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■セット内容
●なべねじ (M5×8) 3個

取扱説明書

日本文

●ベースプレート 1個

ハッコーFG-460用スタンド

●六角レンチ

このたびはハッコーFG-460用スタンドを
お買い上げいただきまことにありがとうございます。 ●支持パイプ 1本
お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり
正しくお使いください。
またお読みになった後も大切に保管してください。

中 文

(対辺2.5) 1個

●セットねじ

English

六角穴付止めねじ
(M5×８) 2個

■組み立て及び使用方法
注意 ： 使用中にはずれたりしないよう取付けは確実に行ってください。

①ハッコーFG-460の
取付台を支持パイプ
に取り付けます。
なべねじで３ヵ所、
固定します。

③ベースプレートの上にテストプレートを
置きます。

フランジ

取付台

接続コードをベースプレートの通し穴に通しま
す。スタンドを倒し接続コードを支持パイプの
A の穴から出します。
中に通し○

④ハッコーFG-460本体の取付けツマミで
取付台に本体を固定します。
②支持パイプをベースプレートに
取り付けます。
支持パイプをベースプレートに最
後まで差し込み、取付台の方向を
合わせます。付属の六角レンチで
セットねじを締め（２ケ所）支持
パイプを固定します。

テストプレートからの
接続コード、ACアダプ
ターのプラグをハッコ
ーFG-460左側面のジャ
ックに差し込みます。
接続コード
ACアダプター

http://www.hakko.com

〒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

取付け
ツマミ

A

セットねじ
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OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096
Toll Free (800)88-HAKKO
4 2 5 5 6

http://www.hakkousa.com
HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217
http://www.hakko.com.hk
E-mail:info@hakko.com.hk
SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE LTD.
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033
http://www.hakko.com.sg
E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com

© 2016 HAKKO Corporation. All Rights Reserved.

2015.12
MA02778XZ151201

通し穴

No. C5032

■包裝清單
●底板座 1個

●大柱頭螺釘 (M5×8) 3個

HAKKO FG-460用立架

使用說明書

●六角扳手 (對邊2.5) 1個

此次承蒙惠購HAKKO FG-460用立架，
僅申誠摯謝忱。
請閱讀此使用說明書後再正確使用該產品。
並且閱讀後也請慎重保管本說明書。

●支桿 1本
●安裝螺釘

六角帶孔螺釘 (M5×8)
2個

No. C5032

■ PACKING LIST
● Baseplate (x 1)

Stand for HAKKO FG-460

● Pan head screws

(M5 x 8) (x 3)

Instruction Manual
Thank you for purchasing the Stand for
HAKKO FG-460 Footwear Tester.
Please read this manual before operating
the HAKKO FG-460.
Keep this manual readily accesible for reference.

● Hex wrench

(2.5 across flats) (x 1)

● Support pipe (x 1)
● Setscrews

(hex socket head)
(M5 x 8) (x2)

■ Assembly and how to use

■組裝及使用方法

CAUTION: Be sure to assemble all parts firmly so that they do not shift during use.

注意 ： 請務必切實安裝好以防使用時發生偏移。

①將HAKKO FG-460的安裝臺
安裝到支桿上。

③將測試板放置到底板座上。
將連接電線的穿過底板座的安裝孔。放倒立架將
連接電線穿過支桿並從 A 孔穿出。

用大柱頭螺釘固定3處。
安裝臺

①Attach Hakko FG-460
mounting base to the
support pipe.
Use pan head screws
and fasten in 3 places.

法蘭

③Place the test plate on top of the
baseplate.

Flange

Mounting
base

④Fasten the FG-460 main unit on the
mounting base using the mounting
screws.

④使用HAKKO FG-460主機的安裝旋鈕將
主機固定在安裝臺上。
②將支桿安裝到底板座上。
將支桿完全插入底板座上，調整方
向和安裝臺一致。使用附屬的六角
扳手擰緊安裝螺釘（2處）固定支
桿。

將來自測試板的連接電
線和AC電源插頭插入
HAKKO FG-460左側面的
接線腳。

②Attach the support pipe to the
baseplate.

Insert the support pipe fully into the
baseplate and align the mounting
base with the baseplate. Use the
included hex wrench to tighten the
setscrews (2 places) to fasten the
support pipe.

連接電線
AC轉接器

安裝旋鈕

Pass the connection cable through the hole in
the baseplate. Tilt the stand and pass the
connection cable through the support pipe so
that it comes out of hole A .

Plug the connecting cord
from the test plate and the
AC adapter plug into the
respective jacks on the left
side of the HAKKO FG-460.
Connecting
cable
AC adapter

A

A

Mounting
screw

Setscrews

安裝螺釘

Connecting
cable

連接電線
測試板

安裝孔

Hole

Test plate

