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ご自由にお持ち　　 帰りください。

電子工作 スイッチ 配線器具音響部品 ステンレス

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

太洋電機産業株式会社

はんだ付けのコツ大公開!!
使い方動画のQRコード付

 Let's Try!

はんだ付け
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プラグ
オーディオ
プラグ 園芸用品の補修 金属製品の補修 流し台の補修 ステンレス製品の補修スルホール基板多層プリント基板

KS-30R KS-40R BN-100 HP-150

CXR-100CXR-31

ST -11

ST -77

ST -27

※BNシリーズはST-70のみ使用できます
ST -75

ST -70

TQ-95

低価格モデルです。はんだ付けをするため
の工具です。はんだこ
ては主にニクロムヒー
ター式とセラミックヒー
ター式に分類されます。

はんだこて ニクロム式
KS-20R (23W)／KS-30R (30W)

SR-20 (23W)／SR-30 (30W)

BN-60 (60W)

KS-40R (40W)／KS-60R (55W)

SR-40 (40W)／SR-60 (55W)

BN-80 (80W)／BN-100 (100W)

KS-80R (57W)／KS-100R(59W)

SR-80 (57W)／SR-100 (59W)

HP-150 (110W)／HP-200 (160W)

／HP-300 (210W)

寿命が長く、また電源投入後素早く
使用できる状態になります。

セラミック式
TQ-77 (15/90W)／TQ-95 (15/90W)

CS-21(15W)／CS-31(20W)

CXR-31(22W)／CXR-41(30W)

CXR-60

CXR-60(28W)／CXR-80(38W)

CXR-100 (48W)

スズと鉛の合金です。一般的に金属は
600℃を超えないと溶けませんが、は
んだは約184～215℃で溶けます。
はんだ付けする用途によって様々な種
類があります。

スズ60％もしくは63％の
ヤニ入りはんだをおすすめ
します。
(SD-60,61,62,63)

プリント基板用フラックス
BS-95B、BS-75Bをおすす
めします。

ペーストBS-10をおすすめ
します。
*プリント基板へは使用しな
　いでください。

板金用フラックス・はんだセットBS-3Aシリーズをおすす
めします。ステンレスの場合はステンレス用フラックス・は
んだセットBS-4Aシリーズをおすすめします。

スズ50～60％のヤニ入り
はんだをおすすめします。
(SD-64,65,66,67)

スズ45％もしくは50％のヤニなしはんだをおすすめし
ます。(SD-68)
ステンレス製の場合は60％以上をおすすめします。
(SD-69)
*必ずはんだ付け促進剤と一緒に使用してください。

はんだ付けする表面の汚れや酸化膜
をとり、はんだをつきやすくする薬品で
す。液状のものをフラックス、半練状の
ものをペーストといいます。*ご使用に
際しては各製品の説明をよくご覧の上
正しくご使用ください。

はんだ

はんだ付け促進剤

型番 （）内は消費電力

型番 （）内は消費電力

はんだこて／はんだ／促進剤

選 び 方
プリント基板上のトラン
ジスタ、IC、抵抗、ダイ
オード等の電子部品。

バケツ、ちりとり、ジョ
ウロ、噴射器等の小型
金属製品。

流し台、雨どい、トタン
屋根等の大型金属品。

テーブルタップ、プラグ、電
線、AV用コード、プラグ等
の家庭用電気器具や配線。

20W～30W 40W～60W 80W～100W 150W～300W

快適な作業のために、推奨こて台をお使い
ください。便利なこて先クリーナー付。

推奨こて台

快適な作業のために、推奨こて台をお使い
ください。便利なこて先クリーナー付。
ST-77はホルダー角度の調節が出来ます。

推奨こて台

火災、ヤケド防止のためこて台を必ず使
用してください。灰皿や空き缶、アイロ
ン台等は絶対に代用してはいけません。

火災、ヤケド防止のためこて台を必ず使
用してください。灰皿や空き缶、アイロ
ン台等は絶対に代用してはいけません。
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ポイント

プリント基板はベーク板等に薄い銅箔を接着剤で貼り合わせてあり
ます。この接着剤がはんだこての熱で接着力が低下してとれてしま
うことがあります。プリント基板のはんだ付けは手早く行うことが重
要なポイントです。

