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ＥＩＷＡパルスミグ - ＰＲＯ．
model  :   M222P

　本体の右側と左側とで独立した制御となっている「EIWAパルスミグ‐Pro.」。２種類のワイ
ヤーとシールドガスをそれぞれセットすれば、必要な時に必要な溶接が瞬時に行うことがで
きます。溶接の切替えはとても簡単。使用するトーチのトリガーを引くだけで「ワイヤーの交
換」「ガスの切替え」「設定の変更」全てが完了します。右側、左側の溶接内容は自由です。例え
ば、右側を「高張力鋼板」用に、左側を「ブレージング」用にセットしたり、右を「ブレージング」
左を「アルミ」というように、作業者様の仕事内容によって自由にセットできます。もちろん、
両側ともパルス溶接の設定及び解除が可能です。内部はインバーターでデジタル制御されて
おり、溶接を行う箇所の厚さを入力するだけでより細かでより正確な溶接が行えます。

・スチール用トーチ
・アルミ・ブレージング兼用トーチ
・アルゴン＆混合ガス用流量計２個
  （※炭酸ガス100%で使用不可）
・スチールワイヤー（0.6×5kg）
・ブレージングワイヤー（0.8×2kg）
・替えチップ

※入力コードに取り付けるソケット
　は付属されておりません。

【セット内容】
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①  鮮やかな「EIWAレッド」が目を引く本体は、トーチを掛けるアームやワイヤーなどを収納できる箇所を作り、使いやすさにもこだわりました。　②  本体左右に、
それぞれ個別のワイヤーが装着可能です。　③  シールドガスのボンベも大型タイプを２本設置できます。フロントタイヤにはロック式をリヤタイヤには特殊ゴム
を使用した大型車輪を採用し、機動性も配慮しました。  ④  溶接の設定は液晶パネルを見ながら選択するだけ。誰にでも簡単に行えます。



ＥＩＷＡパルスミグ - ＧＴ
model  :   M220PＧＴ－

①

② ③ ④

①  コンパクトタイプ。正面左側にはワイヤーをセットするためのドラムとチップなどの小物を収納するための場所が用意されています。　②  大型のボンベが１本乗せられる
オリジナルスタンドが標準装備。　③  約 15ｋｇの軽量モデルで持ち運びが容易に行えます。　④  ＴＩＧ溶接及びアーク溶接が行えます（※別途オプションです。）

【セット内容】
　軽量＆コンパクトモデルで使用する場所を選びません。また付属の EIWAオリジナル

スタンドには大型のボンベが１本乗せられ移動も楽々行えます。本体性能は、外見とは

違いとてもパワフルです。インバーター制御で従来の溶接機より低電力で高出力が可能

となりました。電流値やワイヤースピードなどの設定もとても簡単で、本体正面に搭載

されている「液晶パネル」を見ながら選択するだけ。今まで設定が難しかったアルミや

ブレージングなどのパルス溶接が簡単に行えるようになりました。またパルス溶接以外

もデジタルで制御するため、火花が飛びにくく綺麗なビート（溶接跡）を形成します。　

　　　　　　　

・EIWAオリジナルスタンド
・アルミ・ブレージング兼用トーチ
・アルゴン＆混合ガス用流量計１個
  （※炭酸ガス100%で使用不可）
・スチールワイヤー（0.6×5kg）
・ブレージングワイヤー（0.8×2kg）
・替えチップ

※入力コードに取り付けるソケット
　は付属されておりません。



M220P 専用 TIG 溶接トーチ
GT モデルで TIG 溶接を行う時に必要です。

M220P 専用 TIG 溶接トーチ  (M-220-TIG)

M220P 専用 アーク溶接トーチ
GT モデルでアーク溶接を行う時に必要です。

M220P 専用アーク溶接トーチ (M-220-AC)

３ｍスチール用トーチ  (M-1467)
４ｍスチール用トーチ  (M-1467-4)
アルミ・ブレージング兼用トーチ  (M-1468-139）

溶接トーチ
各ワイヤー及び作業内容にあったトーチがございます。

 0.6mmスチール用チップ  (M-1457)  
 0.8mmスチール用チップ  (M-1459)  

 1.0mmアルミ用チップ  (M-1460-AL)  

 1.0mmスチール用チップ  (M-1460)  

 0.8mmアルミ用チップ  (M-1459-AL)

 0.8mmブレージング用チップ  (M -1459 -B)

溶接トーチ用チップ
消耗品。溶接トーチ先端に接続されている銅の筒。

※全て１セット１０個入り

 スチールトーチ用ガスノズル (M-1461)  

 アルミ・ブレージング兼用ガスノズル
　　　　　　　　　　　   (M-1461-AL)  

 スチールトーチ用スポットガスノズル
 「先端に２本の脚が付いているノズル」
                                                        (M-1463) 

