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●使用前に必ずこの取扱説明書をご熟読してしてから、正しい使用方法でご使用下さい。

●この製品は、屋外仕様です。必ず、屋外で風通しの良い場所でご使用して下さい。

●この製品は、鉄道レールの切断以外、ご使用しないでください。

●この取扱説明書は常時内容が確認できるようお取り計らいください。

●この製品は、初期不良を除き、保証期間が一切ございません。予めご了承ください。

●この製品を輸出する場合には、必ずメーカーへご相談ください。

●本取扱説明書は、ホームページ上からダンロード下さい。配布は行っておりません。
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注 意
【注意】は、軽傷または中程度の障害を負う可能性の

ある危険な状況を示す表示です。

危 険
【危険】は、死亡または重症を負う可能性のある切迫

した危険な状況を示す表示です。

表 示 表示の内容

はじめに、

☆このたびは、RAILMANのレール切断機をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書は、本機を安全に正しく使用して頂くために作成しています。本機の取

扱いを誤りますと、事故や故障の原因となりますので、ご使用前には必ずこの取扱説明

書をお読みください。

●本機の取扱いはこの取扱説明書の内容を理解し、安全な取扱いができる人が行ってく

ださい。また、安全作業上で影響がでるような病気・薬服用・体調不良の時は、本機の使

用を控えてください。

●本機を使用した作業や本機の取扱いにおいては、関連する法律（労働安全衛生法、消

防法、騒音規則等）および、その法律に基づく規則を遵守してください。

●本機を貸し出すときは、必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用するよう、指導し

てください。この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう、所定の場所に保管してくだ

さい。紛失・汚損・破損したときは、お買い求めの販売店にご注文ください。ご不明な点、お

気づきの点がありましたら、お求めの販売店にご相談ください。また、本機についてのお問

い合わせ時は、モデル名と製造番号をお知らせください。本機を破棄されるときは、産業

廃棄物として関連法規に基づいた処理を行ってください。処理にお困りの場合は、販売店

にご相談ください。
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1.安全上の注意

危険：排気ガス中毒

●エンジンの排気ガス中には、人体に有害な成分が含まれていますので、室内・トンネル

などの換気の悪い場所では、運転しないでください。

運転される場合には、排気環境を整えた上で、ご使用ください。

危険：手（指）挟まれ 切断

●運転中、本機エンジンが回転しているときは、ハンドル以外の場所に触れないでくださ

い。指を切断する危険があります。

●点検・整備を行うときは、必ずエンジンを停止してください。

注意：排気ガス中毒

●排気マフラー側に作業者などに向けないでください。

●ご使用時には、マスクを装着してください。

注意：手（指）挟まれ 切断

●本機、エンジンが運転しているときは、砥石交換はしないでください。

●運転中に異常を感じた場合、すぐにエンジンスイッチをOFFにしてください。

注意：火災

●本機は、燃料としてガソリンを使用しています。燃料の点検や給油・抜き

取り、燃料ストレーナーの清掃など、燃料を扱うときは必ずエンジンを停止

し、絶対に火気を近かづけないでください。また、エンジンが冷えてから行

ってください。
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注意：火災

●燃料をこぼしたときは、必ず拭き取ってください。

また、燃料もれがある場合は、絶対に使用せず、必ず修理してください。

●マフラーや排気ガスなどは高温となるため、引火性のある物（燃料・ガス

塗料など）や燃えやすい物は、本機に近づけないでください。

●本機は、壁などの障害物から1m以上離し水平な場所で運転して下さい。

●保管用カバーをかけるときは、本機が冷えてから行ってください。

注意：やけど

●運転中や停止直後は、エンジンやマフラーが高温になっていますので、

絶対に触れないでください。

●エンジンオイルの点検・交換を行うときは、必ずエンジンを停止し、エンジ

ンが冷えてから行ってください。運転中は、オイルゲージを開けると、高温

のオイルが吹き出します。

注意：けが

●本機が移動しないよう、水平で安定した場所に設置してください。

●エンジンを始動するときは、必ず本体を抑えた状態でリコイルを引っ張って

始動させてください。

●回転部に棒・針金・ひもなどを入れないでください。

●回転部に巻き込まれる恐れがありますので、長い髪は束ね、スカーフや

アクセサリーは身に着けないでください。

●運転中は、保護メガネを着用してください。
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2.仕 様

名称 RAILMAN® レール切断機

型式 RS-405A

外観寸法 490mm×720mm×910mm

本体重量（乾燥重量） 約 62.5kg （オイル・燃料なしの状態）

搭載エンジン 4サイクル単気筒 HONDA GX160 SJG 163cc

定格出力 2.9kW (4.0PS)/3,600 rpm

始動方式 リコイルスターター

切断砥石 RAILMAN® RG-405 専用砥石

切断時間 各種レール 2 ～ 3 /min

切断口数 2～3口（50N, 60Kレールの場合）

対象レール 37K , 40K , 50N , 60K

（その他、海外規格のレールを切断なされたい

場合は、お問い合わせください。）

軸回転速度 28,000min-1 (エンジン3,360min-1の時)

