IRON HOLDER
FH-800
取扱説明書 / Instruction Manual / 使用手冊
日本白光牌

本製品は IH 式はんだこて用のこて台です。
This product is an iron holder for induction heating soldering iron.
本產品是高周波加熱焊鐵用焊鐵架。

注意 / CAUTION / 注意事項

●こて台の口金は高温になる場合があります。やけどの恐れがありますので注意してください。
●クリーニングスポンジは必ず水を含ませて使用してください。
●交換部品は純正品を使用してください。
● The iron receptacle of the iron holder may become extremely hot. Be cautious of burn.
● Always dampen the cleaning sponge with water before use.
● When replacing parts, use only genuine HAKKO parts.
●當使用時焊鐵插孔溫度會升高，請勿接觸其部分可能導致燙傷。
●清潔海綿請務必濕水後再使用。
●更換零件時，請僅使用原廠的 HAKKO 零件。

■セット内容 / Contents / 內容
こて台
IRON HOLDER
焊鐵架

適用はんだこて
Applicable soldering iron
適用的焊鐵
こて台ベース / 口金付き
Iron holder base / with iron receptacle
焊鐵架底座 / 附焊鐵插座
クリーニングスポンジ
Cleaning sponge
清潔海綿

クリーニングワイヤー
Cleaning wire
清潔絲
クリーニングブラシ
Cleaning brush
清潔刷

屑受け / 保護シート
Waste collection tray / Protection sheet
集屑盤 / 保護膜片
こてカバー
Iron cover
焊鐵護蓋
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こてカバー（FX-1003 専用）
Iron cover（for FX-1003 only）
焊鐵護蓋（FX-1003 専用）

クリーニングスポンジ
Cleaning sponge
清潔海綿

A5064

A5038

FH800-81BY
FH800-51BY

FH800-82BY
FH800-52BY

口金
Iron receptacle
焊鐵插座

こて台ベース
Iron holder base
焊鐵架底座

クリーニングワイヤー
Cleaning wire
清潔絲

または
or
或者

クリーニングブラシ
Cleaning brush
清潔刷

口金
Iron receptacle
焊鐵插座

・こて台ベース単体の販売はありません。
・The iron holder base alone is not sold separately.
・焊接架底座單體不售。

オプション／ Option ／選配
A5065
保護シート
Protection sheet
保護膜片

屑受け
Waste collection tray
集屑盤

FH800-83BY
FH800-84BY

B3751

交換部品／オプションの詳細は web でご確認ください。
For details of replacement parts / option,
please access our website.
交換部件／選購部件的詳細請在網站上確認。
https://www.hakko.com

オプション／ Option ／選配
A1561

クリーニングブラシ
Cleaning brush
清潔刷

クリーニングワイヤー
Cleaning wire
清潔絲

オプション／ Option ／選配
B5009
マウスキャップ
Rubber cleaner
清潔橡膠
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