
      PIPE(TUBE) CUTTER Of Best Technology

安全のための注意事項

この度は、S-Cutterをお買い上げ頂き、ありがとうございます。

本書には、正しい使用方法と、使用者の安全を守り、財産上の損害などを防ぐための内容が記載されてい

ます。ご使用の前に必ずお読みになり、記載事項を守って正しくお使いください。

使用説明書
   ( EM0.5 / EM1.0 )
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01 作業場は、常に清潔な状態を維持し、照明を明るくしてください。
作業場の環境が散らかっていたり、暗い場合、事故につながる可能性があります。

02 自分を過信しないでください。
不安定な姿勢を避け、常にバランスの取れた状態で作業を行ってください。
安定した姿勢とバランスの取れた状態で作業することで、想定外の状況でも、電動工具を安全に使用す
ることができます。

03 電源スイッチが故障した電動工具は使用しないでください。
電源スイッチが入らない電動工具は大変危険です。必ず修理をしてからお使いください。

04 電動工具をご使用の際には注意してください。
使用しない電動工具は、お子様の手の届かない所に保管し、電動工具の操作に不慣れな方や、この取扱
説明書を読んでいない方は、機器を使用しないでください。経験不足な方が電動工具の使用すると、危
険が伴います。

05 作業条件と、実施する作業の内容を検討してください。
電動工具、アクセサリー、装着する工具などを使用する場合は、この指示事項と使用方法を遵守してく
ださい。使用分野ではない他の作業に電動工具を使用すると、危険な状況をもたらす恐れがあります。

06 充電電動工具の充電器とバッテリーを変更しないでください。
特定製品のバッテリーと充電器ではないものを使用した場合、火災発生の恐れがあります。

07 バッテリーを使用しないときは、金属から離れた場所に保管してください。
各極の間にブリッジング現象が発生する恐れがあるため、金属性のものから離れた場所に保管してくだ
さい。火災発生の恐れがあります。

08 水漏れが発生したバッテリーにご注意ください。
水漏れが発生したバッテリーに触れないようにし、肌に触れた場合は、直ちに水で洗い流してくださ
い。流体が目に入った場合、すぐに医師にご相談ください。皮膚に刺激や火傷を負う恐れがあります。

09 バッテリーを分解しないでください。
短絡が発生する危険性があります。バッテリーが高温に長時間さらされないよう注意し、火や水、湿気
のある場所に保管しないでください。爆発の恐れがあります。

10 バッテリーの損傷有無を確認してください。
バッテリーが損傷したり、誤用した場合、蒸気が発生することがあります。
このような場合は、作業場を換気してください。蒸気によって呼吸器が刺激されることがあります。

11 バッテリーをボシュ電動工具と共に使用してください。
正規品の使用は、バッテリーを危険な過負荷から保護することができます。

12 先の尖ったものや、外部からの衝撃などから保護してください。
バッテリーが焼けたり、煙が発生して爆発・加熱する恐れがあります。

安全にお使いいただくための注意事項
* 以下で使用される「電動工具」という概念は、電源に接続して使用する電動機器(電線がある)や、バッテリーを使

  用する電動機器(電線がない)を意味します。
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13 周囲の環境にご注意ください。
可燃性の液体、ガスまたは粉塵があり、爆発の恐れがある環境では電動工具を使用しないでください。
電動工具は、粉塵や蒸気によって点火し、スパークを引き起こす可能性があります。

14 電気衝撃から保護してください。
アースされた部品(例えば、上水道管、ヒーター、電気加熱台、冷蔵庫)への接触は避けてください。

15 部外者の立ち入りを制限してください。
電動工具を使用するとき、部外者やお子様などが作業場に近づかないように立ち入りを制限してくださ
い。作業者の集中力が低下し、機器の統制を失う恐れがあります。