刃先周速度 38,000m/min （エンジン3,600min-1の時）

3.用 途

●鉄道用レールの切断。

※上記以外の使用には、絶対に使用しないでください。
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4.梱包内容

●RAILMAN® レール切断機 1 台

（工場出荷時は、砥石は装着されておりません。）

●切断砥石 1 箱（ 10 枚入り）

●取扱説明書 1 冊 （ペーパーレス化に伴い、以後、Web 配信をのみを予定。）

●エンジンメーカー取扱説明書 1 冊

●点火プラグ交換用工具 1 式

注意 1 工場出荷時は、エンジンの燃料タンクは、空の状態です。ご使用前に必ず、

燃料を給油してください。道路運送法により、輸送時にタンク内にガソリンが

残っていると、爆発の危険性がございます。

注意 2 工場出荷時は、エンジンのオイルは空の状態です。ご使用前に必ず、オイルを

給油してください。輸送時のオイル漏れの原因となります。また、長期間の倉庫

における保管の場合、オイルの経年劣化によるギアへの固着を抑制致します。
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5.各部の名称
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6.機械的構造

RAILMAN® レール切断機の基本構造は、エンジン出力軸にVベルトを掛け、回転数を

減速させ、切断砥石を回転させる構造です。レールの切断は昇降レバーの操作より行い

効率良い切断作業を実現致します。

●スライド機構とは、

砥石軸の移動曲線 砥石軸の移動

範囲

図A 従来からの市販品 図B RAILMAN® レール切断機

従来のレール切断機は支点が固定されている為、砥石の移動は、図Aのように上下動の

みとなっています。その為、砥石の有効量が少なく、また砥石にかかる負担が局地的に大

きくなる為、砥石の消耗が早く、しかも1クラス上のエンジンを必要としていました。

本機、RAILMAN® レール切断機はスライド機構の採用により、これらの欠点を全て克服

することが可能となりました。
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前ページの図Bの通り、支点の位置が前後・上下に移動する為、砥石に掛かる負担を低減

でき、砥石の有効量も拡大しています。

エンジンが小型化できる分、本体重量も軽量することができました。

従来の切断機 RAILMAN® レール切断機

図C 砥石の有効量

●切断位置調整機能付き（横送り機構）

RAILMAN® レール切断機の特徴として横送り機構があります。

レールキャッチによって本体をレールに固定した後に、切断位置を左右に最大50mmの範

囲で切断位置を調整することができます。横送りハンドルを1回転すると、2.5mm程度スライ

ドします。切断位置をより正確に決定できます。
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●適正周速度

