
警 告

日本製

簡易 充電式タイタンパ

®

●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、バラスト（砕石）に挿入した際にのみ、スイッチを入れてください。空中で、

スイッチを入れた場合、手元振動が大きく、手に痺れが生じる場合があります

●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の簡易充電式タイタンパをお買い求め頂き、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。



1.安全上の注意

▲可燃性のガス・引火性のガスの雰囲気では、使用しないで下さい。また、火気の近くや

炎天下などの場所で使用・充電保管を行わないでください。

▲バッテリーを火気に投入しないでください。バッテリーを焼却した場合、有毒ガスや有害

物質が発生する事があります。

▲コードレスタイタンパを使用する際は、必ず専用バッテリーB1840を使用してください。

液漏れ・発熱・：発火・破裂の恐れがあります。

▲バッテリーB1840はの充電は、充電器C1860L以外で行わないで下さい。

また、充電器はバッテリーB1840を充電する目的以外で使用しないで下さい。液漏れ・発熱

・発火・破裂の恐れがあります。

▲コードレスタイタンパや充電器、またはバッテリーを分解・改造しないで下さい。故障した

場合には、使用者が修理を行わずに、販売店または、弊社にお申し付けください。

▲コードレスタイタンパの使用やバッテリーの交換、バッテリーの充電等は、雨や水の掛

かる場所、または濡れた手で行わないでください。感電・故障の恐れがあります。

▲バッテリーを釘やドライバー、金属製の箱などと一緒に保管しないで下さい金属がバッ

テリー端子に触れ、ショートし火災や発熱・感電・破損の原因となります。

▲バッテリーに釘を刺す、投げる、落とす等、衝撃を与えないでください。発火・破裂・爆発

の原因となります。

▲バッテリーの液が目に入ったり皮膚に付着した場合、直ちに水道水等のきれいな水で

洗い流し、医師の診断を受けてください。



▲充電器を使用する際は、湿度の高い場所や濡れた場所を避け、風通しの良い場所で充

電してください。発煙・発熱・発火・感電の恐れがあります。又充電器の通風孔を塞がない

で下さい。充分に換気ができるように、通風孔の清掃をしてください。

▲充電器の電源プラグを抜く際は、コード部分を引っ張らず、必ず電源プラグ部分を持っ

て抜いてください。熱や油等による劣化や鋭い突起物によりコードが断線しないように注

意してください。コードや電源プラグに傷や亀裂・破損等がある場合、ショートを起し、火災

・発熱・感電・破損の原因となります。もし破損した場合には、その充電器は使用せずに交

換してください。

▲充電する際は、充電器の周囲温度が10℃～45℃の範囲内で使用してください。範囲外

の温度にて充電を行った場合、バッテリーに致命的な損傷を与えることがあります。

▲充電器を清掃する場合、電源プラグを必ずコンセントから抜いて清掃してください。本体

をメンテナンスする場合も同様、本体からバッテリーを取り外してから行ってください。

▲バッテリーや充電器、コードレスタイタンパは、安全上、幼児の手の届かない場所にて

保管・使用してください。

▲バッテリーは、周囲温度が40℃以上になる場所や湿度の高い場所では保管してないで

下さい。（炎天下、夏の車内、暖房器具の近く、金属製の箱の中、風通しの悪い倉庫など

。）発煙・発熱・故障の原因となります。