16 電源プラグを確認してください。
充電器の電源プラグが電源コンセントに適していることを確認し、絶対にプラグを変形させないでくだ
さい。

17 過負荷状態で作業しないでください。
指定された出力範囲内で、より効率的に、安全に作業することができます。

18 指定された工具を使用してください。
当社が供給する標準付属品を使用してください。
工具は使用目的や作業範囲に不適切な場所で使用しないでください。

19 保護メガネおよび保護手袋を必ず着用してください。
保護メガネ、保護手袋などを着用することで、傷害の危険を減らすことができます。
飛散するチップは、目に重大な影響を与える恐れがあり、身体に触れた場合、火傷などの傷害を負う恐
れがあります。

20 電線を他の目的に使用しないでください。
電線を持って、製品を引きずらないようにしてください。
プラグをコンセントから外す際に電線を引っ張らないでください。 
電線を熱や油、鋭利な角などから保護してください。

21 電源を切ってください。
長時間使用しない場合、電源およびバッテリーを外して保管してください。
使用しないときや点検、または工具などの付属品を交換する際は、電源を切ってください。 

22 機械が誤作動することがないようご注意ください。
電源が入った状態で運ばないでください。
工具交換時には作動スイッチがオフになっていることを確認してください。

23 屋外における接続電線
使用目的が許可され、それに対応する表示がされている接続電線を使用してください。
雨や湿度の高い日の屋外作業はおやめください。

24 常に注意してください。
作業過程を観察し、手順に従って作業を行ってください。
集中力が低下しているときは、本製品を使用しないでください。
無理に操作しないでください。

25 製品に損傷があるか確認してください。
製品を再使用する前に、安全装置や損傷した部品などが完全に修理されており、用途に合う機能を発揮
するか詳細に確認してください。
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26 製品を確認してください。
挟まれていないか、または部品が破損していないかを確認してください。
全ての部品が正常に組み立てられており、全ての条件を満足しなければ、工具の完全な作動が保障され
ません。
損傷した安全装置や部品は、取扱説明書に特別な説明がない限り、顧客サービスセンターで修理を受け
るか、交換する必要があります。

27 注意！
皆様の安全のために、取扱説明書に明示されているか、製品供給業者がお勧めする付属品と工具を使用
してください。取扱説明書やカタログで推奨していない他製品の付属品および追加工具を使用すると、
事故につながる恐れがあります。

28 専門家に修理を依頼
供給される製品は、それぞれ安全規定に一致しています。
修理は必ず専門家に依頼し、そうでない場合は、事故の危険性があります。
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本書の指示事項には、製品の安全使用のための重要な情報が含まれています。

このような指示事項を遵守しない場合、死亡、重傷及び大規模な財産上の損害が発生する恐

れがあります。

安全使用のために、危険のレベルに応じて「警告」と「注意」で表示しており、その意味は以下

のとおりです。

標　　識 説　　明

警告 ※ 指示事項を違反する場合、重傷や死亡事故が発生する可能性が非常に高いもの

注意
※ 指示事項を違反する場合、深刻な傷害や死亡事故が発生する恐れがあるもの

※ 指示事項を違反する場合、製品を使用できないほどの故障や性能低下の恐れがあるもの

製品の取り扱いや、使用時に起こり得る事故を未然に防ぎ、安全に作業するための注意事項

を記載しています。このような安全のための警告や注意事項は、起こり得る全ての事項や状

態を示したものではないため、作業時や保管時には細心の注意が必要です。最後までよく読

んで理解した後、事故がないように注意してください。

特殊安全守則

「警告」や「注意」標識は、特定の条件下で危険が発生する恐れがあるため、注意を促す記号で

す。

安全のために必ずお守りください
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● 切削液や水などを注ぎながら使用しないでください。
   電気モーターに水や他の液体がかかると、感電または死亡事故が発生する恐れがあります。

● 雨や工具が濡れた状態で使用しないでください。
   電気ショックによって重傷または死亡の恐れがあります。

● 運転中に指、手または身体の一部や服などが回転する工具などに触れないようにご注意ください。
   指、手、またはその他の体の一部が工具に接触したり、巻き込まれると、重傷を負う恐れがあります。

