
このビットの先端は鉛フリーハンダで覆っており（先端
以外は、特殊鉄メッキにクロムメッキ）、少し長く空焼
きをすると焼き付きをおこします。初めて通電される
ときは 新しいハンダを盛ってから使用してください。 
収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハン
ダで先端を覆い、電源を切ってください。 

このビットは絶対にヤスリがけしないでください。 

 注意注意注意注意    

This tip is covered with lead-free solder which 
is easily burned and stuck if heated without 
using even for a short time. 
Tin with solder when energize for the first time. 
Turn off the power after wipe the used solder 
and tin with new solder. 

Do not file this tip since the area other than 
the point is covered with iron and chromium 
plate. 

 Caution    
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取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書    

    ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意     Precautions     
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２２２２    

６６６６    
Replace the removed side of the 
handle. Then, screw the five 
screws as before.  

４４４４    
Insert a new tip into the tip 
holder engaging the cut 
portion of the tip holder with 
the round hole on the rear 
end of the tip. 

３３３３    Remove the tip from the tip 
holder. 

５５５５    Insert the heater into the tip. Then, place the 
tip holder engaging the round hole on the rear 
end of the tip with the head of the screw shown 
in the illustration. 

１１１１    
Remove the cap from the H-
600. Unscrew the five 
screws.  
＊Use Phillips screwdrivers  
   no. 1 and no. 2.  
   Using magnetized screw-  
   drivers is recommended. Ｎｏ.２ドライバーで外す 

Unscrew with Phillips no. 2 

Ｎｏ.１ドライバーで外す 
Unscrew with Phillips no. 1 

取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書    

Ｈ-６００ のキャップを外し、ネジ
５本を外します。 
※ Ｎｏ.１とＮｏ.２ ドライバーを 
    ご用意ください。マグネット 
    つきをおすすめします。 

ハンドルの片側を合わせ、 
ネジ５本を締め込みます。 

ホルダーに新しいビットを差し込み
ます。このときホルダーの切り欠き
部分とビット尾部の丸穴を合わせ
てください。 

ホルダーからビットを引き抜きます。 

ヒーターをビットの後方から挿入し、
ビット尾部の穴がネジの頭にはまる
ようにセットします。 

    ビットのビットのビットのビットの交換方法交換方法交換方法交換方法     How    to    replace    the    tip     

ホルダー 
Tip holder 

ビット 

Tip 

ヒーター 
Heater 

Remove one side of the 
handle, then draw the tip 
holder (blue) and the tip out 
gently. 

ハンドル部の片側（注意ラベルのある
面）を外して、ホルダー（青色）とビット
を前方に軽く引き抜きます。 