はんだ付けの仕方

1. 基板へ部品を取り付ける前にリード線についた汚れをアルコール
でとりましょう。はんだ付け後の変色したヤニはアルコールで取
り除いてください。

 * リード線はとなりのパターンとショートさせないような方向に曲
げましょう。

2.はんだ付け後、アルコールではんだカスやヤニを取ってから別売
の防湿コーティング剤goot  BS-C20B を塗れば一層効果的です。

プリント基板のはんだ付け [電子工作など]

はんだの付け過ぎイモはんだ はんだ不足 パターンからのはみ出し部品の端子に付いていない
ドーナツ型

はんだ付けの悪い例

もう一度こて先をあてて加熱し直しましょう。 余ったはんだを吸取線で
吸い取りましょう。

部品の端子 こて先

ランド
パターンとリード線の両方
に熱を加える

こて先をあてる あたたまったら
はんだをのせる

ランドとリード線
にはんだが拡がる

少なすぎたり多すぎたり
しないよう注意!!

はんだとこて先
を離す

高さ2mmになるよう
リード線を切断します。

断面図

2mm

❶

❹

❷ ❸
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プリント基板のはんだ付け [電子工作など]

goot SE-06010

goot SD-63
電子工作用はんだ

電子工作用
リール巻はんだ

goot KS-20R / 30R

goot BS-75B

goot ST-11goot CP-2015

一般電気用はんだこて

プリント基板用フラックス

はんだこて台はんだ吸取線

はんだこて

はんだ フラックス

こて台吸取線

電子工作向け製品ラインナップ

動画で解説！
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ポイント

ラジコンカーのモーターには、10A 以上の電流が流れる場合がありま
すから、モーターと電源の間にはラジコンメーカー指定の太い電線を使
いましょう。指定以外の細い電線を使用した場合、高性能モーターの
実力を発揮できないばかりか、電源ラインが破損することもあります。

はんだ付けの仕方

1. カッターナイフをコードの先端に軽くあて、ころがしながらビニール
の外皮だけ切ります。

2.指ではさんで引き抜きます。
3.電線をよじり合わせます。
4.はんだこてで電線を加熱した後、はんだをあてます。
5.はんだ付けした所は、ショートしないようにビニールテープで完全に

絶縁してください。

スイッチ・ラジコンのはんだ 付け[模型工作など]

❶

❶

❹ ❺

❷

❷

❸

❸

はんだを吸い取ったら、はん
だ吸取線を離します。

はんだを吸 い 取った 部分 は、
ニッパーで切り取ってください。

除去したいはんだに吸取線を
当て、その上から加熱したは
んだこてを押し当てると、溶
けたはんだが吸い取られます。

はんだ吸取線の使い方
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スイッチ・ラジコンのはんだ 付け[模型工作など]

goot SE-05012

goot SD-66

goot KS-40R

goot BS-10

一般電気用はんだこて

はんだこて

模型工作向け製品ラインナップ

模型工作用はんだ

模型工作用
リール巻はんだ

goot ST-11goot CP-3015

ペースト

はんだこて台はんだ吸取線

はんだ ペースト

こて台吸取線

動画で解説！
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音響部品のはんだ付け     [AVプラグなど]

ポイント

FM アンテナ回路、マイク回路などの微弱な信号が流れる回路は特
にはんだ付けで確実に接続してください。また、スピーカー回路な
どの低圧大電流の回路も低損失の太いコードを使用して、アンプと
スピーカーの間を極力短く、確実にはんだ付けしましょう。

はんだ付けの仕方

1. カッターナイフをコードに軽くあて、ころがしながらビニールの
外皮だけ切ります。

2.指で外皮をはさんで引き抜きます。
3.網組線を根元へ寄せてすき間をつくります。
4.すき間から芯線を出します。
5.外皮のビニールがはんだこての熱で溶けないように手早くはんだ

付けします。

❶

❹ ❺

❷ ❸
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音響部品のはんだ付け     [AVプラグなど]

goot SE-06012,SE-0AG08goot SD-65,SD-64
音響部品用、銀メッキ部品用はんだ 音響部品用、銀メッキ部品用

リール巻はんだ

goot KS-60R

goot BS-10 goot ST-11

一般電気用はんだこて

ペースト はんだこて台

はんだこて

はんだ

ペースト こて台

音響部品向け製品ラインナップ

動画で解説！
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配線器具のはんだ付け    [テーブルタップなど]

