㻌䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䛾ᮎ➃ 㻔 䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛜ฟ䛥䜜䜛ᡤ 㻕 䛻✵㛫䛜䛺䛔䛸䝸䝧䝑
ご注意ください
若干のエアーが漏れますが、これは故障ではありません。
䚷䝖䛾྾ᘬ䛸ฟ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸
ษ᩿䛥䜜䛯䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䜘䜚༑ศ
リベットのマンドレルの先がとがっているものもあります。
䚷䛝䛺✵㛫䜢タ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹
指を傷つけないように注意してください。

リベッターの先端を母材に軽く押し当て、母材等にす
母材にリベット本体がリベッティングされる。
き間がないことを確認後スイッチを引く。
䚷䚷䚷䚷䚷㻌䝸䝧䝑䝍䞊䛾ඛ➃䛻䝬䞁䝗䝺䝹㒊䜢ᤄධ䛧䛯≧ែ䛷䚸
䝪䝕䜱 㻔
スイッチを引いた時及び引いている間は、スイッチ部分から
リベットのマンドレル部にリベッターの先端を差し込む。

䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌
䠍

䝣䝷䞁

ᾄ
若干のエアーが漏れますが、これは故障ではありません。
䚷䚷䚷䚷䚷㻌䝆 㻕 䜢ୗ✰䛻ᤄධ䛩䜛䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌
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母材にリベット本体がリベッティングされる。
スイッチを放し、リベッターを傾けてノーズピースまたは安全カバーから切断され
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌
たマンドレルを排出する。
䠍
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䝸䝧䝑䝍䞊ඛ➃䜢ẕᮦ䛻㍍䛟ᢲ䛧ᙜ䛶䛺䛜䜙䚸
ẕᮦ䛺䛹䛻䛩䛝㛫䛜䛺
リベッターの先端を母材に軽く押し当て、母材等にす
【要点】マンドレルが確実に排出された後、次のリベッティングに移ってください。
き間がないことを確認後スイッチを引く。
䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛔䛣䛸䜢☜ㄆᚋ䝖䝸䜺䞊䜢ᘬ䛟䚹 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

ᾅ

スイッチを引いた時及び引いている間は、スイッチ部分から
＜使用温度＞若干のエアーが漏れますが、これは故障ではありません。
周囲温度が4℃〜35℃の範囲でご使用ください。

安全上のご注意

スイッチを放し、リベッターを傾けてノーズピースまたは安全カバーから切断され
たマンドレルを排出する。
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌
䠍
䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌ẕᮦ䛻䝸䝧䝑䝖ᮏయ䛜䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䛥䜜䜛䚹
母材にリベット本体がリベッティングされる。
【要点】マンドレルが確実に排出された後、次のリベッティングに移ってください。

ᾆ

日本語／JAPANESE

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌
䠍

◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用して
ください。
＜使用温度＞ 周囲温度が4℃〜35℃の範囲でご使用ください。
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛び
出し傷害を及ぼす恐れがあります。

䚷䚷䚷䚷䚷䝖䝸䜺䞊䜢䛿䛺䛩䛸䚸
ษ᩿䛥䜜䛯䝸䝧䝑䝖䛾䝬䞁䝗䝺䝹䛜䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇ෆ䜢㏻䛳䛶
スイッチを放し、リベッターを傾けてノーズピースまたは安全カバーから切断され
ᾇ
たマンドレルを排出する。
t 警 告 と ᾟ ᵌ ᾁᵇ
注 意 に区分けしていますが、それぞれの意味は下記の通りです。
◆ここに示した注意事項は ẅẅᜩᴾԓᴾᾂᵆ
䚷䚷䚷䚷䚷እ㒊䛻ฟ䛥䜜䜛䚹
【要点】マンドレルが確実に排出された後、次のリベッティングに移ってください。

警 告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
䚷ƝදॖƘƩƞƍ

＜使用温度＞ 周囲温度が4℃〜35℃の範囲でご使用ください。
䞉㻌䝬䞁䝗䝺䝹䛜☜ᐇ䛻ฟ䛥䜜䛯ᚋ䚸
ḟ䛾䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
のご注意
䞉㻌䜺䜲䝗䝟䜲䝥ෆ䜔ฟ⟶㊰ෆ 䞉 䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇ෆ䛷䝬䞁䝗䝺䝹䛾ワ䜎䜚䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛩䛸
䚷㻌䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛛䜙䜶䜰䞊䛜䜅䛝ฟ䛧䛶䚸
⏝䛷䛝䛺䛔ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䚹
注 意 ：誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的
損害のみの発生が想定される内容のご注意
䠘⏝ ᗘ䠚䚷࿘ᅖ ᗘ䛜䠑䉝䡚䠐䠌䉝䛾⠊ᅖ䛷䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
なお、
注 意 に記載した事項でも重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全

