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変全な作業  

田本ホ鄭鼠睦株式会社   
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安全塵⑳ぎ注意  

重要魔蘭魔協麿  

安全臆竃願竃  
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安全蕊辟∋ 芸ご義塾意  

ホ〆Fストの使い方を誤ると、つった荷物の落下や感電などの危険な状態になります。  

据え付け㊥取り付闇∴運転、操作、保守点櫓の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用くだ凱㌔。  

機器の知言畿、安全の情朝、そして注意事項のすべてに習熟してからご櫻用くだ飢、。   

この取扱説明書では、注意審項、「危険」、「注意」の2つに区分してし、ます。  

取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が  

想定される場合。  

取り扱詔逐語った場普に、危険な状態が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可  

能性が想定される場会および物的損害のみの発生が想定される場合。   

△注意  

なお、謁 に記載した事項でも、状況によっては重太な結果に結び付く耶巨悼もあります。いず   

れも重要な内容を記載しているので、必ず守って針だ轟い。  

絵表示の例  

◇め△記号は、危険㍉達意を促す内容があることを告げるものです。図の申に具体的な注意内容  

（左図の場合は感電注意）が記載きれています。  

⑳記号は、禁止の行為であることを告げるむ齢です云図の車や近傍に具体的な禁止内容が記載さ  

れています。  

億記号礎、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。匡∃の中や近傍に具体的な指  

示内容（左図の場合は必ずア叫スを接続してください）が記載されています。  

※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ところに必ず保管して下さし、。  
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⑬取扱説明書および注意銘板の内容を熟知しないÅは運転しないで宅ださし㌔。  

⑳法定資格のない太は、絶対にクレー山ン操作、玉樹け業務を行わないで宅ださい。   

また、行わせないでくだきい。  

㊥作業開始前の点棉や定期自主禎査を必ず実施してくだ飢㌔。  

、－ 、－      －、   



⑳必ずア州ス工事を行ってくだきい。また、アmスのほかに漏電遮断器を電路に取り   

付けてください。  

①一機行および走行のレⅧル端には必ずストソ㌔等血を取り付けて鴬ださい。  

評議イストを設置する場所に十分な強度があることを確認してくださし＼。  

凱宗野転恕操作碇霊㍍習  

㊥定格荷重を越える荷は、絶対につらないで宅ださい。   

※定格荷重はエ巨・ドブロッタの銘板に表示じてあります。  

班つった荷にÅは乗らないでくだきい。   

また、人の乗る用途には絶対使用しないでください。  

併つり荷の下に入らないでくだ酎㍑  

㊥つり荷の動沃範囲に人がいるときは∴運転しなし＼でください。  

㊥大の頭上を越えて荷を運搬しないでください。  

¢荷をつったまま運転位置を離れないでください。  

¢運転中は荷から気をそらさなし、で宅ださい（。  

紛荷や口皿ドブロックを揺らせるような運転はしなし㌔でください。  

昏過巻リミットスイッチを、常時使って止める使い方はしなじ㌔でくだきい。  

野斜め引きをしないでください。   

※荷の直上にホイスト牒移動させてからつをプ上げて宅だざし＼。  

怒地球づり（建屋構造物に引っ掛ける操作など）をしないでください。  

取巻下げ暗、下限を越えて運転しないでむ計副賞  

¢一驚堂を考慮しない状態での、つむブ荷の反転作業はやらないでくだ飢㌔。   

感反転作業は、反転専用の機器を使用して行って宅だきい。  

軒條踊前に押ボタンの動作を確認し、押ボタンが円滑に動作しないときは運転しない   

でください。  

齢押ボタンスイッチの指示と遣う方向に動くときは直ちに運転をやめて宅ださい。  

檻億用前にプレ酬キの動作を確認し、ブ♭mキが確実に作動しないときほ運転しない   

でくだきい。  

肺損傷を受けたり、異音や異常摸勤がする場合にば運転しないでください。   

ワイヤロ山プに次の異常があるときは絶対に運転しないでくだ勘㍑   

◎キンク、形くずれ、腐食があるもの   

密規定より素線の断線、摩耗の大きいもの  

¢層づりした荷を電気溶接しないでくだ勘㍑  

¢ワイヤロⅣプに溶接機のア仙スを接続しないでください。  

薗ワイヤロⅦプに溶接用電極を絶対に接触させないでください。  
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㊥定格電圧以外では使用しないでくだざい。  

