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警　告

　以下の項目は、やけどや感電などの人身事故を防止するため
のものです。本器をご使用する際には必ずお守りください。
1 . 大電力または高電圧ラインでは使用しないこと。
2 . AC33Vrms（46.7Vpeak）またはDC70V以上の電圧は人体
に危険ですので注意してください。

3 . 絶縁抵抗測定時は被測定物の電源を切り離すこと。
4 . 絶縁抵抗測定時は高電圧を発生するため感電に注意のこと。
5 . 感電事故防止のため、絶縁抵抗測定後はかならず被測定物
に充電された高電圧を放電すること。

6 . 最大定格入力値（１―３　参照）を超える信号は入力しな
いこと。

【１】　　安全に関する項目～ご使用前に必ずお読みください～
　このたびは、電池式直流絶縁抵抗計をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。
　ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全
にご使用ください。そして常にご覧いただけるように製品と一緒に
して大切に保管してください。
　本文中の“  警告”および“  注意”の記載事項は、やけどや
感電などの事故防止のため、必ずお守りください。

１―１　警告マークなどの記号説明
　本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取扱いについての注意文です。

安全に使用するための特に重要な事項を示します。
高電圧が印可され危険なため触らないでください。

ACV 交流電圧 MAX600V 最大定格電圧は600V
E 接地側端子 L 充電側端子

１―２　安全使用のための警告文

・・・
・・

・・・　・・

・・・　・・
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注　意

7  . 最大定格入力値を超える場合があるため、誘起電圧、サー
ジ電圧の発生する（モータなど）ラインの電圧測定はしな
いこと。

8  . 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないこと。
9  . ケースや電池押さえ板をはずした状態では使用しないこと。
10. 感電防止のため測定用リードのつばより先のテストピン側
を持たないこと。

11. 測定中は他のファンクションに切り換えないこと。
12. 本器または手が水などでぬれた状態では使用しないこと。
13. 指定タイプのテストリードを使用すること。
14. テストリードは被測定物の接地側に先に接続し、はなす場
合は最後に接地側をはなすこと。

15. 電池交換を除く修理・改造は行わないこと。
16. 始業点検および年1回以上の点検は必ず行うこと。
17. 屋内で使用すること。

1  . 絶縁抵抗測定時、本器の測定端子には高電圧が発生して
います。
この電圧より耐電圧の低い被測定物では、測定時、電気
的に破損する恐れがあります。
耐電圧が低かったり不明の機器および部品（半導体など）
の接続されている電路（回路）では、それ等を電路より
はずして測定することをお奨めします。
特にコンピュータの場合、注意が必要です。

2  . 絶縁抵抗測定では、被測定回路の使用電圧になるべく近
い定格測定電圧の絶縁抵抗計で測定してください。
例：100Vの電路では定格測定電圧125Vの絶縁抵抗計を
用いる。
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（注） 
電池それぞれ
の＋，－の極
性に誤りのな
いことを確認
すること。 















1）測定端子に入力を加えた状態でケースや電池ふたをはずす
と、感電のおそれがあります。 
2）高電圧の発生防止のためファンクションスイッチツマミは
POWER OFFの位置にしてから電池交換すること。 

①本器裏面の電池押さえ板をはずします。 
②単三乾電池R6P（マンガン電池）6本を交換します。（極性に注意） 
　アルカリ電池は、漏液の心配があるので、なるべく使用しないでください。 
③電池押さえ板をもとどおりに取り付けます。 

７－４　電池交換 
 警　告 
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８－１　保証期間について 
本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。 
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限り
ます。また、製品本体の確度許容差は1年保証、製品付属の電池、
テストリード等は保証対象外とさせていただきます。 
 
８－２　修理について 
1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。 
内蔵電池の容量はありますか？電池装着の極性は正しいですか？ 
測定用リードは断線していませんか？ 