に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

䠍䠌
◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
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保守点検のポイント
⅐̬ܣໜ౨↝∃⇊∙⇮
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安全上のご注意

ッティングを長時間行なうと、マンドレルの切粉やごみが各部に溜まったり、油圧オイルが減少し
䝸䝧䝑䝔䜱䞁䜾䜢㛗㛫䛚䛣䛺䛖䛸䚸 䝬䞁䝗䝺䝹䛾ษ⢊䜔䛤䜏䛜ྛ㒊䛻⁀䜎䛳䛯䜚䚸 Ἔᅽ䜸䜲䝹䛜ῶᑡ
䛧䛶䝖䝷䝤䝹䛾ཎᅉ䛸䛺䜚䜎䛩䚹 ᐃᮇⓗ䛻䛚ᡭධ䜜䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ラブルの原因となります。定期的にお手入れを行なってください。

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

警 告 故障や不具合が生じたとき、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をお読みください。
ᾀ 䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ㒊䛾ᤲ㝖 㒊ရ䛾ྲྀ᭰䛘䛾㝿䜒ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

日本語／JAPANESE
日本語／JAPANESE

◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用し
ください。
䖂ษ⢊䛜ワ䜎䜛䛸䝆䝵䞊䛾ᛶ䛜ᦆ䛺䜟䜜䚸
ṇᖖ䛺సᴗ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹
フレームヘッド内部の掃除
交換部品の取り替えの際も参照してください。
䖂䝸䝧䝑䝔䜲䞁䜾ᮏᩘ䠏㻘
䠌䠌䠌ᮏ䛻୍ᗘ⛬ᗘ䜢┠Ᏻ䛻ᤲ㝖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛
粉が溜まるとジョーの円滑性が損なわれ、正常な作業ができなくなります。
䚷 䞉 䠏㻘 䠌䠌䠌ᮏ䛿䛒䛟䜎䛷┠Ᏻ䛷䛩䚹
⏝⎔ቃ➼䛻䜘䜚ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䛜᪩䜎䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
ベッティング本数3000本に一度程度を目安に掃除してください。
◆ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用し
䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗
ください。
䠍 ◆ここに示した注意事項は
䜶䜰䞊䛾౪⤥䜢Ṇ䛩䜛䚹
ᾟ ᵌ ᾂᵇ
t 警 告 と ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾀᵆ
t 注 意 に区分けしていますが、
それぞれの意味は下記の通りで
エアーの供給を止める。

安全上のご注意

◆本機をご使用中は、必ず保護めがねを着用してください。切断されたリベットのマンドレルが飛
警
告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
出し傷害を及ぼす恐れがあります。
スパナ等でフレームヘッドをはずす。
䠍

のご注意

ᒓ䛾䝇䝟䝘䠝䛺䛹䛷䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢䛿䛪

注 意 2（P.3）䛩䚹

ᾁ

䜖䜛䜐 それぞれの意味は下記の通りで
ᾟ ᵌ ᾂᵇ
t 注 意 に区分けしていますが、
◆ここに示した注意事項は t 警 告 と ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾂᵆ
注 意 ：誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的
〈AR 2000S（A）〉
ジョーケース

損害のみの発生が想定される内容のご注意
䠍 （A）〉
〈AR 2000S
ᅇ䜚Ṇ䜑䝸䞁䜾䜢䛪䜙䛧䛶
䠄䐟䠅 䝆䝵䞊䜿䞊䝇
警 告 ：誤った取扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
䝦䝑䝗䜢䜖䜛䜑䛶䛿䛪䛧
䠄䐠䠅䚸䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊
スパナ等でジョーケースをゆるめてはずしジョ
なお、
注
意 に記載した事項でも重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全
のご注意
䝇䝟䝘 㻭
䝇䝥䝸䞁䜾
䞉
䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊 䞉 䝆䝵䞊䜢ྲྀ䜚ฟ
ープッシャースプリング、ジョープッシャー、
ジョー
に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
：誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的
注
意
ジョー
ジョー
ジョー
䛩䚹
プッシャー
ケース
ジョーを取り出す。
スプリング プッシャー
損害のみの発生が想定される内容のご注意
ロックナット 歯付座金

Ў ᾂ
ų
ų
䜺䜲䝗䝟䜲䝥䜢䛩䜛㝿䛿䚸 䜺䜲䝗䝟䜲䝥䜒
◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
ྲྀ䜚ฟ䛩䚹
〈AR ᚐ
2000M（A）・AR
2000H（A）〉
なお、
注 意 に記載した事項でも重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全
䜺䜲䝗䝟䜲䝥
䝆䝵䞊䜿䞊䝇
回り止めリングをずらし、ジョーケースヘッド
䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗 〈AR 2000M（A）・AR 2000H（A）〉
に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
䐟
をゆるめてはずしジョープッシャースプリング、
တखऽघ
回り止めリング
ジョープッシャー、
◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
2
ジョーケース
1. 使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。
ジョーを取り出す。
ヘッド प४ঙشఢॉभ॑उऒऩढथऎटऔः؛