ポイント

身近な電気製品にはテーブルタップやプラグ等がありますが、これ
らの物は固定された器具と異なり、移動させるので器具の中のねじ
がゆるみ発熱する場合があります。テーブルタップ等の器具に触っ
て発熱していたら危険ですので、早めに交換しましょう。

はんだ付けの仕方

1.ビニールの外皮をニッパー等で取り除き、電線を図のようによじっ
ておきます。

2.器具等に付いているねじに電線を巻き付けてよじります。しっか
り締めつけてください。

3.ねじから電線を外し、電線をよじり合わせた部分をはんだこて
で加熱してからヤニ入りはんだではんだ付けします。

4.はんだが輪の中に入り込まないように、できるだけ注意してくだ
さい。

❶ ❷ ❸

❹
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配線器具のはんだ付け    [テーブルタップなど]

goot SE-05016goot SD-67
家庭電気器具用はんだ 家庭電気器具用

リール巻はんだ

goot KS-60R

goot BS-10 goot ST-11

一般電気用はんだこて

ペースト はんだこて台

はんだこて

はんだ

ペースト こて台

家庭電気器具向け製品ラインナップ

動画で解説！
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板厚（mm） 銅 黄　銅 ブリキ／トタン ステンレス鉄
以下0.2 60W
0.3 80W 60W
0.4 80W
0.5 100W
0.6 100W
0.8 150W 100W
1.0 200W 100W

ステンレスのはんだ付け　 [園芸用品、流し台など]

ポイント

ステンレス、ブリキ、トタン、鉄、銅、黄銅板等
は空気中の酸素と結合して金属の表面に酸化膜
ができています。金属表面の酸化膜、サビ・汚れ
を取り除いてからはんだ付けしましよう。

はんだ付けの仕方

1. 接合する部分のサビ、汚れをサンドペーパー、金ブラシ等で完
全に取り除いてください。

2.板金用フラックス goot BS-35 ／ステンレス用フラックス goot
　BS-45 を接合する部分に塗ってください。

3.はんだこてで加熱しながらはんだをあててください。
4.接合した所は水洗いして残ったフラックスを完全に取り除いてください。�

地　金

酸化膜（サビ等）

サンドペーパー

※フラックスは塩素成分を含んでいます。
水洗の不足により、フラックス成分が残
留した場合、接合部にサビが発生します。

はんだこての選び方の目安

❹

❷ ❸❶
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ステンレスのはんだ付け　 [園芸用品、流し台など]

goot SE-0ST16goot SD-69
ステンレス用はんだ ステンレス用

リール巻はんだ

goot BN-100

goot BS-45 goot ST-70

家庭用はんだこて

ステンレス用フラックス はんだこて台

はんだこて

はんだ

フラックス こて台

ステンレス向け製品ラインナップ

動画で解説！
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こて先メンテナンス

goot BS-2

goot ST series

黒くなったこて先をリフレッシュ。

酸化したこて先のリフレッシュ方法

作業中のこて先クリーニング方法

Tipリフレッサーは、黒くなっ

たこて先を活性剤の働きで還

元した後、スズで再コーティン

グし、はんだの「のり」を復活

させます。

Tipリフレッサーにこて先を入

れ回すようにして活性剤がこ

て先全体にのるようにすると、

左のようにこて先が銀色に再

コーティングされます。

作業中こて先が黒くなった時

は、こて台付属のスポンジで

こて先をぬぐってください。

はんだこてによって対応する

こて台が異なります。
P.2-3の選び方をご確認くだ

さい。

使用前 使用後

ST-27

対応

対応

はんだこて台

Tipリフレッサー
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こて先メンテナンス

goot BS-2

goot ST series

こて先の頑固な汚れを落とす方法

対応
goot ST-40

水を使わない金属製クリーナー

で温度が下がりにくくなっていま

す。本体はすべりにくく、はんだ

の飛散を防止する特殊形状の耐

熱シリコンゴム製。

こて先の汚れをこすって除去。

天然素材使用の研磨ゴムで、は

んだの「のり」を復活させます。

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
Customer service Please contact your nearest distributor

MADE IN JAPAN T0342AA00 OCT 2014 DNP

ST-40

●こて先を金属クリーナーで拭わないでください。溶けたはんだ
が飛散し、危険です。●こて台として使用しないでください。
●Do not try to brush the tip end across the brass wools. 
The heated solder will splatter. It is very dangerous. ●Do 
not use this cleaner as a soldering iron stand.