RAILMAN® レール切断機のの切断砥石は、最高周速度 Max 3800m/min という表記がご

ざいます。切断砥石にはそれぞれ、これは最大周速度が設定されております。一定の周速

度以上になると最大切断能力が発揮できない為、制限がされております。RAILMAN® レ

ール切断機が採用している RAILMAN 切断砥石 RG-450 の最高周速度は 3800m/min で

すが切断精度を維持するため、最良の周速 3560m/min になるよう砥石軸の回転速度を

2800 min-1 に調整しております。回転速度が速い程、早くきれいに切断作業ができるかと

思われがちですが、適正速度を超えてご使用すると、砥石の破損やレール断面が曲がっ

て切れるなどの原因となり、大変危険でございます。

●レールキャッチ

RAILMAN® レール切断機は、レールにクランプして固定する構造です。

レールを基準として能力を発揮する構造の為、本体の一部が道床やスラブ板などの地面

に接している場合、レールが直角に切断できないことがあります。

短いレールを切断する場合、

レールが横転しないようにしっかり、

レールを固定してから本体を設置し

ご使用下さい。レールをキャッチ

する場合、①のストッパーボルト

2 本と②のショルダーボルトが

レール側面に接触するようにして

③のクランプハンドルを締付けま

す。もし、セットホルトとの間に

隙間がありますと、直角に切断が

できないばかりでなく、砥石の

破損の原因になります。不用意にセットボルトを調整しないでください。



-10-

●アームストッパー

砥石アームのストッパーは、2 つの位置で機能します。1 つは、切断作業を行う前の初期

位置、もう 1 つは砥石アームを下げたままで運搬した場合に、必要以上に砥石アームが

下がらないよう、アームストッパーが働きます。解除方法は、いずれも下降止めレバーを

手前に倒して解除します。

7.使用方法

①運搬方法

RAILMAN® レール切断機の運搬は、運搬ハンドル A を両手で支え、運搬用車輪を転が

して行います。レールへの取付け、切断位置の微調整はエンジン側の運搬ハンドル A と

レールキャッチ側の運搬ハンドル B の取っ手を利用して行います。この時、機械の重心が

高いので転倒しないよう充分にご注意してください。

②砥石の取付方法

砥石の安全衛生特別教育を受講した方が行ってください。

砥石の取付けは、13mm と 17mm のスパナをご使用ください。

最初に、可動ガードを上げ、フランジガードをずらします。（図 C 参照）
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取付けボルトを緩めて、砥石フランジを外します。外したボルトは失くさないようご注意し

てください。（万一、紛失した場合は、市販品のボルトではなく、メーカーより、サービスパー

ツでお取り寄せください。強度の強いボルトとなっておりますので、市販品では、不具合の

原因となります。）

RAILMAN RG-405 専用砥石を砥石シャフトに入れ、砥石フランジを被せて取付ボルトを

手で締め込みます。この時、砥石のプリント面が機械の外側になるように取り付けてくださ

い。砥石シャフトの V プーリー側を 13mm のスパナで保持し、取付ボルトを 17mm のスパ

ナで締め付けてください。フランジガードを所定の位置にセットし、可動ガードを元通りに被

せます。

③レールへのクランプ方法

レールの切断したい位置で、レールキャッチをレール頭部に被せます。クランクハンドルを

手前に倒し、クランプフックの先端をレールのあご下に合わせます。クランプハンドルを右

回りに回転させ、クランプフックを締付けます。この時、レール頭部に接触するストッパー

ボルト 2 本と、レール面に接触するショルダーボルトの 2 本がレールにあたるまでクラン

プハンドルを回転させます。

（詳しくは、本取扱説明書の 11 ページをご参照ください。）この時、エンジン側の運搬ハンド

ル A を保持している人は、本体が水平になるよう注意して本体の姿勢を保ってください。

また、レール側面に接触するショルダーボルトがしっかりレールにあたるよう、本体を軽く

後ろに引き気味に保持するよう、ご注意して頂くよう、お願い致します。

④切断位置の調整

昇降レバーを少し上げ、下降止めレバーを手前に倒して砥石アームのストッパーを解除し

てから、砥石をレールに近づけます。そして、左手で横送りハンドルを回転させ、切断する

位置に砥石を合わせます。この時、運搬ハンドルAを持ち上げて頂くと、横送りの回転が

スムーズになります。
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⑤エンジン始動

エンジン始動前に、エンジンに4サイクル用エンジンオイルを注入してください。

また、燃料タンクに無鉛ガソリン給油してください。

（工場出荷時は、オイル、無鉛ガソリン共に乾燥状態です。）

周囲に燃えやすいものがないか、確認してください。

燃料コックを開いて、チョークを調節し、エンジンスイッチをONにしてから、リコイルを引い

てください。エンジンが始動したら、チョークを戻し、スロットルレバーを少し開き、暖気運転

を行ってください。暖気運転を行わない場合、エンジン回転にムラが発生しますので、冬場

は特に数分間の暖気運転を心がけて下さい。スロットルレバーを最大の位置

まで引き上げた場所が調整された回転数域となっております。

⑥レール切断

切断作業は、右手で昇降レバーを保持し、左手で前後送りレバーを保持します。

前後送りレバーを引きますと、砥石アームが手前に近寄ります。レール頭部から腹部、

底部の順に切断します。この時、昇降レバーは急降下しないように保持するだけで、前後

送りレバーの操作だけで作業を行います。

（作業時には、保護メガネ・保護マスクを着用し、肌が露出しない服装で行ってください。）

⑦エンジン停止

エンジンを停止させる場合、アクセルレバーをアイドリング状態に戻してか

ら、エンジンスイッチをOFFにしてください。
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鉄道保線機器のパイオニア

ご用命がございましたら、お気軽にご相談ください。
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