警告

警 告

ジョー

ジョー
使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
プッシャー
ジョープッシャー

ジョーケース

スプリング
ヘッド
2. 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊
䝆䝵䞊䜿䞊䝇
䐠
䝆䝵䞊
ᅇ䜚Ṇ䜑䝸䞁䜾
䝇䝥䝸䞁䜾တखऽघ
2
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。
䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊
1. 使用空気圧0.49〜0.59MPa（5〜6kgf/cm
）を守ってください。 䝦䝑䝗
भ॑५ش६पउऒऩढथຘऎपमؚ४ঙشभෟਙऋऌॎीथਏदघ؛


ॺऔोथःऽघآآ؛

प

注 意 1（P.3）

ᾀ

भੌ়चك

使用空気圧を超えて使用しますと、本機が破損して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
ブラシ等で各部品を掃除する。
पँॊफ़ॖॻॳগ
䠍
॑৫औोॊपؚ४ঙؚش४ঙشॣش५ؚ४ঙشউॵ३কشभ॑उऒऩःؚ
3.䝤䝷䝅➼䛷ྛ㒊ရ䜢ᤲ㝖䛩䜛䚹
シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
प४ঙشఢॉभ॑उऒऩढथऎटऔः؛

ੈ ᾃ
ᨊ

؛

ইঞشঊॵॻभ
थःऽघآآ؛

औैप४ঙشూषमဋෟड़ॖঝقᆼ৲ঔজঈॹথোॉड़ॖঝ؟શਲ਼ ग़অഀဋෟड़
フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
2. 䖂䝆䝵䞊ṑ㒊䛚䜘䜃䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ㒊䛿ษ⢊䛜⁀䜎䜚
必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
ॖঝ -2॑ك࿗ढथऎटऔः؛
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）

䚷㻌䜔䛩䛔䛾䛷ᚲ䛪ᤲ㝖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
切断されたリベットのマンドレルが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。

 پ্১मؚඞହછभَইঞشঊॵॻभُ॑සखथऎटऔः؛
4. シリンダー部からの給油の際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
3.
भ॑५ش६पउऒऩढथຘऎपमؚ४ঙشभෟਙऋऌॎीथਏदघ؛


भੌ়चك

ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー

フレームヘッドをはずさずに給油すると余分な油圧オイルが入り、本機が破損してけがをする恐れ
ศゎ䛾㏫䛾ᡭ㡰䛷⤌䜏❧䛶䜛䚹
䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑

䝗䛿䛔䛳䜁䛔䜎䛷⥾䜑䛶䚸 䛭䛣䛛䜙ษ䜚䛛䛡䛾ྜ䛖
〈AR 2000S（A）〉
ษ䜚䛛䛡㒊䜢ྜ䜟䛫䜛
分解の逆の手順で組み立てる。ジョーケースは右
औैप४ঙشూषमဋෟड़ॖঝقᆼ৲ঔজঈॹথোॉड़ॖঝ؟શਲ਼ ग़অഀဋෟड़
エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
⨨䜎䛷ᡠ䛧䚸
ᅇ䜚Ṇ䜑䝸䞁䜾䜢䝉䝑䝖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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4.
本機とエアー源との接続は確実に行なってください。
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。
図のような寸法になるようにセットしてください。
ॖঝ -2॑ك࿗ढथऎटऔः؛
४ঙشॣش५

〈ジョーケースのセット位置〉
ᅇ䜚Ṇ䜑䝸䞁䜾䜢ୗ䛢䛶
ൿदဋෟड़ॖঝ॑࿗ढथःॊ
〈AR 2000S（A）〉 スがはずれてけがをする恐れがあります。
पँॊफ़ॖॻॳগ
॑৫औोॊपؚ४ঙؚش४ঙشॣش५ؚ४ঙشউॵ३কشभ॑उऒऩःؚ
があります。
（油止めネジ部からの給油はのぞく）
䠍

ᾄ

ジョイントのネジが合わなかったり、ネジの入りしろが不十分であった場合、使用中にエアーホー
ኵ
४ঙش
䝡༳₶䜸䜲䝹䛂䠦䠫䠑䠌䛃䜢ሬ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䝸䝧䝑䝔䜱 䝆䝵䞊
分解の逆の手順で組み立てる。ジョーケースヘッ
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
پဋෟड़ॖঝ॑࿗ढथऎटऔः؛