2）保証期間中の修理 
保証書の記載内容によって修理させていただきます。 

3）保証期間経過後の修理 
修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有
料で修理させていただきます。 
修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もあります
ので事前にお問い合わせください。 

    ●    

    ●   

    ●   

    ●  

   

    ●   

電池1.5V（R6P）6本 



本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年間です。
補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
購売部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合
は、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。 

4）修理品の送り先 
製品の安全輸送のため、製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分な
クッションを詰めてテストリード（付属品も）一緒にお送りください。 
箱の表面に「修理品在中」と明記してください。 
輸送にかかる往復の送料はお客様のご負担とさせていただきます。 

［送り先］ 三和電気計器株式会社  羽村工場・サービス課 
 〒205―8604 東京都羽村市神明台4―7―15 
  TEL（042）554―0113 
 
８－３　お問い合わせ先 
東京本社 ：TEL（03）3253―4871　FAX（03）3251―7022 
大阪営業所 ：TEL（06）6631―7361　FAX（06）6644―3249 
お客様計測相談室  　0120―51―3930 
受付時間　9：30～12：00　13：00～17：00（土日祭日を除く） 
ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp

    ●   

    ●   

    ●   

    ●   

単三乾電池　R6P（マンガン電池）×6



出荷時の電池について 
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された
電池寿命に満たないうちに切れることがあります。 
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のこと
です。 
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Replace the batteries with 6 pieces of new R6P (manganese batterys). 
Be careful for the mounting position (polarity) of batteries.

(R6P)
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[9]   After Sales Service

9-1  Warranty and Provision 

Sanwa offers comprehensive warranty services to its end-users and 
to its product resellers. Under Sanwa's general warranty policy, each 
instrument is warranted to be free from defects in workmanship or 
material under normal use for the period of one (1) year from the 
date of purchase.
This warranty policy is valid within the country of purchase only, and 
applied only to the product purchased from Sanwa authorized agent 
or distributor.
Sanwa reserves the right to inspect all warranty claims to determine 
the extent to which the warranty policy shall apply. This warranty 
shall not apply to test leades, fuses, disposables batteries, or any 
product or parts, which have been subject to one of the following 
causes:
1. A failure due to improper handling or use that deviates from the  

instruction manual.
2. A failure due to inadequate repair or modification by people other 

than Sanwa service personnel.
3. A failure due to causes not attributable to this product such as fire,  

flood and other natural disaster.
4. Non-operation due to a discharged battery.
5. A failure or damage due to transportation, relocation or dropping  

after the purchase.

9-2  Repair

Customers are asked to provide the following information when 
requesting services: 
1. Customer name, address, and contact information
2. Description of problem
3. Description of product configuration
4. Model Number
5. Product Serial Number
6. Proof of Date-of-Purchase
7. Where you purchased the product
1)Prior to requesting repair, please check the following:

Capacity of the built-in battery, polarity of installation and 
discontinuity of the test leads.
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2) Repair during the warranty period:
 The failed meter will be repaired in accordance with the conditions  
stipulated in 9-1 Warranty and Provision.

3) Repair after the warranty period has expired:
In some cases, repair and transportation cost may become higher 
than the price of the product. Please contact Sanwa authorized 
agent / service provider in advance.
The minimum retention period of service functional parts is 6 
years after the discontinuation of manufacture. This retention 
period is the repair warranty period. Please note, however, if such 
functional parts become unavailable for reasons of discontinuation 
of manufacture, etc., the retention period may become shorter 
accordingly.

4) Precautions when sending the product to be repaired:
To ensure the safety of the product during transportation, place the 
product in a box that is larger than the product 5 times or more in 
volume and fill cushion materials fully and then clearly mark 
"Repair Product Enclosed" on the box surface.  The cost of sending 
and returning the product shall be borne by the customer.

9-3  SANWA web site

http://www.sanwa-meter.co.jp
E-mail: exp_sales@sanwa-meter.co.jp
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R6P (manganese battery) x 6
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