
●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、本体に異常がある場合は火災、
感電等の危険がありますのですぐに使用を中止して電源プラグを抜
いてください。

● To prevent serious burns, never touch any part of the iron other than 
the grip and never leave the iron unattended while it is plugged in.

● To prevent fire, keep soldering iron away from flammable substances 
and materials in the work area.

● Never use the soldering iron if the power cord is damaged or the soldering 
iron itself is damaged as this may result in fire or electric shock.

　　警　告／ WARNING

　　注　意／ CAUTION

ハイパワーセラミックはんだこて

太洋電機産業株式会社
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お客様相談窓口

替ヒーター CXR-60 用・・・CXR-60H   CXR-80 用・・・CXR-80H    
  CXR-100 用・・・CXR-100H
   替ナット  CXR-60 ／ 80 用・・・CXR-80NUT
	 	CXR-100 用・・・CXR-100NUT
替ワッシャー  CXR-60 ／ 80 用・・・CXR-80WS
	 	CXR-100 用・・・CXR-100WS
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CXR-80RT-2C

CXR-80RT-3C

CXR-80RT-4C

CXR-80RT-5C

CXR-80RT-3D 

CXR-80RT-B

CXR-80RT-5D 

CXR-100RT-2C

CXR-100RT-3C

CXR-100RT-5C

CXR-100RT-7C

CXR-100RT-5D 

CXR-100RT-B

CXR-100RT-7D 

CXR-80RT-5CJ CXR-100RT-7CJ

CXR-60／ 80 CXR-100

交換部品／ REPLACEMENT PARTS

オプションこて先／ OPTIONAL TIPS

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

www.goot.co.jp

標準こて先（本体付属）   CXR-60 ／ 80 用・・・CXR-80RT-5C
            CXR-100 用・・・CXR-100RT-7C

台紙

ブリスタ

Collar Washer Tip

Heater

●火災やヤケド防止のため、必ず純正こて台を使用してください。●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。●
部品の交換をする場合は電源プラグを抜いて冷えた状
態で行ってください。●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。

● To prevent fire, use an appropriate soldering iron stand. ● Keep 
out of reach of children.● Before replacing the heater or tip , 
unplug the soldering iron wait until it cools down.● Plugging into 
an outlet other than the rated input voltage may result in 
overheating and fire.● Be sure that the plug pins are pushed fully 
into the wall power receptacle. After use, remove the plug from the 
outlet. Never yank the power cord to disconnect it from the 
receptacle.● To prevent electric shock, do not use the soldering 
iron in damp or wet locations or expose it to rain.● After use, the 
tip is still very hot.  Allow it to cool down sufficiently before 
touching the tip or storing the iron. Failure to do so will result in 
serious burns or  fire.

Standard tip
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