エアーホースジョイントとエアーホースの接続はホースバンドを用いて確実に行なってください。
₶䜸䜲䝹
䞁䜾ᮏᩘ䠍䠈䠌䠌䠌ᮏ䛻୍ᗘ⛬ᗘ䛾ሬᕸ䜢᥎ዡ䛧䜎䛩䚹


ドはいっぱいまで締めて、そこから切りかけの合
ൿदဋෟड़ॖঝ॑࿗ढथःॊ
ሬᕸقᆼ৲ঔজঈॹথোॉك
接続が不十分ですと使用中にエアーホースがはずれてけがをする恐れがあります。

6. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
う位置まで戻し、回り止めリングをセットしてく
ᇌ

شঊॵॻभ
䝆䝵䞊⫼㒊䛻䛿₶䜸䜲䝹
䠄ᒓ䠅
䜒䛧䛟䛿ู䛾䜶
〈AR 2000M（A）
2000H（A）پ
〉 ্১मؚ
5.・AR
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
ඞହછभَইঞشঊॵॻभُ॑සखथऎटऔः؛
スがはずれてけがをする恐れがあります。
潤滑オイルを塗る

ださい。

䠍䠍

5. ください。
本機をエアー源からはずす時は、エアーの供給を止めてください。
合わせる
䛆せ䚷Ⅼ䛇
「切り欠け」を

損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
圧縮空気によりエアーホースが跳ねたりして、けがをする恐れがあります。
४ঙشॣش५
ジョー背部にはエビ印潤滑オイル
（別売）を塗ってくだ
䖃䝆䝵䞊䛿ᾘ⪖ရ䛷䛩䚹
ᐃᮇⓗ䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
४ঙشউॵ३কش
物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、
その部分が破損して事故やけがの原因になります
さい。
回り止めリングを
6. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は、使用せずに修理に出して
४ঙش
工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、本体に傷が生じたり、
二ツプルが破損したり
下げておく
پဋෟड़ॖঝ॑࿗ढथऎटऔः؛
ください。
その他作動不具合が生じたりして、事故やけがをする恐れがあります。
્پपभর॑खथऎटऔः؛
قᆼ৲ঔজঈॹথোॉك
損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。


物を落とすなどしてホースに傷等が生じますと、その部分が破損して事故やけがの原因になります

工アーホースを持って本機を引きするなどしますと、本体に傷が生じたり、二ツプルが破損したり

䠍

ᾅ

ᒓ䛾䝇䝟䝘 㻭 䛺䛹䛷䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢䛧䛳䛛䜚ྲྀ
䜚䛡䜛䚹
㻸㻌㻩㻌㻣㻝㻌㼙㼙

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

䛆せ䚷Ⅼ䛇
䖃⤌❧䛻䛿䚸 ྛᦾື㒊䛻䛿䚸 ᚲ䛪䜾䝸䝇➼䛾₶
䚷㻌䜢ሬ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖃㒊ရ䜢ᛀ䜜䛪䛻⤌䜏㎸䜏䚸 ⥾⤖㒊䛿☜ᐇ䛻⥾䜑䛶
䚷㻌䛟䛰䛥䛔䚹
䖃ಖᏲⅬ᳨䛷䛿䝆䝵䞊䜿䞊䝇 䞉 䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝻䝑䜽䝘䝑䝖
䚷㻌䛿䚸 䛿䛪䛩ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛫䜣䚹
䚷㻌 ㄗ䛳䛶䛿䛪䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸 䝇䝟䝘䛺䛹䛸ᒓ䛾䝇䝟
䚷㻌 䝘䠞䛷ྑᅗ䛾䜘䛖䛺ᑍἲ䛻䛺䜛䜘䛖䛻䝉䝑䝖䛧䛶䛟䛰䛥
䚷㻌䛔䚹

ኵ



ᇌ

ᵐ

䝇䝟䝘䠞

䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾

䖂䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛜ᦆയ䛧䛯ሙྜ䛿䚸 ᪂䛧䛔䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛸䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖂⏝䛩䜛䝸䝧䝑䝖ᚄ䜢ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛿䚸 䝃䜲䝈䛻䛒䛳䛯䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䠍

䜶䜰䞊䛾౪⤥䜢Ṇ䛩䜛䚹

䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗

ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾀᵆ ᾟ ᵌ ᾂᵇ

ᾀ
Ў
䠍

ų ᾁ
ᚐ

䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢䛿䛪䛧䛯ᚋ䚸 ᒓ䛾䝇䝟䝘䠝
䛺䛹䛷䝜䞊䝈䝢䞊䝇䜢䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䛛䜙ྲྀ䜚
䜖䜛䜐
䛿䛪䛩䚹
䝇䝟䝘䠝

䠍

ᾂ

䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䛻䛤⏝䛾䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛻
ྜ䛳䛯䝜䞊䝈䝢䞊䝇䜢䛧䛳䛛䜚䛸ྲྀ䛡䛯ᚋ䚸
䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢䛧䛳䛛䜚ྲྀ䜚䛡䜛䚹
㐺ᛂ䝸䝧䝑䝖ᚄ䚷⾲♧㒊
䛆せ䚷Ⅼ䛇