1. 本製品に水を加えないで下さい。水を加えると金属クリーナーや底板がさびます。
2. ケース本体は耐熱導電シリコンゴム製です。熱に強い材質ですが、長時間こて

先を当てるとゴムが劣化しますので、なるべくこて先をケースに当てないよう
にしてください。

3. ケース内部には細かなはんだカスがたまります。持ち運びや金属クリーナー交
換の際には開口部からはんだカスがこぼれないよう、注意してください。  

4. ケース下面の底板は外せません。金属クリーナーの交換は上部開口部から行っ
てください。

1. Do not pour water in the holder. The brass wools and the bottom plate 
of the holder will rust.

2. The holder is made of heat-resistant & conductive silicon rubber. 
Applying the tip on the holder for a long time causes the deterioration of 
rubber quality. Do not touch the holder with a hot soldering iron tip.

3. Waste solder particles collect in the holder. Be careful not to spill the 
waste solder particles onto your workbench.

4. If you need to replace the brass wools, please remove and replace 
through the opening of the holder.

FEATURES
●Made of low abrasive brass wools. ●No water necessary.  ●Cleans better than 
conventional sponges.●Reduction in temperature loss compared with conventional 
sponges. ●The holder is made of heat-resistant and slip-proof silicon rubber that 
protects the tip from any damage.  

HOW TO USE      
Push the dirty end of the tip in and out of the 
brass wools a couple of times to clean. 

HOW TO REPLACE 
THE BRASS WOOLS
Ta k e o u t t h e b r a s s w o o l s f r o m t h e 
holder opening. This should be done 
over the waste metal container because 
the waste solder particles in the brass 
wools and the holder may drop out.

REPLACEMENT PARTS
Brass wools for ST-40BW (2pcs./set)

水がいらない こて先クリーナー

水がいらない こて先クリーナー

こて先の汚れを
カンタンに除去

Tip Cleaner-No water necessary!
水がいらない こて先クリーナー
Tip Cleaner-No water necessary! 

特長      
●水がいらないこて先クリーナーです。●こて先クリーニング時の温度低
下が少ない為、作業効率がアップします。●すべりにくく、こて先先端を傷
めないソフトな耐熱シリコンゴム採用。

使用方法      
クリーニングするこて先を金属クリーナー
に数回突き刺して使用してください。

水がいらない こて先クリーナー    Tip Cleaner-No water necessary! 
Anti-Static Product

ST-40

静電対策品ST-40

ST-40

ST-40

静電対策品 Anti-Static Product

ご使用に際して ／ NOTE

注意 ／ CAUTION

太洋電機産業株式会社
東京03(3832)1774 大阪06(6644)3508 新潟 0256(35)5379
広島084(951)9010 www.goot.co.jp info@goot.co.jp www.goot.co.jp info@goot.co.jp

お客様相談窓口

本体寸法 :φ59(W)×60(H)mm 重量 : 80g Size : φ59(W)×60(H)mm Weight : 80g

鉛フリーはんだに最適です。 
For lead-free Soldering

ベストマッチ
スポンジとSUS缶を取り外し、ST-40をセット
してご使用いただけます。

ST-53

ST-40

鉛フリーはんだに最適です。 
For Lead-Free Soldering

Do not try to brush the tip end across the 
brass wools.  It is very dangerous because 
the solder on the tip will splatter. 

金属クリーナーでこて先を拭わないでくだ
さい。溶けたはんだが飛散し、危険です。

金属クリーナー交換方法
開口部からクリーナーを取り出して交換
してください。交換時、ケース内部やクリ
ーナーから、細かなはんだカスがこぼれ
ますので注意してください。

交換部品    
ST-40用替金属クリーナー（2個入り） ST-40BW

1 pc of brass wools is included.
替金属クリーナー１個付属

Tip Cleaner-No water necessary! 