● 工具の交換時にはバッテリーを取り外してください。
   重傷を負う恐れがあります。

● 製品の圧着装置または回転装置に身体の一部が接触しないようご注意ください。
   重傷を負う恐れがあります。

● 必ず保護メガネを着用してください。
   作業時に発生するチップが飛散して、目などに重傷を負う恐れがあります。

● 製品に取り付けられた安全リングを外したり、変更しないでください。
   回転体に手や手袋などが巻き込まれ、重症を負う恐れがあります。

● 当社によって供給される製品および工具のみを指定された用途に使用してください。
やむを得ず当社供給のものを使用しかねる場合、品質が保証された(国家認証以上)製品を使用してくださ
い。この指示事項に従わない場合、製品性能の低下及び身体に重傷を負う恐れがあります。

● 製品を回転させたまま、放置しないでください。
   周囲の作業者が傷害を負う恐れがあります。

● 切削チップの飛散方向を、危険要素のない方向に向けてください。
切削チップが引火性物質に接触すると、火災発生の原因となり、身体に接触すると火傷を負う恐れがあり
ます。

● 作業時には手袋を着用し、長袖の服を着用してください。
   火傷を予防することができます。

● 作業前に必ず試運転を行ってください。
   機械に異常の有無を確認することで、より安全に作業を進めることができます。

警告

注意
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1. 漏電遮断器の確認

電源が供給される全ての系統の機器別に、規定された定格容量の漏電遮断器が設置されて

いることを確認してください。

2. 延長コード

電源の位置が離れている場合は、延長コードを使用してください。接続コードは、電流の

流れに支障がないよう、適切な長さと太さのものを使用してください。長すぎたり、細す

ぎるコードは、電圧の降下が大きくなり、過負荷の原因となります。可能な限り短くして

使用してください。

3. 使用電源の確認

必ず銘板に記載された電源で使用してください。

4. 工具を交換する際の確認

必ずバッテリーを取り外した状態で工具を交換してください。

5. 安全リングの分解、改造などの禁止

製品に取り付けられた安全リングは、絶対に分解、改造して使用しないでください。

損傷したコードは直ちに交換、または修理してください。

  

バッテリーを取り外さずに工具を交換した場合、不注意によりス
イッチが動作して、予期せぬ事故につながる恐れがあります。

使用前の確認事項
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               EM0.5
高品質、超軽量エンドミル！

UHP チューブライン工事の必須アイテム 

寿命が長い高強度インサートチップ (4面使用)
加工能力 : 1/4 – 1/2inch
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製品別使用方法

S-EM0.5 使用説明

ご使用の前に

販売店や本社が実施する使用方法に関する敎育内容を熟知してください。

敎育を受けていない方は、履修者による教育を受けてから使用してください。

インサートチップ交換時には、必ずバッテリーを取り外してください。

使用電圧を確認し、規定する定格容量の漏電遮断器を設置してください。

作業前に、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。

目录

01. 各部の名称および操作部の説明

02. S-EM0.5 付属品

03. S-EM0.5の正しい使用方法

04. S-EM0.5の製品仕様
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1. 各部の名称および操作部の説明

NO 名称 機能

1 モーター(BOSCH) 駆動部

2 速度変換スイッチ 速度変換(推奨1段)

3 バッテリー モーターバッテリー

4
電源および速度調節 

スイッチ
ON/OFF 機能、速度調節機能

5 正逆スイッチ 正/逆方向変更(出荷時は正方向で固定)

6 コレット固定ボルト コレットに取り付けられたチューブを固定

7 ヘッド チューブフェイシングマシン

8 コレット チューブ固定コレット

9 コレット位置決めピン コレットの位置を決定

10 安全リング 指の挟み込み防止リング

11 加工調整ハンドル 切削加工量調整ハンドル

12 インサートチップホルダー インサートチップ固定ホルダー

* 注意) 安全リングの分解、改造禁止

- 安全リングが破損した場合、直ちに作業を停止して、専門技術者に対応を要請し、修理後に

  使用してください。
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2. 付属品

● 標準付属品 / Standard Accessories 

   充電器 : AL1130CV 10.8V

   バッテリー : GBA 10.8V 2.0Ah

   コレット : 1/4、3/8、1/2inch(6.35、9.53、12.7mm)