ኵ
ų
ᇌ

䖃㐺ᛂ䛩䜛䝸䝧䝑䝖ᚄ䛿䚸 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾භゅ㒊䛻⾲♧
䚷㻌䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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䚷㻌䛝䛯䛧䛯䜚䚸 㒊ရ䛾ᦆയ䛻䛴䛺䛜䜚䜎䛩䚹

䠍䠎
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ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ
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䝅䝸䞁䝎䞊䜻䝱䝑䝥
䠍

䜶䜰䞊䛾౪⤥䜢Ṇ䛩䜛䚹
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䠍
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䠍
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ų 䠍
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ᾄ
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䝅䝸䞁䝎䞊䜻䝱䝑䝥䜢ୖ᪉䛻ᘬ䛝ᢤ䛟䚹
䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁
䝴䝙䝑䝖
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䠍
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䛣䛣䜎䛷Ἔᅽ
䜸䜲䝹䜢ධ䜜䜛
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䛆せ䚷Ⅼ䛇
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䠍䠏
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䝅䝳䞊䝖
䝩䞊䝇

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

䝅䝸䞁䝎䞊ෆ㠃 䞉 䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁䝴䝙䝑䝖䛾 㻻
䝸䞁䜾 䞉 䝻䝑䝗㒊ศ䛻䝤䝷䝅䛺䛹䛷䜾䝸䝇䜢ሬ
䜛䚹
䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁䝴䝙䝑䝖䛾䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊
ᤄධ✰䛻䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜢㏻䛧䚸 䜶䜰䞊䝢䝇䝖
䞁䝴䝙䝑䝖䜢䝅䝸䞁䝎䞊䛻ᤄධ䛩䜛䚹

䝅䝸䞁䝎䞊
䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁䝴䝙䝑䝖

ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾄᵆ ᾟ ᵌ ᾂᵇ
䛆せ䚷Ⅼ䛇
䖃⤌䜏❧䛶䛻䛿䚸 ྛᦾື㒊䛻ᚲ䛪䜾䝸䝇➼䛾₶
䚷㻌䜢ሬ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖃䜾䝸䝇䛿䜾䝸䝇䠍䡚䠎ྕ䛾䛤⏝䜢᥎ዡ䛧䜎䛩䚹

䠍

ᾈ

䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇
䜾䝸䝇ሬᕸ
䜹䝞䞊ᤄධ✰㻌
䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁
䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䛜㏻䜛䝅䝸䞁䝎䞊䛾✰䛸䜶䜰䞊 䝴䝙䝑䝖

䝢䝇䝖䞁䝴䝙䝑䝖䛾✰⨨䜢ྜ䜟䛫䚸 䝅䝳䞊䝖
䝩䞊䝇䜢㏻䛧䛯䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊䜢䜶䜰䞊
䝢䝇䝖䞁䝴䝙䝑䝖䛻⤌䜏䛡䜛䚹
✰⨨
䛣䛾䛸䛝䚸 䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊䛜䝅䝸䞁䝎䞊
䛾➃㠃䜘䜚䠎䡉䡉⛬ᗘ῝䛔⨨䜎䛷ධ䛳䛶䛔
䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛䚹

ኵ
ų





ų
ᇌ

䝅䝸䞁䝎䞊
䛆せ䚷Ⅼ䛇
䖃ᚲ䛪ୖグ䛾䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊䛾⨨☜ㄆ䜢䛚䛣
䝅䝸䞁䝎䞊➃㠃䛛䜙䝅䝳䞊䝖
䚷㻌䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊䛜ṇ䛧䛔⨨
䝩䞊䝇䜹䝞䞊䜎䛷䠎䡉䡉⛬ᗘ
㻌㻌㻌䛻⤌䜏䛡䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛸䝅䝸䞁䝎䞊䜻䝱䝑䝥䛜⤌
㻌㻌㻌䜏䛡䛻䛟䛟䛺䜚䜎䛩䚹 䜎䛯䛭䛾≧ែ䛾䜎䜎↓⌮䛻
㻌㻌㻌䝅䝸䞁䝎䞊䜻䝱䝑䝥䜢⤌䜏䛡䜛䛸䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇
㻌㻌㻌䜹䝞䞊䛾᭤䛜䜚䜔◚ᦆ䛻䛴䛺䛜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇
䝅䝸䞁䝎䞊
䝅䝳䞊䝖䝩䞊䝇䜹䝞䞊
䠍