il暖ヲッタの外れ止め金具が破損したままでは絶対に使用しないでくだざし＼。  

庖プラッキング（急逆転）や過度のインチンダ（ヰ勤運転）をしなし㌔でくだ飢1。  

⑬つり荷をほかの構造物や配線などに引っ掛けないでくだざし㌔。  

①・押ボタンケ仙ブルを他のも6別こ引っ掛けたり、強く引っ張らないで宅ださい。  

噛藩体やトロリ凹伊貴行装置）私議トッパー肌や構造物に衝突させないでください。  

㊥負荷時間率、始動頻度を超える使用は絶対にしないで乾ださい。  

他藩体に取り付けられた、警告および注意表示の鏡板やラベルを外したり、不鮮明な   

まま慣用しないでください。  
、
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亜使用前に下ブックが円滑に回転することを確認してください。  

心玉掛け用具はフッタに正しノく掛けてください。  

憾巻上げは、ワイヤロ皿プが張ったとこるでいったん停止して屯だ凱、。  

憾押ボタンの回りにじんあい、砂などがたい積しないよう常に清掃してくだ酎㍑  

項】9保守点検包改造患≡慧ら曙  

ゆ保守点検、修理を実施するときは、作業中の表示（「点検中ユや「通電禁止」など）   

を必ず行ってくだ勘㍑  

雌分解∴組み立を伴う棉査項削ま必ず弊社（裏表紙に記載）あるいは日奉読イストサ山ビスステ山ション、臼迩   

ホイストの代理店にご用命くださし、。   
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¢このホイストの操作およ■び保守、点櫓を行うときは、必ずこの取扱説明書に従って   
くだざい。  

㊥この取扱説明書に従わなかったために、あるし㌔は、誤用や無断改造がなされたため   

に、けがや損害が発生したとしても、日奉ホイスト株式会社およびその販売会社は   

m切その責任は負えません。  
㌍去耶Ⅷ」  

62 この示イ．ストの取扱上の危険について、すべての状況を予測することはできません。そのため、この取   

扱説明書の記載事項やホイストに表示してある注意事項は、すべての危険を想定しているわけではありま   

せん。従って、ホイストの操作または、首常点検を行う場合は、この取扱説明書の記載およぴホイスト容  

体に表示されている事項に限らず、安全対策に関しては十分な配慮が必要です。  

2⊂ この取扱説明書について、質問やより詳しい情報が必要庵場合は、裏頁の弼Å店または弊社にお問い合   

わせください。  

3。この取扱説明書について、 万Ⅷ、瑠【ジの「落T」や「乱T」などがありましたら、羞澗針甘替えいたし   

ますので、お手数ですが弼Å店までご連綿くだ凱、。  

隈
 
 

製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものでず。万叩、正常なぎ徴用状態において故障した場合に  

