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太洋電機産業株式会社

可移动温度传感器

TM-100SU
センサーユニット

TM-100SU
SENSOR UNIT

TM-100SU

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。

・本機のみでの温度測定は行えません。別売りの
TM-100又は TM-200が必要になります。・こて先用
センサー TM-100Sは別売りです。

・仅使用此产品，不能完成温度的测定。需另购
TM-100 或者 TM-200 产品来配套使用。・温度
测量传感器（TM-100S）需另购。

・TM-100 or TM-200 is required for TM-100SU to 
measure tip temperatures. TM-100SU cannot be 
used alone.・TM-100S sensors sold separately.

www.goot.co.jp  E-mail: info@goot.co.jp

東京 03（3832）1774
大阪 06（6644）3508

新潟 0256（35）5379
広島 084 （951）9010

お客様相談窓口

サ イ ズ *64(W) x 28(H) x 100(D) 
重 量 210ｇ
コ ー ド 長 φ4×1.5m
対 応 機 種 TM-100, TM-200
梱 包 内 容 TM-100SU本体,本取扱説明書

尺 寸 *64(W) x 28(H) x 100(D) 
重 量 210ｇ
线 长 φ4×1.5m
适 用 机 型 TM-100, TM-200
包 装 内 容 TM-100SU 本机，说明书

Dimensions *64(W) x 28(H) x 100(D) 
Weight 210g
Cord Length ø4×1.5m
Compatible Models TM-100, TM-200
Package Contents TM-100SU, Instructions

USAGE NOTE

HOW TO USE

SPECIFICATIONS

取付方法／使用方法 安装方法 / 使用方法

使用上の注意事項 使用注意事项

仕　様
规 格

1.	表面シートおよびアルミ保護板には、保護フィルムが貼ってあります。使
用時にはがしてください。

2.	こて先用センサーで熱風の温度を測定しないでください。本機が破損し
ます。

3.	こて先用センサーは、測定中および測定直後は高温になります。やけど
にご注意ください。

4.	加熱したこて先をセンサー以外に接触させないでください。また、ケー
スに熱負荷のかかる使い方をしないでください。破損の原因になります。

5.	コネクタ部に引張負荷のかかる使い方をしないでください。断線や破損
の原因になります。

1. 产品表面及铝化保护板上贴有保护膜，使用时请将其撕去。
2. 请不要用本传感器测定热风的温度，以免造成本体损坏。
3. 本传感器在温度测定时及测定刚结束后会达到很高的温度，请

注意不要被烧伤。
4. 请不要用加热过的焊嘴接触温度传感器以外的部位，另外。也不

要使温度计的外壳温度过热，以免造成破损。
5. 请不要用力拉扯接头处，这样有可能导致断线及产品的损坏。

取付方法
本機のシリコンプレート「赤側」に、センサー
の赤被覆側を取り付け、センサー着脱レバー
をスライドさせて接続ピンを動かしながら
白被覆側を取り付けてください。

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.
To detach, press and hold the left 
button; detach the white-sheath side 
first, then red-sheath side.

安装方法

将传感器的红色覆盖端安装在本机
的硅胶板上（红色端），一直按压住温
度传感器的取出按键，将白色覆盖端
安装上。

取外方法
本機のセンサー着脱レバーをスライドさ
せ、白被覆側・赤被覆側の順に取り外して
ください。

取出方法

按压住温度传感器的取出按键，先取
出白色覆盖端，再取出红色覆盖端 .。
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こて先用センサーを取り外します。本機
コネクター部の赤被覆側を TM-100/
TM-200本体のシリコンプレート「赤側」
に取り付け、センサー着脱ボタンを押して
白被覆側を取り付けます。取り外しはセン
サー着脱ボタンを押して白被覆側・赤被
覆側の順に行ってください。

Detach the sensor of the TM-100/200. 
Attach the red-sheath side of this 
connector plate 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. To detach, press and 
hold the left button; detach the white-
sheath side first, then red-sheath side.

取下焊嘴用的温度传感器。将本机接
头部红色覆盖端连接在 TM-100 或
者 TM-200 上的硅胶板上（红色端），
按压住温度传感器的取出按键，再安
装白色覆盖端。
取下的时候，一直按压住温度传感器
的取出按键，先取出白色覆盖端，再
取出红色覆盖端。

1. Tear off the protective transparent seals on key pad and aluminum 
mat before use. 

2. Do not measure the temperature of hot air, to prevent damage to 
the device. 

3. To avoid injury, do not touch the sensor during measuring or soon 
after measuring. These areas get very hot.

4. Do not let the body of the sensor unit contact hot tips or hot air. 
Excess heat will melt or damage the body of the device.

5. Handle with care. To prevent damage, do not pull hard on the con-
nector plate / sensor / cord.

TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
www.goot.co.jp  E-mail: info@goot.co.jp

INSTRUCTIONS

*コネクター部を含まず

*传感器连接头除外

* without the connector plate 
and cord

TM-100/TM-200への取付方法 How to attach the TM-100SU to the TM-100/200 安装到 TM-100/TM-200 上的安装方法

本機へのセンサー取付方法 How to attach the sensor to TM-100SU
安装到本机上，传感器的安装方法

使用方法 HOW TO USE

使用方法

こて先を本機に取り付けたセンサーに当てて測定してください。 Place the tip to the sensor of the TM-100SU.

将焊嘴放在安装好的传感器上进行温度的测定。
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