センサープローブ

TM-100SP

SENSOR PROBE

TM-100SP

取扱説明書

・はんだ槽専用の温度測定プローブです。
・TM-100 のセンサーアラーム機能に対応しておりません。cnt 値
を 0 に設定してお使いください。

2. シース部以外の部位は溶融はんだなどの高温にさらされると、保護被覆
の溶融・破損の原因となりますので、注意して取り扱ってください。

3. 熱ショックによる破損の恐れがありますので急熱・急冷は避けてください。
4. 高温で使用した直後は、火傷のおそれがあるため、温度が常温付近にな
るまでセンサーに触れないでください。また、高温状態のセンサーが温
度計本体に触れると、溶融・破損の原因となります。

1. 仕様
サ

イ

重

1. For accurate measurement, dip the sheath 30-50mm from the tip in
the solder. And clean soot, dross, or sludge regularly.
2. Handle with care. Be sure not to apply heat anywhere except to the
sheath stick. Do not allow contact with hot melted solder. Excess
heat will melt or damage the protective material.
3. Do not do rapid heating and cooling. This will avoid damage from
heat shock.
4. To avoid burning yourself, do not touch the sensor (sheath) until
it has fallen back to room temperature. Do not allow the hot sensor (sheath) to touch the case of the device. The case may melt or
receive damage.

ズ
量

Type K
シース径φ2.3×150mm
スリーブφ8×40mm、
リード線1000mm
45ｇ

2. 梱包内容／各部の名称

Sensor Type
Size
Weight

Type K
Sheath dia. 2.3 ✕ 150mm
Sleeve dia. 8 ✕ 40mm, Lead Wire 1000mm
45g

2. PACKAGE CONTENTS / NAMES OF PARTS
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３．着脱方法

3. HOW TO ATTACH / DETACH THE SENSOR PROBE
Detach the sensor for the tip from the device if attached.

取付方法

HOW TO ATTACH

取外方法
本体のセンサー着脱ボタンを押
しながら、白被覆側・赤被覆側
の順に取り外す。

シリコン
プレート
（赤）

赤被覆

押す

センサー
着脱ボタン
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この説明書はなくさないように大切に保管してください。

Attach the red-sheath side
of the connector area to the
connecting pin on the red
silicon plate of the device.
Press and hold the attaching/
detaching button. Attach the
white-sheath side to the other
connecting pin of the device.

HOW TO DETACH
Press and hold the left button;
detach the white-sheath side
first, then red-sheath side.

1. 为了正确测量温度、请将温度探针插入焊锡内 30mm-50mm 内。
然后请定期除去锡渣和助焊剂残留物。

2. 探针以外的部位放入融化的焊锡等高温物体后，容易造成保护层的
融化和破损，因此请小心操作。

3. 有可能会发生因热冲击而造成的损伤，所以请避免急热，急冷。
4. 高温状态下使用后，请放置到常温状态。如立刻接触有可能会造
成烫伤。而且处于高温状态的温度探针接触到温度计本体后容易
造成本体的融化和破损。

Red silicon
plate

温度传感器类型
尺

寸

重

量

K型
探针φ2.3 × 150mm
套管φ8 × 40、引线1000mm
45ｇ

2. 包装内容・各部品名称
■温度探针
本体
■使用说明书 探针
（本书）

接头部放大图
套管

正面
白色覆
盖部

红色覆盖部

反面

接头部

※こて先用のセンサーが付いている場合は、取り外してください。
コネクタ部の赤被覆側を、本体
のシリコンプレート側に取り付
け、センサー着脱ボタンを押し
て、接続ピンを動かしながら白
被覆側を取り付ける。

・本产品为 TM-100 专用配件。
・使用本配件时，本体的温度传感器寿命提示功能不能使
用。请将本体的设定模式 cnt 设定为 0 后再使用。

1. 规格

1. SPECIFICATIONS

センサータイプ

・测量锡炉温度用的温度探针。

使用注意事项

NOTE

正確な温度を測定するために、シース部の先端から 30 ～ 50mm をはん
だに挿入してください。また、すす・ごみ・スラッジ等付着ごみの除去な
どを定期的に行ってください。

1.

TM-100SP 使用说明书

MANUAL

· This is an exclusive Temperature-Measuring Probe for
Solder Pots.
· This is for goot TM-100 only.
· This does not correspond to the Sensor-Life Alarm
function of TM-100. Use this after setting 0 for cnt value.

・本製品は TM-100 専用です。

使用上の注意事項

温度探针

OPERATION

Red Sheath

３．装卸方法
※ 如果温度计本体上已安装有焊嘴用的温度传感器，请先将温度传感器取下。

安装方法
将红色覆盖端安装在红色垫片处
的温度传感器接头上、一直按压
住温度传感器的取出按钮，红色
垫片处的温度传感器接头移动靠
近对面的接头，然后把白色覆盖
端安装上另一接头上。

取外方法

Press
Sensor attaching
/detaching button

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

一直按压住温度传感器的取出按
钮、依次取下温度探针的白色覆
盖端和红色覆盖端。

红色覆盖端

红色垫片

按下
温度传感器的
取出按钮
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请仔细保管此使用说明书，以便于日后查阅。
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