は、お買い上げ日より1年間無料で修理いたします。  

15取扱説明書、本体貼付ラ瑠弗などの注意書による正常なご使踊状態で保障期間内に故障した場合にば、   

棉査証をご持参、ご提示のうえお買㌦上げの晴見店に修理をご依頼ください。なお禎査証のご提示なき場   

合、または無料修理期間を過ぎた場合は、有料憺理となります。  

2。無料修理期間中でも次の場合は有料になります。  

（イ）誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷および故障。  

（口）勝手に不当な修理や改造によって生じた損傷および故障。  

（′＼）火災、風水害、地震、雷、その他天災地変等によって生じた損傷および故障。  

（ニ）弊社純正以列の部品の傾胤購Å店またはその指定サ剛ビス工場以外での修理による故障。  

3だ この製品の補修用部品の供給年限（期間）ば製造打ち切り後巧2年とします。ただし、供給年限内であ   

っても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。  

4た補修用部品の供給は、原則的には上記の供給額隈で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供  

給のご要請があった場合には、納期および偶格についてご相談させていただきます。  

（gとp   



安全監≡可慧r魁篭t町雷  

㊥ホイストの操作および保守c点禎を行う場合には、必ずこの説明書の指示¢警告に   

従って下さい。もし疑問点または不明な箇所があれば、購入店または弊社に問い合   

わせて回答を得るまで、ホイストを取り扱ってはいけません。  

警告済語欄藍意味  

取扱説明書および機械容体に取り付けてある警告ラベルでは危険度の高さ（または事故の大きさ）に従っ  

て、次の4段階に分類しています。以下切警告用語がもつ意味を理解し、奉書の内容（指示）に従ってく  

ださし＼。   

l、l、l、l、、三  描  

切迫した危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重大な傷害を  

生じるであろう差し迫った危険状態を示す。  
く生魚険  

や 

生じることがあり得る潜在的な危隋   

潜在する危険な状態を示し、手順ふ  

機械が損傷する場合、または製品右  

特に注意を促したり、強調したい∫l弓   

死亡もしくは重大な傷害を  指示に従わない一と、  

爵状態を示す。   

中の軽傷を負う場合、機器、  や指示に従わないと、  

こ不具合が生じる場合を示す。  

吉報について使用されます。  
†、＿＿ル＿T＿＿車＿，＿＿．＿′．＿．，＿．－「＿＿＿，＿，，．「」，，＿，．．．，】，，，．ヒ鸞“＿＿＿」  

絵表示の例  

◇¢△記号は∴危険6注意c警告を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注  

意内容（左図の場普は感電注意）が記載されています。  

⑳記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図♂）申や近傍に具体的な禁止内容が記載さ  

れています。  

∈3痛ヨ号は、行為を強制したり指示したりずる内容を告げるも♂）です。図の中や近傍に具体的な指  

示内容（友田♂）場合は必ずア皿スを接続してくだ飢、）が記載されています。  

国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ところに必ず保管して下きい。   



・：・・・‥  
ご使用の前に特に知っておいていただきたし㌔こと、穿っていただきたいことをまとめてあります。必ずお  

読みください。なお、この取扱説明書の警告事項に従わなかった場含に生じる不具合や事故につし、ての責  

任は負いかねます。  

②取扱説明書および警告ラベルの内容を、よく理解   

して運転してください。  

（D作菓に適した服装をしてください。  

塩ヘルメット安全靴a保護  

具等を積極的に着用してください。  

③電源ヨ皿ドに異状がないか確認して鴬だきい。 ④無断で部品やカバ凹類を外して運転しないでくだ  

さい。  

⑤運転をするときには周囲に子供や作業に関係 ⑥緊急時の動力遮断位置を確認しておいてくだ凱、。   

のない入がいないことを確認してくださし㌔。   



⑧疲労を感じたら、無理に作業を続けず休憩をし   

て′∴′’二ごきl∴  

⑦異状を感じたら直ちに作業をやめて、点検をし   

てください。匡這遡過負荷状態で作業をしないでください。  

匡夏蚕判断ミスや誤操作  

が起こりやすくなります。  

⑨点検、調整時には必ず機械を止めて行なってく   

ださい。  

⑬いざというときのために∴取扱説明書はキチン   

とメ保管しておいてください。   



恭心筋認 富戦の艶瑠皆転読竃苛葛≡   
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くなをブまず。  