ᾀ

㒊ရ䜢ศゎ䛾㏫䛾ᡭ㡰䛷⤌䜏❧䛶䛯ᚋ䚸 䝣
䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢╔䛩䜛๓䛻ἜṆ䜑䛽䛨 㻔 භゅ
✰䛝䝪䝹䝖 㻕 㒊䜢භゅᲬ䝇䝟䝘 㻔 ᑐ㎶䠑䡉䡉䠅
䛷䛽䛨䜢䜖䜛䜑䚸 䛭䛣䛛䜙వศ䛺Ἔᅽ䜸䜲䝹䜢
ฟ䛩䚹
䜸䜲䝹䛜ฟ䛺䛟䛺䛳䛯䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛶䛛䜙䛽䛨
䜢⥾䜑┤䛩䚹
䛣䛾䛸䛝䚸 䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗ඛ➃䜎䛷䛾ᑍἲ
䛜䠓䠍䡉䡉䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛩䜛 㻔 䠬䠊 䠍㻝
䛂䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ㒊䛾ᤲ㝖䛃 ཧ↷ 㻕䚹

ἜṆ䜑䛽䛨

භゅᲬ䝇䝟䝘

ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾁᵆ ᾟ ᵌ ᾂᵇ
䛆せ䚷Ⅼ䛇
䖃ἜṆ䜑䛽䛨䜢䜖䜛䜑䛯䛸䛝䚸 Ἔᅽ䜸䜲䝹䛜䛔䛝䛚䛔䜘
䚷㻌䛟㣕䜃ฟ䛩䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹
䖃⤥Ἔᚋ䛿ᚲ䛪䛣䛾సᴗ䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䛚䛣䛺
䚷㻌 䜟䛺䛔䛸䝸䝧䝑䝖ሸ䛻ᨭ㞀䛜ฟ䛯䜚䚸 䝣䝺䞊䝮䛾◚
䚷㻌ᦆ䛻䛴䛺䛜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠍䠐

䠍

ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

ᾀᵏ
ኵ

ų
ᇌ

䠍䠑

᭱ᚋ䛻ᒓ䛾䝇䝟䝘䠝䛺䛹䛷䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢
䛧䛳䛛䜚ྲྀ䜚䛡䛯ᚋ䚸 ᮏయ䛻╔䛧䛯Ἔᅽ
䜸䜲䝹 䞉 䛣䜌䜜䛯Ἔᅽ䜸䜲䝹䜢ᣔ䛝ྲྀ䛳䛶䛛
䜙䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹
ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾄᵆ ᾟ ᵌ ᾂᵇ

䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗

ᴾᴾᴾᴾᴾදᴾॖᾀᾀᵆ ᾟ ᵌ ᾃᵇ 䝇䝟䝘 㻭
䛆せ䚷Ⅼ䛇
䖃ศゎ 䞉 ⤌❧䛻Ἔᅽ䜸䜲䝹ෆ䛚䜘䜃䝅䝸䞁䝎䞊ෆ䛻
䚷㻌ษ⢊䜔䛤䜏䛺䛹䛜ධ䜙䛺䛔䜘䛖䛻ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

⥾䜑䜛

⅐̬ሥ↝ˁ૾
ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

䖃ᮏᶵ䛿䜋䛣䜚䜔‵Ẽ䛾ᑡ䛺䛔䚸㢼㏻䛧䛾Ⰻ䛔䚸ⴠୗ䛾䛚䛭䜜䛾䛺䛔Ᏻᐃ䛧䛯ሙᡤ䛷ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖃㛗㛫⏝䛧䛺䛔䛿ྛ㒊䛾ᤲ㝖 㻔 䠬䠊 䠍䠍䡚䠍䠑 䛂ಖᏲⅬ᳨䛾䝫䜲䞁䝖䛃 ཧ↷ 㻕 䜢䛚䛣䛺䛳䛯ᚋ䚸
䚷㻌ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䜢䜘䜚㛗䛟䛤⏝䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻䚸 ᐃᮇⓗ䛺䜸䞊䝞䞊䝩䞊䝹䜢ᙜ♫䛻䛤౫㢗䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䜸䞊䝞䞊
㻌㻌㻌䝩䞊䝹䛿᭷ൾ䛷䛩䚹䠅 䜸䞊䝞䞊䝩䞊䝹䛚䜘䜃ಟ⌮䛿䛚㈙䛔ୖ䛢䛾㈍ᗑ䚸䜎䛯䛿ᙜ♫䝁䞊䝹䝉䞁䝍䞊
䚷㻌䜎䛷䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛟䛰䛥䛔䚹

⅐ᢿԼ↝ද૨૾ඥ
௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᶵ✀ྡ 䞉 㒊ရྡ 䞉 䝁䞊䝗 㻺㼛㻚㻌 䞉 ᩘ㔞䜢᫂グ䛧䛶䚸 䛚㈙䛔ୖ䛢䛾㈍ᗑ䚸 䜎䛯䛿ᙜ♫䝁䞊
䝹䝉䞁䝍䞊䜎䛷䛤ὀᩥ䛟䛰䛥䛔䚹
ᶵ✀ྡ
䠝䠮䠲䠌䠍䠑䠩䠴
䠝䠮䠲䠌䠍䠑䠩䠴

