B5045

ハッコーFR-810用ヒーター組品 /
供HAKKO FR-810用發熱元件組件 /
Heating element assembly for HAKKO FR-810

(パイプ交換方法 / 引導管更換方法 / How to replace the heater pipe)
部品交換の前に「セット内容変更のお知らせ」をご覧ください。
在部件交換之前請確認「附屬品內容變更通知」。

Please read the “Notice of change in packing list” before replacing the parts.
セット内容 / 包裝清單 / PACKING LIST

セット内容変更のお知らせ / 附屬品內容變更通知 /
Notice of change in packing list
注意
旧仕様のヒーター組品をお使いの場合、全て新仕様のパーツに交換してください。

パイプ/引導管/
Heater pipe
×1

❶ 4本のねじを外します。

❹ 新しいパイプにマイカを差し込みます。

取下4個螺絲。
Remove the 4 screws.

將雲母插入新套管內。
Insert the mica into the new heater pipe.
新マイカ /
新雲母 /
New mica

❷ パイプを抜きます。

❺ 新しいパイプを取り付けます。

邊取下引導管。
Remove the heater pipe.

邊安裝新引導管。
Attach the new heater pipe to the
handpiece.

注意
如使用舊式樣的發熱元件組件，請更換為新式樣的發熱元件組件。
CAUTION
If previous model heaters were in use, please exchange all parts to upgraded heaters.

A5005 / A5006 / A5007
旧仕様/舊式/Previous contents
ヒーター/
發熱元件/
Heating element

旧仕様/舊式/Previous contents

❸

❻

パイプ/
引導管/
Heater pipe

ねじを取り付けます。
擰緊螺絲。
Tighten the 4 screws.
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断熱ファイバー/
熱綠體/
Heat insulation fiber

パイプ/
引導管/
Heater pipe

新仕様/新式/New contents

断熱ファイバー/
熱綠體/
Heat insulation fiber

マイカ/
雲母/
Mica

保護スリーブ /
保護管 /
Heater protection sleeve

警 告
https://www.hakko.com

更換發熱元件時，請務必切斷電源，並拔除電源線。請待手柄冷卻後再進行作業。

〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
ＴＥＬ：
（06）6561-1574（代）ＦＡＸ：
（06）6568-0821

WARNING

Please access the web address below for other distributors.

https:// www.hakko.com

新仕様/新式/New contents

警 告
部品交換の際、特に指示のある所以外では、必ず電源を切り、電源コードを抜いてください。こて部を
冷却してから作業を行ってください。
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マイカ/
雲母/
Mica

旧仕様/舊式/Previous contents
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ヒーター組品 (保護スリーブ付) /
發熱元件組件 (附保護管)/
Heating element assembly
(with Heater protection sleeve)
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マイカ/
雲母/
Mica

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
https://www.hakko.com.cn E-mail: info@hakko.com.hk

マイカ/
雲母/
Mica

断熱ファイバー/
熱綠體/
Heat insulation fiber

B5045

パイプ / 引導管 / Pipe

パイプからマイカを取り出します。
取出在套管中的雲母。
Remove the mica from inside the
heater pipe.
マイカ / 雲母 / Mica

マイカ/
雲母/
Mica

新仕様/新式/New contents
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When replacing the heating element, always turn the power switch OFF and disconnect
the power plug before performing any maintenance procedure. Wait for the hanpiece to
cool before replacing heating element/heater pipe.

A5005 / A5006 / A5007

B5049

部品交換の前に「セット内容変更のお知らせ」をご覧ください。
在部件交換之前請確認「附屬品內容變更通知」。

部品交換の前に「セット内容変更のお知らせ」をご覧ください。
在部件交換之前請確認「附屬品內容變更通知」。

(ヒーター交換方法 / 發熱元件更換方法 / How to replace the heating element)

Please read the “Notice of change in packing list” before replacing the parts.
セット内容 / 包裝清單 / PACKING LIST
マイカ/雲母/
Mica ×1

マイカ交換 / 雲母更換 / Replace the Mica

❶ 4本のねじを外します。

ヒーター組品 (保護スリーブ付) /
發熱元件組件 (附保護管)/
Heating element assembly
(with Heater protection sleeve) ×1

ヒーター交換 / 發熱元件更換 /
Replace the heating element

❺ コネクターを外してヒーター組品を
抜き取ります。
拆下接頭將發熱元件取出。
Disconnect and remove the heating
element assembly.

取下4個螺絲。
Remove the 4 screws.

❷ パイプを抜きます。

❻ 新しいヒーター組品をコネクタに

邊取下引導管。
Remove the heater pipe.

奥まで 取り付けます。
將新發熱元件與接頭連接插入底部。
Attach the new heating element
assembly all the way into the connector.

パイプ / 引導管 / Pipe

❸ パイプからマイカを取り出します。

新マイカ /
新雲母 /
New mica

セット内容 / 包裝清單 / PACKING LIST
マイカ/雲母/
Mica ×1

マイカ交換 / 雲母更換 / Replace the Mica
「ヒーター交換方法」❶〜❹参照
請參看「發熱元件更換方法」❶〜❹
See “How to replace the heating
element” ❶ - ❺

保護スリーブ交換 / 保護管更換 /
Replace the heater protection sleeve
ヒーター組品をこて部から取り外します。
(「ヒーター交換方法」❶〜❺参照)
拆下接頭將發熱元件取出。
(請參看「發熱元件更換方法」❶〜❺)
Disconnect and remove the heating element
assembly. (See “How to replace the heating
element” ❶ - ❺)

❻ ヒーター組品から保護スリーブを

取り外します。
將發熱元件的保護套管取下。
Remove the heater protection sleeve
from the heating element assembly.

❼ ヒーターに新しい保護スリーブを
❼ 新しいマイカが差し込まれたパイプを

將新雲母插入套管內。
Insert the new mica into the heater pipe.

Please read the “Notice of change in packing list” before replacing the parts.

！

取出在套管中的雲母。
Remove the mica from inside the
heater pipe. マイカ / 雲母 / Mica

❹ パイプに新しいマイカを差し込みます。

(保護スリーブ交換方法 / 保護管更換方法 / How to replace the heater protection sleeve)

上から被せ、ねじをしめます。
將更換好新雲母的套管套在更換好的
發熱元件上後擰緊螺絲。
Attach the heater pipe to the
handpiece and tighten the 4 screws.

押し入れます。
將新發熱元件保護管安裝到新交換
發熱元件上。
Slide on the new heater protection
sleeve onto the heating element.

保護スリーブ / 保護管 /
Heater protection sleeve ×1

❽ 新しいヒーター組品をコネクタに

奥まで 取り付けます。
將新發熱元件與接頭連接插入底部。
Attach the new heating element
assembly all the way into the connector.

！

❾ 新しいマイカが差し込まれたパイプを
上から被せ、ねじをしめます。
將更換好新雲母的套管套在更換好的
發熱元件上後擰緊螺絲。
Attach the heater pipe to the
handpiece and tighten the 4 screws.