（寺）・偉月∃条件を確言讃して正♭宅ご傍用くださし＼。  

次の条件で億用ずる場合には標準仕様と異なをブまず。弊社代理店あるし、は弊社にご相談くださ   

い。  

①48℃以上の憲温、一州㍑佗以一下’の低温、90％を越える高湿、酸や塩分め多い雰囲気申では使わな   

いでください。   



②有機濁軸や爆発性粉塵等の引火爆発の危険性  ③雨水が直接かかる場所では使用しないで   

がある環境では絶対に使用しないでください。  くだきし㌔。  

④正しい電源でご使用ください。（銘板に記 ⑤機種ごとに定められた負荷時間率、始動頻度の  

限度を越える高頻度では使用しないでください。  載の電圧をご確認ください）   

（2）走行装置や横行装置を付ける場蟄   

装置については当社指定晶をご億用くださし㌔。また王事はクレ凶ン構造規格に従っぞくだ凱、。  

（3）簡易リヲトの巻土機としぞ使用ずる場合   

簡易リヲト構造規格に従ってくださし㌔。  



・こ1  ・・  

ホイス卜の寿命は、荷重の太きさ、負荷時間率および始動頻度に産着きれまず。従って、皿般電気機械と  

同様に使用限度を越える負荷晴間率あるいは始動頻度でご億用になりまずと、電動機などの温度が許容限  

度を越えて焼損したり、早期故障の原因となるほかに、機械的寿命も早める原因となります。  

負荷であり、まれに  

用、ほとんど定格に  

クレロンの種莞頁と適用群  

発電所天井クレーン  工m   つかみ天井クレ血ン   Ⅲnγ皿p7m   

機械工場天井クレ出ン  Im   スクラップヤDドクレ中ン  Ⅳm（ImⅦ皿Tm）   

【倉庫天井クレ剛ン   ⅡmMⅢm   仮還貨用マグネット天井クレ勺ン  Ⅲm－Ⅳm（Im－Ⅳm）   

作業場天丼クレ山ン  ImnⅡm（Ⅱm）   鋼なべクレ仙ン   ⅢmnnTm（Ⅱm山Ⅷ‾m）   

（）内は補巻の場合を示します。   



許容集荷時間率と始動国数   

NHネギストは、出般電気磯城と剛叢に、億用限度を蓋える集荷時問率または始動頻度でご使用になり  

ますと、電動機などの温度が許容限度を超えて損傷したり、早期故障の原因となるほかに、機械的寿命も  

早める原因となります。   

負荷時間率、始動頻度区分を泰1に示します。  

反復定格区分  l  n  糊  lV  負荷時間率％∈D  15  25  40  60  最大始動頻度㌔  90  150  240  360   

最も多く使用する1時間で電動機に通電されている時間の合計（分）  負荷時間牽（％）＝   ×10⊂）   

60分  

巻上電動機はホイストに組み込んだ状態で定格電圧、定格周波数および定格荷重の63％の試験荷重の  

もとで、泰1に規定する集荷時間率および最大始動頻度で温度が血定になるまで繰り返し運転をし、各部  

の温度を温度計法または抵抗法で測定し、温度土昇が許容値以下である≡と。  

、   

汐   



●   ・ ・ ・ こ、・・   

護イストは重量物をつり、空間を利用して運搬する機械であり、ホ〆『ストの使い方を誤ると、つった荷物  

の落下や感電などの危険な状態が生じます。運転な操作する前に必ずこの説明書を熟読し正しくご使用くだ   

さい。以下に滴㌔rストを使用するうえでの危険¢注意審項を記しますヴ）で、実際に現場で滴イストを使用ず   

る担当者に徹底させ、熟知させてからご億用宅だ飢、。  