AfterAfter

BeforeBefore

スポンジとSUS缶を取り外し、ST-40をセット

ST-40

4 975205 300322

日本製

こて先クリーナーに、クリーニン

グするこて先を数回突き刺して使

用してください。こて先は左右に

動かさず、上下に繰り返し刺して

ください。

goot ST-40

goot ST-45

こて先クリーナー

チップリカバリー

こて先クリーナー

 使用前 使用後
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メンテナンス

goot KS series

goot KS seriesこて先交換方法

ヒーター交換方法

少しすき間がある方がこて先取付用
ねじです。ドライバーでゆるめてか
らこて先を引き抜いて交換します。

1.< 図1＞を参照して A 〜 C3 までの 5 つのねじをゆるめ、水色の本体
カバーをはずしてください。

2.<図2>を参照してコネクターからヒーター側端子を引き抜いてください。
3.＜図 3＞を参照してヒーターを交換し、Ｂねじで固定します。
4. 交換したヒーターのヒーター側端子とコネクターを結合します。
5. 残りのねじ（B 以外の 4 つのねじ）を全て締めて完了です。

はんだこてのヒーター、こて先は消耗品です。別売部品と交換す

れば本体が長持ちします。

交換例

交換例

はんだこて

はんだこて

＋ドライバーNo.1か
No.2が必要です

A

A

B

C1

C2
C3Ａねじの裏側に B ねじ

（小さいねじ）があります。

（大きいねじ）

ヒーター側
端子

ヒーター

穴（小） 穴（小）

穴（大） 穴（大）

ヒーターをヒーターパ
イプに差し込み、穴（小）
同士を B ねじで固定

ヒーター
パイプ

Bねじ
コネクター

本体カバー外す

ヒーター、こて先の交換方法

図1

図 2 図 3
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goot CP/CPN シリーズ

CP シリーズ

RMA 対応フラックスを標準使用。

はんだ吸取線

銅の編組線に非塩素系の特殊

フラックスをしみこませたは

んだ吸取線です。精密機器に

も安心してご使用になれます。

型　番 仕　様
CP シリーズ 標準タイプ
CP-**Y シリーズ ステンレス口金付
CPN シリーズ ハロゲンフリー

CP-**Y シリーズ

動画で解説！

ツール
吸取線の使い方

goot H シリーズ
狭いところには L 型が便利です。
H-2SL は 1S と 1L がセットになっています。

ヒートクリップ

型　番 全　長
H-1S 70mm
H-1L 68mm
H-2SL –

H-1S

H-1L

ヒーター、こて先の交換方法
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はんだの種類

goot SD-50 シリーズ
ビギナーにも安心してお使い頂けます。

*SD-56,SD-57 はヤニ無しです。
板金用フラックスBS-35をお求めください。

用途別はんだ

鉛フリーはんだ
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだとして近年注目され

ています。

型　番 用　途
SD-51 高密度集積基板用
SD-52 精密プリント基板用
SD-53 電子工作用
SD-54 模型工作用
SD-55 家庭電気器具用
SD-56 銅・真鍮線用
SD-57 板金・ステンレス用

種類が豊富なはんだシリーズ
上記のはんだ以外にも、低銀仕様はんだ（鉛フリー）、ハロ

ゲンフリーはんだ（鉛フリー）などもお選び頂けます。

また、はんだ容量もお好みに合わせてリール巻はんだや、

うずまきはんだなどからもお選び頂けます。
gootの豊富なはんだラインナップを是非一度ご覧ください。
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はんだの種類

*SD-68,SD-69 はヤニ無しです。
フラックス BS-35,BS-45 をお求めください。

goot SD-60 シリーズ
ビギナーにも安心してお使い頂けます。

用途別はんだ

鉛入りはんだ
作業性の良い鉛入りはんだです。

型　番 用　途
SD-60 高密度集積基板用
SD-61 両面プリント基板用
SD-62 精密プリント基板用
SD-63 電子工作用
SD-64 銀メッキ部品用
SD-65 音響部品用
SD-66 模型工作用
SD-67 家庭電気器具用
SD-68 板金用
SD-69 ステンレス用
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お得なセット

goot SG シリーズ
ビギナーにおすすめの材料セットです。

用途別材料セット

ソルダリングギアセット
必要な材料が全て揃う用途別材料セット

です。

このセットと対応するはんだこてを用意

するだけで、すぐにはんだ付けを始める

ことができます。

型　番 用　途
SG-1 電子工作用
SG-2 模型工作用
SG-3 ステンレス用

便利な補助工具セット

goot SA-10
ソルダーアシストはプリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具 6 本
セットです。（ソルダリングギアセットに一部含まれています）