㒊ရྡ
㉸◳㉁䝆䝵䞊䚷୰
䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗

䝁䞊䝗䠪䡋䠊
䠍䠌䠎䠔䠍
䠍䠌䠍䠌䠑

ᩘ㔞
䠍ಶ
䠍ಶ

䈜㒊ရ䛜ᨵⰋ䛥䜜䛯ሙྜ䚸 ᪧ〇ရ䛾ᅾᗜ䛿䠑ᖺ㛫䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䛤ᢎ䛟䛰䛥䛔䚹

䠍䠒

⅐ᨦⅺ↙≢↗࣬→↸
ଐஜᛖᾙᾐᾟᾐᾝᾔᾢᾔ

ᨾ㞀䛸䛚⪃䛘䛾๓䛻௨ୗ䛾㡯┠䛾☜ㄆ䜢䛚䛣䛺䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䛩䜉䛶☜ㄆ䛧䛶䜒ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔ሙྜ䛿ᙜ
♫䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䚸 䜎䛯䛿ಟ⌮䜢౫㢗䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ấբẟӳỪẶ Ὁ ̲ྸ̔᫂ỉᨥỊˌɦỉႸửᄩᛐẲềẟẺẻẨẆ ̅ဇೞᆔӸ Ὁ ̅ဇཞඞ Ὁ ၐཞሁửỂẨ
ỦẻẬᛇẲẪᡲዂẲềẟẺẻẨộẴểẆ ̲ྸ᧓ửჺẴỦẮểỆễụộẴỉỂợỨẲẪấᫍẟẟẺẲộẴẇ

ၐųųųཞ
Ҿẅẅẅ׆
ϼųųųፗ
䠍 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䜎䛯䛿䜺䜲䝗䝟䜲䝥䛾㑅 䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛻ྜ䛳䛯ṇ䛧䛔㒊ရ䛻
ἼἫἕἚầλỤễẟ
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠍䚸 䠍䠎ཧ↷ 㻕
ộẺỊẆ ἼἫἕἘỵὅἂ ᐃ䜎䛱䛜䛔䚹
ࢸἰὅἛἾἽầ৷Ậễ 䠎 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䚸 䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䛾䜖䜛 䝇䝟䝘➼䛷䛻⥾䜑䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䜏䚹
䠄䠬䠊 䠍䠍䚸 䠍䠎ཧ↷ 㻕
ẟẇ
䠏 䝆䝵䞊䜿䞊䝇㒊䛾⤌❧Ⰻ䚹

䝆䝵䞊䜿䞊䝇ෆ㒊䛾ྲྀ䜚䛡㡰ᗎ䜢☜ㄆ䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠍ཧ↷䠅

䠐 䝆䝵䞊䛸䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗䛸䛾᥋ゐ 䝆䝵䞊䛸䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗䛾ෆഃ䛾ᤲ㝖䜢
㠃䛾䚹 䠄䛛䜏䛴䛝䠅
䛧䛶䚸 䝆䝵䞊⫼㒊䛻䜶䝡༳₶Ἔ䜢ሬᕸ䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠍ཧ↷䠅
䠑 䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗ෆ䛾ở䜜䛻䜘䜛䝆䝵䞊 䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䛾ෆഃ䛚䜘䜃䝆䝵䞊㒊䛾ᤲ
䛾㛤䛝Ⰻ䚹
㝖䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 㻔 䠬䠊 䠍䠍ཧ↷䠅
䠒 䝜䞊䝈䝢䞊䝇ᮎ➃䛾ᦆയ䛻䜘䜛䝆䝵䞊 䝜䞊䝈䝢䞊䝇䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠎
䛾㛤䛝㊊䚹
ཧ↷䠅
䠓 䝅䝸䞁䝎䞊ෆ䛾ở䜜䛻䜘䜚䜶䜰䞊䝢䝇 䝅䝸䞁䝎䞊ෆ䛾ᤲ㝖䜢䛧䛶䚸 ෆ㠃䛸䠫䝸䞁
䝖䞁䛜ᐃ⨨䜎䛷ᡠ䜙䛺䛔䚹
䜾㒊䛻䜾䝸䝇䜢ሬ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠐ཧ
↷䠅
䠔 ⤥Ἔ᪉ἲ䛾䝭䝇䛻䜘䜚䚸 వศ䛺Ἔᅽ 䝣䝺䞊䝮䝦䝑䝗䜢䛿䛪䛧䛶ἜṆ䜑䛽䛨䜢䜖
䜸䜲䝹䛜ධ䛳䛶䛔䜛䚹
䜛䜑䛶䚸 వศ䛺Ἔᅽ䜸䜲䝹䜢ᢤ䛔䛶䛟䛰䛥
䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠐ཧ↷䠅
䠕 䝆䝵䞊䝥䝑䝅䝱䞊䜎䛯䛿䜺䜲䝗䝟䜲䝥 䝆䝵䞊䜿䞊䝇ෆ䜎䛯䛿䜺䜲䝗䝟䜲䝥ෆ䛻ワ
ෆ䛻䝬䞁䝗䝺䝹䛜ワ䜎䜛䚹
䜎䛳䛶䛔䜛䝬䞁䝗䝺䝹䜢ྲྀ䜚㝖䛔䛶䛟䛰䛥
䛔䚹 㻔 䠬䠊 䠍䠍ཧ↷䠅
䠍
䝸䝧䝑䝖㛗䛥䛜⏝ᯈཌ䛻㐺䛧䛶䛔䛺
ᯈཌ䛻ྜ䛳䛯㐺ṇ䛺䝸䝧䝑䝖䜢䛤⏝䛟䛰䛥
ȈȪǬȸǛࡽƘƕȪ
䛔䚹
䛔䚹
șȃȆǣȳǰƠƳƍ