▲バッテリーを電子レンジや高圧容器に入れないでください。バッテリー内部が損傷し、発

熱・発煙・破損の恐れがあります。

▲充電中、又はコードレスタイタンパを使用中に異臭・発熱・発煙・変形など今までと異な

る状態になった場合、使用を中止し、バッテリーを安全に取り外してください。



警 告

▲充電器を使用する際は必ずAC100Vコンセントに接続してください。その他の電圧では使

用しないでください。その他の電圧で使用した場合、発熱・発煙・故障の原因となります。

▲バッテリーの充電中、バッテリーや充電器に布などの可燃物を載せる、覆う等はしない

でください。発火・発熱・破裂の恐れがあります。

▲長時間充電を行っても、充電が完了しない場合、バッテリーを充電器から取り外してくだ

さい。発熱・発火・破裂の恐れがあります。

▲使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

発熱・発火・液漏れの恐れがあります。

▲取扱説明書および充電器のラベルを必ずお読みください。取扱説明書を

理解した上でご使用ください。



注 意

▲コードレスタイタンパを取扱う事業者（作業者を含め）厚生労働省 基発0710第2号「チェ

ーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針（別紙）」に基づき、

タイタンパの3軸合成値より作業時間を管理し、作業者の振動障害予防に努めなければな

りません。

▲振動ビータは、バラストに挿入することにより、手元振動が低減されます。バラストの外

（空中）では絶対に運転しないでください。本体の故障・人体へ悪影響を与えてしまう場合が

あります。

▲コードレスタイタンパは、地上子に影響を与えることがあります。必ず、地上子から1m（メ

ートル）以上離してご使用ください。

▲コードレスタイタンパをお使いの際は、防振手袋を必ず装着してご使用してください。

▲充電時以外は、充電器のプラグをコンセントから抜いて下さい。発火・発熱・感電の原因

となります。

▲作業前に、モータと振動筒が確実にセットされている事を確認してください。

きちんとセットされていない場合には、故障の原因となります。

▲バッテリーは定期的に充電してください。長時間使用されなかったりする場合、バッテリ

ーが故障してしまうことがあります。（バッテリー上がり。）約6ヶ月に1度は、満充電にしてく

ださい。長時間保管する際も、満充電にしてから保管してください。

▲充電する際、延長コードを利用する場合は、1.25mm2以上の正常な延長ケーブルをご

使用ください。

▲振動筒、振動ビータは、使用上発熱致します。誤って手で触れないようにご注意してくだ

さい。



まえがき

この度は、RAILMAN コードレスタイタンパ RT-200をお買い上げして頂きありがとうござい

ます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、十分に理解を深め

るため、充電器、バッテリーを使用される前にリチウムイオンバッテリー用充電器取扱説明

書も合せてお読みください。

この製品を充分に理解して、適切な取扱いと点検整備を行い、いつまでも安全に効率良く

ご使用お願い申し上げます。尚、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。
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各部の名称
RT-200 型 本体