ソルダーアシスト

82

は
ん
だ
付
け
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対
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だ
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節
機
能
付

は
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だ
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型
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ん
だ
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ロ
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ヒ
ー
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式
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殊
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能
／
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ス
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だ
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計
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だ
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援
装
置
表
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装
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製
品
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料

熱
加
工
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ー
／
ラ
イ
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コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
作
業
用
工
具
／
機
器

JANメーカーコード 4975205表示価格はメーカー希望小売価格です。

静電気を速やかに取り除きます。

手袋からの埃発生が少ないウーリーナイロン採用。

●長繊維のウーリーナイロンと導電性繊維を組み合わせた手袋で、静電
気の帯電を速やかに取り除きます。●伸縮性に優れ、手にフィットし、指
先を使う細かい作業に適します。
表面抵抗値 : 3.3×108Ω

●縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細
かい作業に適しています。●指先のみ、又は手の平にポリウレタン樹脂を
コーティングしていますので通気性に優れています。●家庭で洗濯でき
ます。

ポリウレタン
コーティング

A

B B

A

WG-3シリーズ WG-4シリーズ

低発塵性手袋 

静電対策手袋

静電対策手袋 WG-3/4シリーズ

低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

注）ポリウレタンコーティング部は
静電材料ではありません。

単体売りはできません。 ニードル
フラット ICを取り外す時に
使用します。はんだこてでは
んだを溶かしながら取り外
します。

ブラシ
はんだカスの除去や、基板の
マスキングインキの除去・サ
ビ取りに使用します。

スクレッパー
基板のマスキングインキの
除去、リード線の皮膜取りや
サビ取り等に使用します。

ナイフ
基板のマスキングインキの除
去、パターンの修正の為の切
断、サビ取り等に使用します。

フック
抵抗等の電子部品を取り除
く時にはんだこてではんだ
を溶かしながらフックで引
き抜いてください。

フォーク
抵抗やコンデンサのリード
線をパターンの方向へ曲げ
るために使用します。

リーマー（丸、四角）
基板の穴の拡大やはんだが
詰まった穴開けに使用しま
す。

チップ押え
チップ部品等の小型電子部
品を支えてはんだ付けします。
平チップ用と丸チップ用があ
ります。

リムーバー
ICやコンデンサを取り外す
時使用します。はんだこてで
はんだを溶かしながら抜き
取ってください。

ナイフ

フック

丸リーマー

真鍮ブラシ

スクレッパー

ニードル

角リーマー

ステンレスブラシ

丸型チップ押え 平型チップ押さえ

フォークリムーバー

ソルダーアシストの使用例

型番 JANコード 全   長 重   量 価　格 
SA-10 410007 約180mm 約60g ¥2,300＋消費税

型番 JANコード コーティング部 サイズ A×B 価格
WG-1S 700191

指先
S 65×185mm

¥700＋消費税WG-1M 700207 M 65×205mm
WG-1L 700214 L 70×225mm
WG-2S 700221

手の平
S 65×185mm

¥800＋消費税WG-2M 700238 M 65×205mm
WG-2L 700245 L 70×225mm

型番 JANコード コーティング部 サイズ A×B 価格
WG-3S 700443

指先
S 65×185mm

¥1,280＋消費税WG-3M 700450 M 65×205mm
WG-3L 700467 L 70×225mm
WG-4S 700474

手の平
S 65×185mm

