取扱説明書

C-349
ドラム抜
ドラム抜き
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このたびはホーザン Ｃ-３４９ ドラム抜き をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよく
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
あとも大切に保管してください。

注意文の
注意文の警告マークについて
警告マークについて
この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区
別しています。
警告
警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定して
のご注意
注意
注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、注意
注意 として記載されていても、あるいは特に記
述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れが
あります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の
使用上の注意
本器は自転車用のブレーキドラムを取り外すための工具
です。この目的以外に使用しないでください。

注意
注意
１．本器を改造しないでください。
２．本機に割れ、欠け、摩耗、変形などが認められる場
合は使用しないでください。
３．ハンドルにパイプなどを継ぎ足して過大な力を加え
ないでください。
４．ハンマーでたたかないでください。

ご使用方法
突起部先端の溝をドラムの穴に合わせ、ハンドルを反時
計方向に回します。
ほとんどのタイプのブレーキドラムに使用できます。

別売交換部品
Ｃ‐３５１ 替ピン
１個入

：袋
PE
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INSTRUCTION MANUAL

C-349
BRAKE DRUM TURNER
Thank you for purchasing the HOZAN C-349 BRAKE
DRUM TURNER. With proper care and handling,
this fine instrument will provide years of trouble-free
operation. Please read this entire instruction manual
carefully before attempting to place this instrument in
service. Please keep this instruction manual
available for reference.
Warning and caution symbols
These symbols are used throughout the instruction manual
to alert the user to potential safety hazards as follows :
Warning …Notice when incorrect handling could
cause the user's death or serious injury.
Caution …Notice when incorrect handling could
cause injury to the user or material damage.
Even if the instructions do not have Caution mark,
there are some possibilities for a serious situation. Follow
the instructions.

Precautions
This tool is for removing the hub brake of a bicycle.
Do not use for any other purpose.
Caution
1. Do not modify the C-349.
2. Do not use when cracks, breaks, wear or
deformation is found on this tool.
3. Do not apply excessive force, such as using
tubes as extender handles on this tool.
4. Do not strike with a hammer.

Operation
Engage the pegs with the holes of the hub brake
and turn the tool counterclockwise.
This tool is applicable to almost any type of hub
brake.

Replacement parts sold separately
C-351 Replacement peg
1 piece per pack
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