溶接トーチ用ガスノズル
消耗品。溶接トーチ先端に接続されている銀色の筒。

※全て１セット２個入り

EIWAスパックス
 １ｍ×２ｍ  →  (PM-1800)
 

スパッターシート
溶接時にでる火花から車両を守ります。　　　　　　　　　　　　　　　

 EIWA スパッターグリス (M-GRS)

スパッターグリス
トーチ先端のスパッターの付着を防止します。　　　　　　　　　　　　　　　

アルゴン・混合ガス用流量計  (M-GAS-AL)

炭酸ガス１００％用流量計  (M-GAS-CO)

シールドガス用流量計
シールドガスの吐出量を制御します。　　　　　　　　　　　　　　　

※標準装備で「アルゴン・混合ガス用流量計」が付いています。

「高張力鋼板対応」スチールワイヤー　
 0.6mm×5kg  →  (M-1475)
 0.8mm×5kg  →  (M-1477)

ブレージングワイヤー
0.8mm×2.5kg  →  (M-Cusi-2.5)
0.8mm×5kg     →  (M-Cusi-5)
 
アルミワイヤー
 0.8mm×2kg  →  (M-A5356-08)
 1.0mm×2kg  →  (M-A5356-10)
 ※当社ではアルミワイヤーは「1.0mm×2kg」
     を推奨しております。

ステンレスワイヤー
 0.8mm×5kg  →  (M-308-08)

溶接ワイヤー
高張力鋼板からアルミまで幅広く取り揃えています。　　　　　　　　　　　　　　　

システムチャート
オプション＆消耗品

 EIWA 遮光面 (M-MEN)

遮光面
溶接時にだけ暗くなり、紫外線から目を守ります。　　　　　　　　　　　　　　　

※カラーバリエーションはお問い合わせ下さい。

M222P

高張力鋼板からアルミまで幅広く取り揃えています。　　　　　　　　　　　　　　　

M220P



Ｑ :  パルス溶接て何？

パルス溶接とは、溶接を行う電流を「パルス電流」と

「ベース電流」の２つに分け、この２つの電流を一定

周期で切り替えながら行う溶接のことで、ブレージ

ングやアルミなど溶接が難しいと言われるワイヤー

を誰にでも綺麗に溶接できるようにします。
時　間

電
　
流 従来の電流

EIWAパルスミグ

ベース電流

パルス電流

図：パルス溶接による電流移行

Ｑ  ：  これからの鈑金作業にブレージングワイヤーって必要？

最近の車両に多く採用されている「超高張力鋼板」は、溶接時に出る熱により著しく強度が落ち

ます。そこでブレージングワイヤーをパルス溶接で行うことにより、低い温度で溶接が行うこと

ができ強度を保つことができます。車両の強度の点でブレージングワイヤーは、これから必要

不可欠なモノになるでしょう。

Q  :  溶接機の設定が難しいのでは・・・？

本体正面に業界初の液晶パネルを搭載しているので簡単に設定ができます！またパルス溶接以外の
溶接もより細かくより正確に制御するので、火花が飛びにくい溶接が行えます。
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本体設定が一目
でわかる！

出力値の設定は
溶接個所の厚さ
を入れるだけ！
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設定は「溶接
プログラム」
から見て選ぶだけ。
オリジナル設定も
登録が可能です！



テクニカル・ノート
仕様＆性能表

EIWAパルスミグＧＴ. EIWAパルスミグＰＲＯ.

Ｍ２２０Ｐ Ｍ２２２Ｐ

定格入力電圧 

型式

定格入力

定格出力電流 １５ [A]  ～  ２００ [A]

H1100×W480×L 850 ※スタンドを含む H800 × W565 × L900

１７ [ｋｇ] ７０[ｋｇ]

５．５ [kVA]  /  ６．８ [kw] 

単相 ２００ [V]   ５０/ ６０ [Hz]共用

本体寸法[mm]

本体重量

ワイヤー             :    ＹＧＷ－１６
ワイヤー径 　   ：    0.6 ｍｍ
シールドガス　：　Ar  ＋  CO2
パルス制御    　：　無し

ワイヤー             :    ＣｕＳｉ
ワイヤー径        ：    0.8  ｍｍ
シールドガス    ：　Ar 
パルス制御    　：　有り 

ワイヤー             :    ＡＬＳｉ
ワイヤー径        ：    1.0  ｍｍ
シールドガス    ：　Ar 
パルス制御    　：　有り 

スチールビート跡

ブレージングビート跡

アルミビート跡
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※常に製品の改良を行っているため、予告なく規格及び外観を変更することがあります。
※本カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で異なる場合がございます。
※お買い求めの際は、当社が発行する保証書が添付されている事をご確認下さい。

● 販売店


