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Thank you for purchasing the Hakko 435. This wrist strap has been
designed to prevent the human body from being charged with static
electricity. Read this instruction manual and use the wrist strap
properly. Keep this manual readily accessible for reference.

連結部

CAUTION
● Hold the snap part to disconnect the grounding wire.
The wire may break if you pull it.
● 1-MΩ resistor is installed in the snap part of the
grounding wire to prevent electric shock. Do not
eliminate it for any reason.
● Check the grounding wire regularly for continuity.
● For washing the wrist band, use neutral detergent.
● Discontinue use immediately if itching, a rash, or other
symptoms occur.
<Operating instruction>
Attach the wrist band on your wrist. Attach the snap of the
grounding wire to the wrist band, and then ground the opposite end
of the grounding wire.

■SPECIFICATIONS
Part name
Part No.
Packing
list

HAKKO 435/Wrist strap
435-01
Wrist band ............................1
Grounding wire (with banana
plug, alligator clip) 1.5m........1

■REPLACEMENT PARTS
Part No.
B2764
B2699
B2700

Part name
Wrist band
Grounding wire／1.5ｍ
Grounding wire／2.5ｍ

435-02
Wrist band.................................... 1
Grounding wire (with banana
plug, alligator clip) 2.5m ......... 1
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お買い上げいただきありがとうございます。この商品は人体の静電気
帯電を防止するためのバンドです。この取扱説明書をお読みになり正
しくお使いください。またお読みになった後も大切に保管しておいて
ください。

承蒙惠顧，謹致謝忱。本產品為防止人體所帶電的手帶。使
用HAKKO 435之前，請詳閱本使用說明書，正確使用。閱後請
妥為收存，以備日後查閱。

注意

注意
●拉電線的話會造成斷線的原因。因此拆下接地線時，請抓住
線端夾子。
●為防止觸電，接地線之夾子部含有1MΩ電流限制電阻。請絕
對不要取下。
●請定期檢查是否有斷線。
●請用中性洗劑洗手環。
●如果有發炎，發癢等症狀出現時，請馬上停止使用。

● コードを引っ張ると断線の原因となりますので、アース線は
スナップ部を持ってはずしてください。
● 電気ショックを防止するため、アース線のスナップ部に１MΩ
電流制限抵抗が入っています。絶対に取り除かないでください。
● アース線の断線などがないか、定期的に調べてください。
● リストバンドの洗濯には中性洗剤をお使いください。
● 着用時に、かぶれ、かゆみ等の症状が出た場合、直ちに使用を
中止してください。
＜使用方法＞
リストバンドを手首にはめます。アース線のスナップをリストバンド
に取り付け、反対側をアースしてください。

■仕様
品名 ハッコー435／リストストラップ
435-02
品番 435-01
セット リストバンド........................... 1 リストバンド........................... 1
内容 アース線
（バナナプラグ、
ワニグチ アース線
（バナナプラグ、
ワニグチ
クリップ付）
実用1.5ｍ .............. 1 クリップ付）
実用2.5ｍ .............. 1

〈使用方法〉
將消靜電手帶戴在手腕。將接地線之夾子裝接在消靜電手帶，
另一端則接地。

■規格
名稱
編號
包裝
清單

HAKKO 435/消靜電手帶
435-01
435-02
手環 .....................................1 手環 .................................. 1
接地線附香蕉插頭，
接地線附香蕉插頭，
鱷魚夾1.5m.........................1 鱷魚夾2.5m...................... 1

■交換部品
品
名
品番
B2764 リストバンド
B2699 アース線／1.5ｍ
B2700 アース線／2.5ｍ

■更換部件
編號
B2764
B2699
B2700

名 稱
手環
接地線/1.5m
接地線/2.5m
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