702B、850B、852、FR-801、FR-802、FR-803
オプションノズル

使用上のご注意
・702B、850B、FR-801、FR-802に使用する場合
ノズルの内側にねじ(M3 x 5)がついている場合は、
ねじを外さないでください。下図参照
・852、FR-803に使用する場合
ノズルの内側にねじ(M3 x 5)がついている場合は、
ねじを外してください。
・シングルノズルと内側にねじ(M3 x 5)がついていないノズルは
パッドは使用できません。
・BGA用ノズルはパッドは使用できます。

702B、850B、852、FR-801、FR-802、FR-803
オプションノズル

使用上のご注意
・702B、850B、FR-801、FR-802に使用する場合
ノズルの内側にねじ(M3 x 5)がついている場合は、
ねじを外さないでください。下図参照
・852、FR-803に使用する場合
ノズルの内側にねじ(M3 x 5)がついている場合は、
ねじを外してください。
・シングルノズルと内側にねじ(M3 x 5)がついていないノズルは
パッドは使用できません。
・BGA用ノズルはパッドは使用できます。
ねじ/螺釘
(M3 x 5)

ねじ/螺釘
(M3 x 5)

702B, 850B, 852, FR-801, FR-802, FR-803另購噴嘴
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使用上的注意
·與702B, 850B, FR-801, FR-802使用時
如果噴嘴內側有螺釘(M3 x 5), 請勿取下此螺釘。
參照上圖
·與852B, FR-803使用時
如果噴嘴內側有螺釘(M3 x 5), 請取下此螺釘。
·單獨式噴嘴及沒有內側螺釘的噴嘴不能使用吸墊。
·BGA噴嘴可以使用吸墊。
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702B, 850B, 850D, 852, FR-801, FR-802, FR-803
Optional nozzles
Precaution
・Using the nozzle with 702B, 850B, 850D, FR-801,
FR-802
If the nozzle has an M3 x 5 inside screw, do not
remove the screw. Refer to the drawing as under.
・Using the nozzle with 852, FR-803
If the nozzle has an M3 x 5 inside screw, remove
the screw.
・Some nozzles do not have an M3 x 5 inside screw.
The vacuum pad for the 852 and FR-803 cannot
be used for these nozzle.
・The vacuum pad for the 852 and FR-803 can be
used with BGA nozzles.

inside screw
M3 x 5
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