アームスタンド

アーム固定ノブ

品番/C1568
ジョイント

取扱説明書
①スタンド型ベースを作業台に取り付けます。

ツマミ

※動かないようにツマミをしっかり締めてください。

調節ノブ

②ジョイント(調節ノブ側)をスタンド型ベースに
差し込み、アーム固定ノブを締めて固定します。

アーム

③アームをジョイントに通します。
※ご使用になられる長さに合わせてアーム固定
ノブを締めてください。

スタンド型ベース

④ハッコーFA-400に貼ってあるシール（左右）を
外します。
⑤ハッコーFA-400本体をアームに取り付けます。
取り付けの向きに注意してください。(図参照)

※最も作業しやすい角度に調節してご使用ください。
※ビーズバンドは、電源コード止めとして必要に応じて
ご使用ください。
※ハッコーFE-500やハッコー443に取り付ける場合、
本体両側についているクッションを外さず、そのま
まはさんでください。

●仕様

※調節ノブがゆるんでいるとハッコーFA-400本体が
下がってくることがありますので、その時は調節
ノブを締めてください。

⑥アームの長さや向きは、各アーム固定ノブで調節
してください。

品

名 アームスタンド（ツマミ付）

品

番 C1568

重

量 1.8Kg（除ツマミ）

品

番

B1166

品

名

仕

ツマミ

様

2個入,ESD

＊仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、
あらかじめご了承ください。

※ジョイントの調節ノブは絶対に外さないでください。

支

架

臂

編號 C1568

支架臂固定鈕

使用說明書

接頭

1. 將支桿固定致工作台上，然後將螺絲
擰緊，使底座不鬆動。

鈕
調整鈕

2. 將接頭（從調整鈕一側）插入致支桿
內，並且擰緊支架固定鈕。

支架臂

3. 使支架穿過接頭。將支架調整致使用
時需要的長度，然後在該位置擰緊支
架的固定鈕。
4. 從HAKKO FA-400 的兩側拆下貼紙。

支架桿

5. 將HAKKO FA-400 固定於支架之上
（參照右圖），擰緊調整鈕。
注記：
如果調整鈕未擰緊，則HAKKO FA-400
將會下垂。如果發生下垂的現象，請
擰緊調整鈕。
6. 使用支架固定鈕來調整支架的長度和
角度。請勿將固定鈕從接頭上拆下。

※請分別在左右兩邊安插一個襯墊。
（HAKKO FE-500，443)

規格
名
編
重

稱
號
量

部件編號
B1166

7. 調整HAKKO FA-400 的煙霧吸收器的
角度，使煙霧吸收效果最佳。

支架臂（附鈕）
C1568
1.8kg（不含鈕）

部件名稱
鈕

規格
附2 個，ESD

※ 規格及外觀可能改良變更，恕不先行通知。

ARM STAND

No.C1568

Arm fixing knob

Instruction Manual

Joint

1. Mount the stem on the workbench.
Fasten the screw tightly so the stem
does not move.

Knob

Adjusting knob

2. Insert the joint (from the adjusting knob
side) into the stem and tighten the arm
fixing knob.

Arm

3. Pass the arm through the joint. Adjust the
arm to the distance required for use, then
fasten it in place with the arm fixing knob.
4. Remove the seals from both sides of the
HAKKO FA-400 and remove the stand.
5. Fasten the HAKKO FA-400 to the arm
(see figure at right) and tighten the
adjusting knob.
NOTE:

If the adjusting knob is loose, the HAKKO FA-400
may sag downward. If this happens, tighten the
adjusting knob.

6. Use the arm fixing knobs to adjust the arm
length and angle. Do NOT remove the adjusting
knob from the joint!
7. Adjust the angle of the HAKKO FA-400 smoke
absorber for optimum smoke absorbency.

Stem

*Place the supplied cushion rings at each side
between the main unit and the arm stand.
(HAKKO FE-500, 443)

Specifications

Part Name Arm stand
C1568

Part No.
Weight
(w/o Knobs)
Part No.
B1166

1.8Kg (3.97lbs.)
Part Name

Knob

Specifications
set of 2, ESD

*Specifications and design are subject to change without notice.
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