   T-トルクスレンチ: T15-全長133mm

   T-六角レンチ: 全長3mm-133mm

● 選択付属品 / Optional Accessories

   インサートチップ : チップボックス込み、10EA/BOX 

   コレット : 1/8inch (3.18mm)
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3. S-EM0.5の正しい使用方法

3-1. インサートチップの取り付け方法

① ②

① チップホルダー固定ボルト(a)を、T-六角レンチで外す。

* 注意 : バッテリーを外してから作業を行う。

② インサートチップホルダー(b)を外した後、固定ホール(e)にT-六角レンチ(f)でインサートチップ

ホルダー(b)を 固定し、インサートチップ固定ボルト(d)をT-トルクスレンチで緩める。

③ インサートチップ(c)をはめてインサートチップ固定ボルト(d)で締結した後、逆の順序で本体

に組み立てる。

* インサートチップの交換や、インサートチップの方向変更時も、同じ方法で行う。
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3-2. 加工方法および手順

(1) コレットとチューブの組立

① ② ③

① チューブ(d)のサイズに合うコレットを選択した後、コレット(b)を少し傾けて、機器の

コレット位置決めピン(c)に合うように底部から挿入する。

② コレット(b)が抜けないよう、コレット固定ボルト(a)を矢印方向に回して上部のコレット

の溝にボルトをはめ込む。

③ 加工調整ハンドル(e)を矢印方向に回し、インサートチップを後方に位置させる。

④ 加工するチューブ(d)をコレットの間に入れた後、コレット固定ボルト(a)で固定させる。

⑤ チューブ(d)とコレット(b)が確実に固定されているか確認する。

  * 注意事項 : チューブがインサートチップに当たった状態で締結しないこと (チップ損傷の原因)
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(2) チューブ加工量の調節

① ② ③

① 電源スイッチ(d)を押して、インサートチップホルダー(b)が矢印方向に回るようにする。

(逆方向の加工不可、出荷時の正逆スイッチ(f)は固定されて出荷)

② 図②のように、加工調整ハンドルを動作させて作業を行う。

* 注意事項 : 安全リングは、絶対に任意で外さないでください。事故の原因になります。
安全リングがない場合、当社または販売店で修理、購入・装着後に使用してください。 
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(3) チューブ面加工

① ②

① チューブ(a)をコレットに挿入して固定させる。(インサートチップに当たらないように)

② 電源スイッチ(d)をゆっくり動作させ、加工調整ハンドルで加工する。

-加工調整ハンドル目盛 (0.05mm)

-電源スイッチの圧力を調節して速度を調節する。

③ 加工が終わったら、コレット固定ボルトを緩めてチューブを取り出す。 

④ 加工されたチップがある場合、ピンセットか工具で除去する。

* Tip : 加工調整ハンドル(e)を利用して、進入と後退を繰り返しながら加工すると、切削

       チップが切れてスムーズに排出することができます。 

* 注意事項 : モーター回転速度は、1段使用を使用してください。過度のツール進入は、

            チップ損傷の原因になります。                 
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4. S-EM0.5の製品緒元

● 機械仕様 / Machine Specification

作業能力
加工種類 チューブ規格

1/4、3/8、1/2inch
(6.35、9.53、12.7mm)
*非規格コレット製作対応

加工量調節 調節バー目盛0.05mm

機械仕様

総　重　量 1.25Kg (バッテリー込み)

出　　　力 10.8V、2Ah

速　　　度 0 – 400RPM

サ　イ　ズ ハードケース (470*320*140)

∙ 本製品の設計および仕様は、2019年2月のものです。

∙ 製品改善のために予告なしに変更される場合があります。

∙ 当社製品をご使用の際は、必ず作業マニュアルと機械上の表記された安全に

　関する注意事項をよくお読みください。
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     EM1.0
高品質、超軽量エンドミル!