¥1,380＋消費税WG-4M 700481 M 65×205mm
WG-4L 700498 L 70×225mm

低発塵性手袋／静電対策手袋
WG シリーズ

ソルダーアシスト
SA-10

手袋からの埃発生が少ないウーリーナイロン
採用。発塵を抑え、クリーンな作業に適します。

プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具
６本セットです。

作業環境〈手袋・ソルダーアシスト〉

手のひらコーティング指先コーティング

WG-1/2 シリーズ WG-3/4 シリーズ

総合カタログVol49出稿.indd   82 2015/12/17   20:51

※単体売りはできません



Q& A

21

Q. こて先が黒くなりはんだがのらなくなったのですが？

A.P.14-15を参照してメンテナンスをしてください。

Q. Ｗ数は大きい方がよいのでしょうか？

A. はんだ付けする対象物の大きさでW数を選んでください。

（P.2-3 はんだこての選び方参照）

Q. こて先が変形したり、穴があくのですがなぜですか？

A.こて先がはんだに侵食されるからです。こて先は消耗品です

ので、新しいこて先に交換してください。

Q. はんだこてを長く使うコツはありますか？

A. こて先やヒーターは消耗品です。別売部品と交換することで

本体を長く使用することができます。交換方法は P.16を参

照してください。

Q&A

はんだ付けの疑問解決 [Ｑ＆Ａ]

金属名

鉛 銀 金 銅 鉄

はんだ付け性

対策 促進剤なしではんだ付け可能 はんだ付け促進剤が必要

ト
タ
ン

真
鍮

ス
ズ

ブ
リ
キ

ニ
ッ
ケ
ル

ス
テ
ン
レ
ス

良 悪

金属名 アルミ チタン 鋳物

はんだ付け性 不可

Q. 全ての金属にはんだ付けできますか？

A. 金属によってはんだ付けできるものとできないものがありま

す。下記の表を参照してください。
■はんだ付けできる金属

■はんだ付けできない金属
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Q. 下地がはんだ付け出来る金属ですが塗装がしてあります。 

直接はんだ付けできますか？

A. 直接はできません。ペーパーあるいはヤスリで塗装を除去

してください。

Q. クロムメッキされた金属でがはんだ付けできますか？

A. ペーパーあるいはヤスリでメッキを除去してください。

Q. ペースト BS-10/15 はどのようなはんだ付けに使用します

か？ 

A. 電線同士の接合、あるいは電気部品におすすめします。　

プリント基板には使用できません。

Q. はんだが玉状になり拡がらないのですが？

A. はんだの付かない金属であるか、または加熱不足が考えら

れます。� � � � � �
金属の確認と、使用されているはんだこてが適切であるか

P.2-3を参考に確認してください。

Q&A

はんだ付けの疑問解決 [Ｑ＆Ａ]

Q. はんだを溶かした時に出る煙に害はありますか？

A. 有害ですので、マスクを着用するなどして吸引しないように

しましょう。



Q& A

23

はんだ付けの疑問解決 [Ｑ＆Ａ]

Q. 寿命の長いこて先はありますか？

A. 当社のレッドチップ（鉄メッ

キこて先）は銅こて先の

10〜20 倍の寿命（当

社比）が確保されたこて

先です。適用機種を確認

してください。

Q. 一般的なはんだこてのこて先温度は何℃くらいですか？

A. 例）　初期状態であれば、KS-30R約 480℃、KS-40R約

515℃、KS-60R��約�540℃です。

こて先適用機種一覧表
品名 直径 適用機種

レッドチップ

φ4mm

CA-30/40R
KS-20R/30R/40R

KYP-70
SR-20/30/40      　
X-1100/1200/

2000E

φ6mm KS-60R
SR-60

φ6-7mm KS-80R
SR-80

φ6-8mm KS-100R
SR-100
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●ヤケドに充分注意しながら使用してください。また、ご使用中はこての
握り部分以外は高温になりますから触れないでください。ヤケドします。

●燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
●電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありま

すのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
●ソルダーアシストは先端が尖っています。目や体を突いたりしないよう

に注意してご使用ください。

●火災やヤケド防止のため、必ずこて台を使用してください。その際は、純
正こて台を使用してください。他社製品を使用した場合、こて部が破損す
る恐れがあります。

●危険ですから小さなこどものそばでは使用しないでください。また、使用
後はいたずら防止のため、こどもの手の届かない場所に保管してください。

●定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが過熱し、火災の危険
があります。

●風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐
れがあります。

●プラグはコンセントの電流定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使
用後、または長時間使用しないときは必ずプラグをコンセントから抜いてください。
コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。

●収納はこて先の温度が充分冷えたのを確認してから行ってください。ヤケドや火災
の原因になります。

　　警　告

　　注　意

警告
作業前にはんだこて、はんだ、はんだ付け促進剤の台紙に記載されている
取り扱い方法についてよく理解してから、作業を始めてください。