年次自主禎査〇月次自主棉査で測定期間ごとに別ノ皿ンの各部分の異  

常の有無について自主根査を行ってください。また、作業開始前の点  

櫓も日常点櫓泰にもとづき十分に行ってください。定期自主権査を安  

全有効に行うためには、点棉台を設置する必要があります。  

（3）  

常用荷重は必ず定格値を超えない注意が必要です。過荷重で運転され  

ますと、ギヤ∂軸受け等の損傷、ワイヤ臼仙・プ♂）疲労、電動機の焼場  

等の故障の原図とな畑∴射イストの索翁を縮めるとともに∴万叫釣事  

故に際しては人命にかかわる重大な事故を引き起こす恐れがあります。  

定格以上の荷重はつらないでください。  

†   



（4）   

荷黒∴・＝証澤守  な≠十ず■ 紀男  

L．トj㍉ j ト   宏美∴∵某ぷニラ群豪  ミ。旬1  

離乳し☆樟－だ㌢l砿、。  

つった荷は不安定で、大の転落や荷が落下する恐れがあります。クレ  

MンによりÅを運搬烏美刊二川りげて作業をさせないでください。重  

大災害につながり慧す。  

万仰の落下事故に備え、示イストの真下では操作をしないとともに、   

荷物の運搬はÅの頭上は避けてくだ凱＼。更にタ♭ロンの運転は揺動す   

る荷物にたたかれないように、つり荷の後方またはj憤の位置をつい  

て歩くように運転してください。  

－   、  

事業者は、クレ皿ンの運転者を荷をつったままで運転位置から離れさ  

せてはならなし1し、運転者も荷をつったままで運転位置を離れてはい  

けません。もし部外者が荷に近づいたりすると大変に危険です。  

（7）  齢描附雄藩．和雄 

クレ叩ンの運転の際には、わき見運転をせず、荷の運搬による直接0  

間接の事故防止¢）ため、周囲を確認した後に操作してくだきい。運転中  

も絶えず周回の安全の確保に努めてくだ飢、。   



タ♭山ン相性能および運転操作に習熟するとともに、次の要領で運転す  

れば荷張れが少なく運転できます。東⑳西0南または北のボタンを  

押しネギ武重、◎クレ皿ンが始動したらすくや指を離して仙旦スイッチを  

・明り、遅れたつ甘荷がホイスト耶真下まで霧鳶とき詞び押ボタンを押  

して連続運転を行います。こうすれば荷物が掠れず安定した運転がで  

きます。  

（9）  

過巻リミッ巨射で㌢碧は巻上過削こよる事故を防く¢ための灘巨1乃スイ   

ッチです。これを常用しますと羞」ミットスイッチの故障の原田ともな  

むJ大事故のもとになります。リミット完イッチを利用して巻上の停止  

位置を騨定にするような催い方の場合、別途貞メミットスイッチを装備  

してくだきし㌔。また、♭バ鵬刷を変形させぞ巻上代を修正することも絶  

対にしないで針だきい。  

荷物はホイ議卜の真下こから巻よげるのが正しい使い方です。横引きを  

しますと、つり荷蓉地切りした時点で荷掠れをおこし危険であるとと  

もに、ワイヤロ皿プがド毒ム（巻胴）上て唱L巻きとな畑、ワイヤR叫  

プの寿命を著しく縮めることとなり危険です。  

姐隠づ肌右ギヤの破損、ワノ「ヤ日加プの切断、電動機の焼損等、長   

命にかかわる重大番地になる恐れがあります。  



（12）  
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下限を越えて運転した場合、すて巻きが2巻き以上確保できなくなり、  