UHP チューブライン工事の必須アイテム 

寿命の長い高強度インサートチップ(4面使用)

加工能力 : 1/4 - 1inch
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製品別使用方法

S-EM1.0 使用説明

ご使用の前に

販売店や本社が実施する使用方法に関する敎育内容を熟知してください。

敎育を受けてない方は、履修者に教育を受けてから使用してください。

インサートチップ交換時には、必ずバッテリーを取り外してください。

使用電圧を確認し、規定する定格容量の漏電遮断器を設置してください。

作業前に、保護メガネなどの保護具を必ず着用してください。　

目录

01. 各部の名称および操作部の説明

02. S-EM1.0 付属品

03. S-EM1.0の正しい使用方法

04. S-EM1.0の製品仕様
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1. 各部の名称および操作部の説明

NO 名称 機能

1 モーター 駆動部

2 速度変換スイッチ 速度変換(推奨1段)

3 バッテリー モーターバッテリー

4
電源および速度調節 

スイッチ
ON/OFF 機能、速度調節機能

5 正逆スイッチ 正/逆方向変更(出荷時は正方向で固定)

6 コレット固定ボルト コレットに取り付けられたチューブを固定

7 ヘッド チューブフェイシングマシン

8 コレット チューブ固定コレット

9 コレット位置決めピン コレットの位置を決定

10 安全リング 指の挟み込み防止リング

11 加工調整ハンドル 切削加工量調整ハンドル

12 インサートチップホルダー インサートチップ固定ホルダー

* 注意) 安全リングの分解、改造禁止。

- 安全リングが破損した場合、直ちに作業を停止して、専門技術者に対応を要請し、修理後に

  使用してください。
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2. 付属品

● 標準付属品 / Standard Accessories 

   充電器 : AL 1860 CV

   バッテリー : GBA 18V 5.0Ah

   コレット : 1/4、3/8、1/2、3/4、1inch (6.35、9.53、12.7、19.05、25.4mm)

   T-トルクスレンチ : T15-全長133mm

   T-六角レンチ : 全長3mm-133mm

● 選択付属品 / Optional Accessories

   インサートチップ : チップボックス込み、10EA/BOX 

   コレット : 1/8、5/8inch (3.18、15.88mm)

             8A、10A、15A、20A (13.8、17.3、21.7、27.2mm)
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3. S-EM1.0の正しい使用方法

3-1. インサートチップの取り付け方法

① ②

① チップホルダー固定ボルト(a)を、T-六角レンチで外す。

* 注意 : バッテリーを外してから作業を行う。

② インサートチップホルダー(b)を外した後、固定ホール(e)にT-六角レンチ(f)でインサートチップ

ホルダー(b)を固定し、インサートチップ固定ボルト(d)をT-トルクスレンチで緩める。

③ インサートチップ(c)をはめてインサートチップ固定ボルト(d)で締結した後、逆の順序で本体

に組み立てる。

* インサートチップの交換や、インサートチップの方向変更時も、同じ方法で行う。
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3-2. 加工方法および手順

(1) コレットとチューブの組立

① ② ③

① チューブ(d)のサイズに合うコレットを選択した後、コレット(b)を少し傾けて、機器の

コレット位置決めピン(c)に合うように底部から挿入する。 

② コレット(b)が抜けないよう、コレット固定ボルト(a)を矢印方向に回して上部のコレット

の溝にボルトをはめ込む。

③ 加工調整ハンドル(e)を矢印方向に回し、インサートチップを後方に位置させる。

④ 加工するチューブ(d)をコレットの間に入れた後、コレット固定ボルト(a)で固定させる。

⑤ チューブ(d)とコレット(b)が確実に固定されているか確認する。

      * 注意事項 : チューブがインサートチップに当たった状態で締結しないこと(チップ損傷の原因)
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(2) チューブ加工量の調節

① ② ③

① 電源スイッチ(d)を押して、インサートチップホルダー(b)が矢印方向に回るようにする。

(逆方向の加工不可、出荷時の正逆スイッチ(f)は固定されて出荷)

② 図②のように、加工調整ハンドルを動作させて作業を行う。

* 注意事項 : 安全リングは、絶対に任意で外さないでください。事故の原因になります。
安全リングがない場合、当社または販売店で修理、購入・装着後に使用してください。 
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(3)加工方法の順序 (チューブ面加工)

