FM-206 基板 (B3679) 交換方法
FM-206 電路板 (B3679) 的交換方法 / 日本白光牌
FM-206 How to replace the P.W.B. (B3679)
警

⑤のねじ（４カ所）を外し、ポンプ組品をステーションから
取り外します。
把圖⑤中的 (4 個 ) 螺絲取下之後，把泵從焊台拆下來。
Remove four screws ⑤ and pump assembly from the unit.

告

：部品交換の際、電源プラグは必ず抜いてください。
感電の恐れがあります。
警 告
：進行 HAKKO FM-206 更換部件之前，請務必拔掉電源插頭，
否則可能造成觸電。
WARNING : Before replacing parts, be sure to disconnect the power
plug. Failure to do so may result in electric shock.

⑤

カバーを取り外します。
取下蓋子。
Remove the cover.
ポンプ組品を外す前に①と②のコネクタを外します。
拆下泵之前，把①和②的連接器取下來。
Disconnect the connectors ① and ② before moving the pump assembly.

⑥〜⑨の各コネクタを取り外します。
取下⑥〜⑨中的連接器。
Disconnect each connector ⑥ - ⑨.

※リード線を束ねるインシュロックを切断します。
※切斷捆綁導線的線束扎帶。
* Cut off the cable tie to free the tied wires.

②
①

⑦
⑥

③のように透明のチューブ２本をポンプ組品から外します。
把圖③中的兩個膠管從泵取下來。
Disconnect two transparent tubes ③ from the pump assembly.

③

④のようにポンプ組品に
ついたインシュロックを
切断し、外します。
如圖④把捆綁在泵的線束扎帶
切斷後取下來。
Cut off the cable tie
from pump assembly
as shown in the figure ④.
④

⑧

⑨
※リード線を束ねるインシュロックを
切断します。
※切斷捆綁導線的線束扎帶。
* Cut off the cable tie to free the tied
wires.

⑩〜⑬のコネクタを外します。取り付ける際はリード線の色に注意して、間違ったコネクタを
取り付けないように注意してください。
取下⑩〜⑬中的連接器 . 安裝的時候，請注意不要連接錯 . 請參考顏色。
Disconnect four connectors ⑩ - ⑬.
Be careful not to connect incorrectly paying attention to wire colors when reassembling.

⑩

⑪

黒
黑
Black

黄
黃
Yellow

⑫

⑬

白
白
White

赤
紅
Red

クリップ大２個（⑱、⑲）とクリップ小１個（⑳）を放熱板から取り外します。
從放熱板把大夾子２個（⑱，⑲）和小夾子１個（⑳）取下來。
Remove two large clips (⑱ and ⑲) and the small clip (⑳) from the radiation plate.
クリップ小（⑳）が固定しているレギュレータには絶縁チューブが
被さっています。クリップ小（⑳）を取り付ける際は新しい絶縁
チューブを被せ、固定してください。( 図１参照 )
用小夾子（⑳）固定的調整器上帶有絕緣套。安裝小夾子（⑳）的時候，
請套上新的絕緣套固定。（請參照圖 1）
The regulator secured with the small clip (⑳) is covered with the
insulation tube. Cover the regulator with a new insulation tube when
attaching the small clip (⑳). (Please refer to Fig. 1. )
絶縁チューブ付
帶有絕緣套
with insulation
tube

⑳

図１/ 圖 1/Fig. 1

ねじを外し、フィルター
ケースを外します。
擰下螺絲，拆下過濾蓋子。
Take off the vacuum outlet
retainer after removing
2 screws.
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隔壁ユニオンを取り外します。
取下隔壁接頭。
Remove the joint.

⑯
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新しい基板を取り出し、外す時と逆の手順で
取り付けていきます。
把新的電路板按照拆卸的反順序進行安裝。
Reassemble with a new P.W.B. in the reverse
order of disassembly.

⑰
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クリップ大が固定しているダイオードブリッジ
背面のシリコングリスは拭き取らないでください。
用大夾子來夾住的部品背面塗有硅潤滑油，請不要擦拭。
Don't wipe up silicon grease which is applied on
components secured with the clips.

イラストに示す箇所のねじを外し、基板組品を取り外します。
把圖中所示的螺絲擰下後，拆下電路板。
Remove the screws as shown in the figure below and take out the P.W.B. assembly.

はんだ付け部を外し、電源
スイッチを取り外します。
除去銲錫，拆下電源開關。
Remove the switch after
sucking solder on the
terminals.

⑮

⑲

絶縁チューブ
絕緣套
insulation tube

⑭と⑮のように透明のチューブと黒のチューブを、⑯と⑰のように電源スイッチと
フィルターケースを外します。
把圖⑭和⑮中的透明膠管和黑色膠管，圖⑯和⑰的電源開關和過濾蓋取下來。
Disconnect the transparent ⑭ and black ⑮ tube.
Remove the switch ⑯ and the vacuum outlet retainer ⑰ from the front panel.

⑭

⑱
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