ワイヤロ・叫プ端末部の張力が大き宅なり、ワイヤこい叫プ端末部が破損  

し、つり荷の落下事故になる恐れがあります。  

iぎ反転作業は荷すべり澗くずれ等の発生する危険があり、Å身事故の  

原田になる恐れがあります。反転作業は弊社の「應転機」をご使用く  

ださい。  

（14）   

Jぎ蓬紺11伸 

不良のままの状態で使用草々㌦ますと、押しボタンのひっかかをブでは、  

ホイスト屯ク♭mンが暴走し、尤命にかかわる重大な事故を引き起こ  

す恐れがあります。  

このままの状態で使用されますと、鎮圧事故の物損事故等の重大な事   

故を引き起こす恐れがあります。  

へニジ   



（16）  

プレ】キは電動機の回転を止めるとともに、つり荷を任意の高きに保  

持する重要な機器です。  

不具普なままの状態で使用されますと、プレ山キが確実に作動しごなし、  

場合にはつり荷の落下事故の恐れがあります。  

プレ叫キの調整方法ば機種により異なり慧す。取扱説明書等を参考に  

ブ♭山キ調整を定期的に行ってください。   

里 

このままの状態で億用されますと、部品が破損し審故になる恐れがあ   

ります。  

このままの状態で使用されますと、ワイヤ日仙プの強度が低下してお  

をブますのでワイヤロ叫プ切断事故の恐れがあります。  

フッタブ庖ッタを巻下げ過ぎて地面につけたり、．ワイヤロ叫プをドラ  

ム代乱巻きしたりすることばトキン傍発崖牒もとになりますので避け  

てください。   



－        、  

ワイヤ悶mプの強度低下および切断の恐れがあります。  

－  

ワイヤロmプの切断事故の恐れがあります。  

測〃牲駄科い－い㍉ －、  

定格電圧の±3％以内でご使用くだ凱、。範囲外で使用されますと、電  

動機8電磁接触器等の焼損め恐れがあります。  

なお、JES69§望0電気ホイストの低電圧始動試験は動作確認に対する   

規定です。  

玉樹け宣∃ロブが外れ、つり荷の落下事故の恐れがあります。   



－    、  

ブラッキンダは、ホイス卜Gクレ血ンに大きな衝撃が加わり、部品の故  

障の原因となり、窓た、つり荷が掠れて落下する恐れがあります。  

過度のインチン勤ま、電動機が焼損する原因となるとともに、各部   

分の寿命を縮める原因となります。  

ダー－滋禦L・  

時間噂  晴間血彗  

1匝】のスイッチによ   このようなインチングは  

ってそのまま運転  ホイストのためによくない  

ワイヤ欝叩プの切断事故、滴イスやむタ♭⊥ぅの落下事故の恐れが  

あります。  

キャブタイヤケ醐ブブ♭が切断する恐れがあをJます。  

蕾【1  

ホイストをストッパに常時衝突させますと衝撃でホイストの轟命を  

縮めることになり慧す。また、部品の脱落、横行走行用電磁接触  

器の同時洩Åによる暴走がおこる恐れがあります。ストッパにも無  

理が生じて傷消すれば、ホイストが落下し重大な事故を起こす恐  

れがありまず。   



、 －  

ホイストの銘板表示以上の頻度で使用されますと、電動機が焼損する恐  

れがあります。  

誤使用による故障や事故の恐れがあります。  

（3〔き）  

ブックが円滑に回転しないとワイヤロ…プがよじれ、ワイヤロ山プが  

損傷するとともに切断する恐れがあります。  

（3イり  

玉掛けが正しくないと、つり荷が落下する恐れがあります。   

※玉樹作業に関する注意事項は、安全な玉樹作業を参照してくださし㌔。   

＼己Y 



このとき、玉樹け用具が正しく掛けられているか、荷のバランスはよ  

いか、チェックしてください。  

（33）  

聴椅圧凋吊㌦べ渕肛畑∴、じ1ノー∃州   

紳∫m㍑付㍑潮旺庸い証ケに紳   
渕軌Tぺ浩トl  

押しボタンスイッチ内でショ叫卜し決捉が発生したり、スイッチユニ  

ットの引っ掛かりによる暴走の恐れがあります。  

ネギ議卜を長く調子よく使うには、その使い方と保守串ゞ太切です。  

他の磯城設備と剛叢に、ぜひ担当者を決めてくだ飢㌔。  

慧   