① ②

① チューブ(a)をコレットに挿入して固定させる。(インサートチップに当たらないように)

② 電源スイッチ(d)をゆっくり動作させ、加工調整ハンドルで加工する。

- 加工調整ハンドル目盛 (0.05mm)

- 電源スイッチの圧力を調節して速度を調節する。

③ 加工が終わったら、コレット固定ボルトを緩めてチューブを取り出す。 

④ 加工されたチップがある場合、ピンセットか工具で除去する。

* Tip : 加工調整ハンドル(e)を利用して、進入と後退を繰り返しながら加工すると、
切削チップが切れてスムーズに排出することができます。 

* 注意事項 : モーター回転速度は、1段使用を使用してください。
過度のツール進入は、チップ損傷の原因になります。
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4. S-EM1.0の製品緒元

● 機械仕様 / Machine Specification

作業能力
加工種類

チューブ

規格

1/4、3/8、1/2、3/4、1inch
(6.35、9.53、12.7、19.05、25.4mm)

* 非規格コレット製作対応

加工量調節 調節バー目盛0.05mm

機械仕様

総　重　量 2.3Kg(バッテリー込み)

出　　　力 18V、5Ah

速　　　度 0 – 500RPM

サ　イ　ズ ハードケース(500*360*150)

∙ 本製品の設計および仕様は、2019年2月のものです。

∙ 製品改善のために予告なしに変更される場合があります。

∙ 当社製品をご使用の際は、必ず作業マニュアルと機械上の表記された安全に関する

注意事項をよくお読みください。
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5. メンテナンスおよび点検事項

● メンテナンスおよび点検時には、必ず電源プラグまたはバッテリーを外してください。

1. 各部に取り付けられているネジに緩んだ箇所はないか、定期的に点検してください。

  もしあれば、固く締めてください。緩んだままの状態で使用するのは非常に危険です。

2. 湿気の多い場所に機器を保管しないでください。 (漏電の危険あり)

3. 落下や大きな衝撃は、故障の原因になるので取り扱いには注意が必要です。

4. 機器の点検や使用しないときは、電源を外してください。 

5. 供給される製品は、該当する安全規定に適合しています。

   修理は必ず専門家に依頼してください。事故の恐れがあります。



以下のとおり保証いたします。

住所 : 忠清北道 清州市 西原区 賢都面 竹田３ギル 23-22
TEL : +82-43-256-0945 / Fax : +82-42-256-0946

E-mail : sales@dcseng.co.kr

1. 本製品はデ－シーエスイーエヌジー(株) 技術陣が厳密に品質管理及び検査過程を踏まえて検査に合格し

た製品です。

2. お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合、本保証書の内容どおり購入場所または当社のサービス

センターで 1年間無償修理致します。

3. ただ、修理依頼の時、往復託送料はお客様の負担なのでご了承お願い致します。また、保証期間が終っ

た場合、使用上の不注意による故障の場合には修理を依頼すれば最低の費用で修理または部品交換致し

ます。

4. しかし、用途変更、非正常的な摩耗、純正部品ではない他社製の部品の使用、または他の A/S セン

ターで修理した場合などでは、本保証書による品質保証を受けることができません。

5. 保証期間中でも実費を頂く場合は次の通りです。

ㆍ使用者の過失による故障

ㆍ本製品に明示された注意事項の不履行によって発生された故障

ㆍ不当な修理及び改造による故障

ㆍ電動モーターの故障

  ※ 電動モーターは装着された製品の製造会社で保証するもので、当社の品質保証には含まれておりませ

ん。

7. 製品修理を依頼する時には本保証書を必ず提示してください。

8. 本保証書は再発行されませんので大切に保管してください。

製品名

モデル名

製造番号

お客様の住所

販売店の住所

(商号)

購入日付

保証期間 購入日から 1年

20    年    月    日

20    年    月    日製造日付

電話番号

お名前

お名前

※ 製品販売の時、販売者またはお客様が空欄の内容をぜひ記入してください。

□ S-EM0.5 □ S-EM1.0
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