振動筒とモータ本体 接続方法
モータと振動筒を接続する場合、スイッチをOFFにし、バッテリーを必ず取り外してから作

業を行ってください。



安 全 （ 注意）

作業は、安全帽、安全靴、防振手袋、顔面保護具（保護メガネ、マスク）および安全ベルトを着

けて安全な装備で行ってください。

○ 作業場は、バラストなどで足場が悪い所では、必ず安全靴を着用して下さい。

○機械が突然停止した場合は、スイッチをOFFにし、バッテリーを取り外してください。

モータが焼損したり、感電する場合があります。



注 意

▲スイッチのONとOFF操作は、振動ビータがバラストに挿入された状態で行わないでくださ

い。バラストに挿入した状態でOFFにした場合、振動ビータがバラストから抜きずらくなり、

突き固めた砕石を解してしまう場合があります。

▲本製品に重い物を乗せないでください。

▲スイッチをONにした状態のままバッテリーを脱着しないでください。

▲使用中、モータの通風孔に雨水などが侵入しないよう、十分に注意してください。

▲万一、モータ本体を水没させてしまった場合、直ちに引き上げ電源をOFF

にして、バッテリーを外してください。



操作上の説明

（1） モータ本体のスイッチがOFFであることを確認します。

（2） モータ本体と振動筒が確実に接続されていることを確認します。

（3） バッテリーをモータ本体に取付け、バッテリーカバーを閉じてください。

（4） ハンドル部をもって、ビータを吊り下げます。

（5） モータハンドル部のスイッチをONにします。

※OFFにしてから、3秒以内にONにした場合、保護回路が働き、起動しない

仕組みになっております。

（6） コードレスタイタンパは、枕木の側面に沿って垂直に挿入します。

（7） コードレスタイタンパを引き上げる際は、ゆっくり引き上げます。

（8） バラストから、引き上げるのと同時にスイッチをOFFにします。

（9） 本体からバッテリーを取り外し、充電します。



〇バッテリーの取り外し・取付方法

○バッテリー脱着の際は、必ずスイッチから手を離してください。

◆取り外し方法

押す 取り外す （1）バッテリーカバーのフックを外し、

バッテリーカバーを開けます。

（2）バッテリーの両側面にある黄色いボタ

ンを両方とも押下しながら、抜いて下さい。

取り外すことができます。

◆取付方法

（1）モータ本体、バッテリーホルダー部の

バッテリー 溝に合わせバッテリーを奥まで挿入してく

フック ださい。

バッテリーカバー

（2）バッテリーカバーを閉めてお使い下さ

い。バッテリーカバーがバッテリーにあた

り、閉まらない場合は、バッテリーを再度

奥までしっかり挿入してください。

〇使用後の清掃・搬出

使用後は、きれいに清掃してください。

1、清掃・運搬する際には、本体からバッテリーを取り外して下さい。

2、振動筒に付いた汚れは、きれいに拭き取ってください。

3、モータは、水洗いしては絶対にいけません。故障の原因となります。



点 検

● 現場へ搬入する前と使用後は、必ず次の項目を点検してください。

【目的は、ご使用中のトラブルを出来るだけ少なくするためです。）

1、振動筒、ビータに損傷・摩耗などは発生していないか？

2、ビータと振動筒に緩みがないか？

3、振動筒に亀裂など、損傷がないか？

4、端子に汚れや錆などが発生していないか？

5、スイッチは、確実に動作するか？

6、 運転音は、正常であるか？

〇消耗部品の交換時期

バッテリー 充電器の表示で判断 発見次第

振動筒 摩耗具合で判断 発見次第

モータ本体 ブラシ摩耗で運転停止 200時間

ベアリング 運転音で判断（聴覚） 100時間

潤滑油 運転音で判断（聴覚） 100時間

振動ビータ 摩耗具合で判断（視覚） 300時間

消耗部品
視覚・聴覚による交換時期の

判断
交換時期（目安）



〇 故障診断

充電しても使用時間が短い バッテリー寿命

バッテリー異常
バッテリー交換

寒い場合は上がる

まで待機

ランプ点灯あり
バッテリー温度異常

温度が下がるまで

待機
充電できない

ランプ点灯なし 充電器異常 充電器交換

モータ異常

リード線断線
モータ交換

全く音が

しない

バッテリー不具合
バッテリー交換・充

電

モータ異常 モータ交換

（ロック・破損）

運転できない

うなり音が

する

ベアリング異常
ベアリング交換

（ベアリング取付部）

振動体の摩耗
振動筒交換

グリース劣化 グリース交換

（ゴロツキ・摩耗）

運転できる
異音がする

（金属音など）

ベアリング異常
ベアリング交換

事象 症状 原因 処置

〇 仕 様
■3軸合成値

RT-200 28.5

型 式 3軸合成値（m/s2）

※バラストの状況により、3軸合成値は、変化する場合がございます。



仕 様

RT-200 125 DC18 8 200 188 20 ～ 25 6.5

型式 出力

[W]

電圧

[V]

電流

[A]

振動数

[Hz]

全長

[mm]

運転時間

[分]

質量

[kg]

※運転時間は、当社基準で動作確認した時間です。

バラストの状態によって、大きく変動致します。

※バッテリー（0.8kg）を含んだ質量です。

■RT-200 型 本体



SI単位換算表



®

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。

総発売元

株式会社石田製作所
■■

■■■■■

本社 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町1-2588
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米子・北九州・福岡・大分
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