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Safety Notice 

Pass this Notice to the operator. 

Read this Notice before operation. Improper use may cause 

product breakable and serious injury. 

Post this Notice in the working room. 

Read the Safety Data Sheet (SDS) before operation. SDS 

can be downloaded at our web site 

https://www.tfg.co.jp/en/. 

 

Before use 

Do check product before mounting. Never use it if you find 

some damage. 

Do run wheel in direction of directional arrow on metal ring 

or inside of the wheel. 

Do use product under MAX RPM speed on the label.  

Do use Flanges matching point within 0.1mm of the fitting. 

The brim of flange should be large enough to hold the base 

of abrasive flap by at least 10mm. 

☆Warning! 

Improper use may cause product breakable and serious 

injury. 

 

After mount 

Do run wheel for 30 seconds before using. Stop it if vibrating 

occurs. Determine cause and correct before continuing. 

Don’t touch wheel while running. 

☆Warning!  

Keep safety distance at least 3m while no load operation. 

Touch wheel while running can cause serious injury. 

 

During operation 

Do use polishing head cover protection for a part of break.  

Do use suitable dust collector as stated in the SDS. 

Spark and some flying off the wheel can injure or cause fire. 

Remove flammable or explosive materials from work area. 

Noise will be generated during polishing. Operator should 

wear ear protection. Install a soundproof polishing head 

cover or soundproof room if necessary. 

The surface of the product may burn black due to heat. Stop 

working and improve the working environment to effectively 

release the frictional heat before restart if it occurs. 

Do wear safety shoes, arm guards, gloves, safety glasses and 

dust protect mask. 

Don’t use product except polishing purpose. 

☆Warning! 

Exposure to dust can result in lung damage and/or other 

physicalinjury. 

Improper use may cause product breakable and serious 

injury. 

Excessive heat may cause the surface of the product and/or 

workpiece to burn black. Do stop to use immediately. 

Continued use may cause the product to ignite, resulting in 

fire. 

 

Keeping 

Do store products prior to use at 35-50% relative humidity 

and 60-80F. 

 

Guarantee 

Products are guaranteed for three years against faults in 

manufacture. Nevertheless they are not guaranteed against 

misuse by the owner. 
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安全に関する注意書 

・本書を作業者に渡して下さい。 

・製品を使用する前に本書をよく読んで下さい。誤った使

い方をすると製品が壊れたり、重傷を負う可能性がありま

す。 

・本書を作業場に掲示して下さい。 

・製品を使用する前に安全データシート（SDS）を読んで下

さい。SDSは弊社web siteよりダウンロードして下さい。 

 

取り付け時に確認する事 

・製品に損傷はないか外観を確認下さい。損傷した製品は

使用しないで下さい。 

・製品は表示されている回転方向を守ってお使い下さい。 

・製品に表示されている最大回転数以下でお使い下さい。 

・フランジははめ合い部が金具との誤差0.1mm以下である物

をお使い下さい。 

・ツバ部が研磨布の根元を少なくとも10mm押さえるサイズ

の物をご用意下さい。 

警告 

・上記を守らず不適切な使用を続けた場合、製品が破断す

る恐れがありワークや研磨機の損傷、あるいは作業者に

重大な傷害を与える恐れがあります。 

 

取り付けた後、作業前にする事 

・作業の前に30秒間の無負荷運転を行って、金具が充分に

締め付けられている事と製品が正常に回転することを確

認してからお使い下さい。異音がする場合は、取り外し

て原因を調べて下さい。 

・製品が回転している間は絶対に直接手を触れないで下さ

い。 

警告 

・無負荷運転時は製品の周囲から半径3ｍ以上離れて下さ

い。 

・回転している製品に手を触れると重大な傷害を負う危険

性があります。 

 

 

 

 

 

作業中にする事 

・作業中は何らかの衝撃で研磨布が飛散する可能性があり

ますので、必ず研磨ヘッドに防護カバーを取り付けて下

さい。 

・研磨作業によって粉塵が排出されます。適切な集塵装置

をお使い下さい。 

・研磨時に大量の火花が出ます。可燃物、引火すると爆発

の恐れがある物は周囲に置かないで下さい。 

・研磨時には騒音が発生します。作業者はヘッドフォンを

付けて下さい。必要に応じて防音カバー、防音室を設置

して下さい。 

・製品の表面が熱で黒く焦げることがあります。そうした

場合は作業を中断し、摩擦熱を効果的に逃がすように作

業環境を改善してからお使い下さい。 

・安全靴、保護メガネ、安全帽、防塵マスク、保護手袋を

着けて作業して下さい。 

・製品を研磨以外の目的で使用しないで下さい。 

警告 

・粉塵を大量に吸引すると呼吸器障害を引き起こす恐れが

あります。 

・製品が破断するとワークや研磨機の損傷、あるいは作業

者に重大な傷害を与える恐れがあります。 

・製品やワークの表面が研磨熱で黒く焼ける場合がありま

す。その場合は速やかに作業を中断して下さい。使用を

続けると製品が発火して火災を引き起こす恐れがありま

す。 

 

保管上の注意事項 

・直射日光を避け、常温で温度の低い場所に保管下さい。 

保証の範囲 

・使用者の間違った使用による場合を除いて、製造より３

年以内に瑕疵が発見された場合は交換いたします。 
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