ǇƨƸȪșȃȆǣȳ 䠎 䝁䞁䝥䝺䝑䝃䞊䛾✵Ẽᅽ䛜㐺ᙜ䚹
ǰ  ܦʕ Ǉ ư Ʒ Ȉ Ȫ 䠏 䝆䝵䞊䜿䞊䝇㒊䛾⤌❧Ⰻ䚹
㻔 䝉䝑䝖⨨䛜㐺ᙜ䠅
ǬȸƷદ˺ׅૠƕف
䠐 䝆䝵䞊䛜☻⪖䛧䛶䛔䜛䚹
Ƒǔŵ

✵Ẽᅽ䜢ㄪᩚ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䝆䝵䞊䜿䞊䝇ෆ㒊䛾ྲྀ䜚䛡㡰ᗎ䜢☜ㄆ䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠍䚸 䠍䠎ཧ↷䠅
䝆䝵䞊䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠍ཧ↷䠅

䠑 Ἔᅽ䜸䜲䝹䛾ῶᑡ䛻䜘䜛䝢䝇䝖䞁䝇䝖 Ἔᅽ䜸䜲䝹䜢⤥Ἔ䛧䛶䛟䛰䛥䛔 㻔 ⤥Ἔᚋ䚸
䝻䞊䜽䛾ῶᑡ䚹
ἜṆ䜑䛽䛨䜢䜖䜛䜑䛶వศ䛺Ἔᅽ䜸䜲䝹
䜢ᢤ䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䠄䠬䠊 䠍䠐ཧ↷䠅䚷䚷䚷
䠒 䝸䝧䝑䝖䜎䛯䛿䝜䞊䝈䝢䞊䝇䛾䝃䜲䝈 䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈䛾☜ㄆ䛸䛭䛾䝸䝧䝑䝖䝃䜲䝈
䜎䛱䛜䛔䚹
䛻ྜ䛳䛯ṇ䛧䛔㒊ရ䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䠄䠬䠊 䠍䠍䚸 䠍䠎ཧ↷ 㻕
䠓 䝆䝵䞊䛸䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗䛸䛾᥋ゐ 䝆䝵䞊䛸䝆䝵䞊䜿䞊䝇䝦䝑䝗䛾ෆഃ䛾ᤲ㝖
㠃䛾䚹 㻔 䛛䜏䛴䛝 㻕
䜢䛧䛶䚸 䝆䝵䞊⫼㒊䛻䜶䝡༳₶Ἔ 䛂䠦䠫
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䖂㻌↷ྜ 㻺㼛㻚 䠏䠒㻔 䝜䝈䝹䝴䝙䝑䝖 㻕 䛻䛿䚸 ↷ྜ 㻺㼛㻚 䠏䠏㻔 䠫䝸䞁䜾䚷㻿㻙㻢䠅 䛜 㻝 ಶ䛸↷ྜ 㻺㼛㻚 䠏䠑㻔 䠫䝸䞁䜾䚷㻿㻙㻡䠅
䚷䚷䛜 㻝 ಶᒓ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䖂㻌↷ྜ 㻺㼛㻚 䠏䠕㻔 䜸䜲䝹䝍䞁䜽 㻕 䛻䛿䚸 ↷ྜ 㻺㼛㻚 䠍䠏㻔 䠞䝸䞁䜾䚷㻼㻙㻝㻞䠅 䛜 㻝 ಶ䛸↷ྜ 㻺㼛㻚 䠍䠐㻔 䠫䝸䞁䜾䚷㻼㻙㻝㻞䠅
䚷䚷䛜 㻝 ಶᒓ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䖂㻌↷ྜ 㻺㼛㻚 䠒䠍㻔 䜶䜰䞊䝢䝇䝖䞁 㻕 䛻䛿䚸 ↷ྜ 㻺㼛㻚 䠒䠎㻔 䠫䝸䞁䜾䚷㻼㻙㻝㻝䠅 䛜 㻝 ಶᒓ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠎䠌

