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1. 一般安全注意事項  General Safety Instructions 

 

 警告 WARNING 

 

この説明書には装置の設置、操作、及び保守中に守るための基本的な安全指示が記載されています。また

装置の性能データに応じた装置を適切かつ安全に動作させるための説明書です。装置の損傷により爆発保

護が無効になる場合があります。このマニュアルには製品に関連する最も高い情報を記載し、また適用さ

れる規約と規制を補足してます。マニュアルを遵守しないと人、植物、環境などを危険にさらす恐れがあ

ります。担当者は保守点検のための人員を確保する必要があります。不適切な使用方法や、このマニュア

ルの規則に違反した場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。 

防爆接続箱の分解や修理は禁止です。 

警告－照明器具を開くことは禁止です。 

 

This manual contains basic safety instructions to be observed during installation, operation and 

maintenance of the apparatus, and for properly and safety run of the apparatus according to its 

performance data. Any damage of the apparatus may result explosion protection null and void. This 

manual represents the most relevant information about the product, applicable codes and regulations shall 

supplement it. Non-observance will endanger persons, plant and the environment. The person in charge is 

required to secure its employment in the industrial unit. Any improper usage, as well as non-compliance 

with the rules under this manual, shall release the manufacturer’s all responsibilities. 

The flameproof joints are not intended to be disassembled or repaired. 

WARNING – The luminaire shall not be opened. 

 

http://www.tht-ex.com/
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1.1 組立/試運転前 Before assembly/commissioning: 

 取扱説明書を熟読し理解する。 

 組立作業員および操作者は適切な訓練を受ける。 

 操作説明書の内容は担当者が完全に理解していることを確認してください。 

 国内の労働安全衛生法（国際規格ではIEC/EN60079-14）などに従って取り付けてください。 

 

 Read through the operating instructions. 

 Give adequate training to the assembly and operating personnel. 

 Ensure that the contents of the operating instructions are fully understood by the personnel in charge. 

 The national installation and assembly regulations (e.g. IEC/EN 60079-14) apply. 

 

1.2 装置を操作する時 When operating the device: 

 装置が運転している場合、担当者が随時取扱説明書で確認できるようにしてください。 

 これらの指示、他の作業指示書、および国内の安全規制を守ってください。 

 安全説明が履行されているか確認してください。 

 

 Ensure the operating instructions are made available for the person in charge on location at all times. 

 Observe these instructions, other working instructions and national safety regulations. 

 Verify the implementation of safety instructions. 

2. 適用分野 Intended Field of Application 

特殊環境用防爆形 LED 照明、型番 L1219D については、ガス蒸気爆発危険区域（IEC60079-10-1 によるゾ

ーン 1 とゾーン 2）、粉じん爆発危険区域（IEC60079-10-2 によるゾーン 21 とゾーン 22 ）での使用が可能

です。他の潜在的な爆発性雰囲気での使用は指定した用途に対応していないため認可されていません。 

この装置は屋内および屋外環境での使用のために設計されています。 

 

The Universal Explosion Proof LED Lighting, Model THT-L1219D is intended for using in gas explosive 

atmospheres (Zone 1 and Zone 2 according to IEC60079-10-1) and dust explosion hazards (Zone 21 and Zone 

22 according to IEC60079-10-2). The use in other potentially explosive atmospheres does not correspond to the 

designated use and is therefore not allowed. 

The apparatus is designed for using in indoor and outdoor environments.  
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3. 技術データ Technical Data 

Item L1219D 

防爆型式 Explosion Protection 

IECEx 

ガス蒸気防爆 

粉じん防爆 

Gas Explosion Protection 

Dust Explosion Protection 

ATEX 

ガス蒸気防爆 

粉じん防爆 

Gas Explosion Protection 

Dust Explosion Protection 

 

 

Ex d IIB+H2 T6 Gb 

Ex tb IIIC T55°C 

 

 

 

 II 2 G Ex d IIB+H2 T6 Gb 

 II 2 D Ex tb IIIC T55°C Db 

色温度  

Color of LED light 

青色 Blue,緑色 Green,赤色 Red & 黄色 Yellow 

LEDモジュール数  

Number of LED module 

表示灯セット 

warning light set 

発光色、定格電圧とワット数 

Color, Rated Voltage and  

Wattage of LED 

4.型番説明を参照してください。 

See section 4:Model Code 

力率 

Power Factor 

cos φ ≧ 0.9 

動作温度範囲 

Ambient Temperature Range 

-20°C ~ +40°C 

防水保護等級 

Degree of Protection 

IP64 

材質 

Material 

筐体：アルミニウム合金   ； ガラス：強化ガラス 

Enclosure: Aluminum alloy ； Glass: Tempered glass 

LED 照明の寿命 

LED Service Life 

60,000 hrs 

入力径 

Entrance Hole 

長形のトップカバー:4×G3/4”ネジ穴 

Tall Top Cover:4×G3/4”threaded hole 

ケーブルグランド 

Cable Gland 

G3/4 x 1.814;  7 ... 12mm 

ケーブル固定金具 

Fitting Cable 
チューブの寸法 Size of Tube ケーブル固定金具 Fitting Cable 

ID:Ø8.0, L=25.6mm OD: Ø7.0~ Ø8.0 

ID:Ø8.5, L=25.6mm OD: Ø7.5~ Ø8.5 

ID:Ø10.0, L=25.6mm OD: Ø9.0~ Ø10.0 

ID:Ø12.0, L=25.6mm OD: Ø11.0~ Ø12.0 
 

重量/トップカバーの型式 

Weight/Top Cover Type 

長形 

Tall 

ブラケット無 

Without mounting bracket 
7.7kg 

壁掛形   Wall mounting 9.0kg 

直付形   Hanging mounting 9.0kg 

天井取付形 Ceiling mounting 9.3kg 

支柱形 25°Stanchion mounting 25° 9.9kg 

支柱形 90°Stanchion mounting 90° 9.7kg 

パイプ吊形 Pendant mounting 9.0kg 
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4. 型番説明 Model Code 

4.1 L1219D（表示灯セットの LED キャリア） L1219D (LED Carrier Is Warning Lighting) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

THT-EX 1219 * * W A 0 1 -* 

(1) ブランドネーム。 

(2) シリーズ, 1219=L1219 シリーズ.  

(3) 色温度 C.C.T., B=青色 Blue, Y=黄色 Yellow, R=赤色 Red, G=緑色 Green. 

(4) 電圧, A=24Vac, B=100Vac, C=110Vac, D=200Vac, E=220Vac, F=120Vac, G=208Vac. 

(5) LEDキャリアの型式, W=表示灯. 

(6) トップカバーの型式, A=長形 (L1105T). 

(7) LED数, 0=表示灯セット. 

(8) LED のワット数, 1=10W. 

(9) 取付タイプ: W25=壁掛形 25°; W90=壁掛形 90°; H25=直付形 25°; H90=直付形 90°; C90=天井取付形 90°; 

S25=支柱形 25°; S90=支柱形 90°; P30=パイプ吊形. 
 
 

(1) Brand name 

(2) Series designation, 1219=L1219 series. 

(3) C.C.T., B=Blue light, Y=Yellow light, R=Red light, G=Green light. 

(4) Voltage, A=24Vac, B=100Vac, C=110Vac, D=200Vac, E=220Vac, F=120Vac, G=208Vac. 

(5) Type of LED carrier, W=Warning Light. 

(6) Type of Top Cover, A=Tall type (L1105T).  

(7) LED quantity, 0=Warning light set. 

(8) LED watts choose, 1=10W. 

(9) Mounting type. W25=Wall mounting 25°; W90= Wall mounting 90°; H25=Hanging mounting 25°; H90= Hanging mounting 

90°; C90=Ceiling mounting 90°; S25=Stanchion mounting 25°; S90=Stanchion mounting 90°; P30=Pendant mounting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 寸法 (mm) –予告なく変更する場合が有ります。                  

Dimensions (All Dimensions in mm) – Subject to Alterations 

長形のトップカバー 

Tall Top Cover Type 
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6. 組立と設置 Assembly and Installation 

6.1 電気接続 Electrical Connection 

概要 Overview 

A: Top Cover B: M6 Screw×4 1: Sleeve 2: O-Ring 3: Connector (G 3/4”) 

4: Pressure nut 5: Washer 6: Tube 7: Washer 8: O-Ring 

9: Body 10: O-Ring 11: M4 Screw×2 12: Nut Plate 13: M4 Socket Set Screw×1 

 

ケーブルの出入口 Cable Entries 

6.1.1.1 短形のトップカバー Short Type of Top Cover 

短形のトップカバーはケーブルグランドを取り付けることによって 1 つのケーブル挿入穴を備えています。

ケーブルグランドを取り付けるには、次の手順に従ってください。 

This Short Type of Top Cover is equipped with one cable entry hole by mounting a Cable Gland. To mount the 

Cable Gland proceed as follows: 

電気接続 Electrical Connection 

 トップカバー（A）の 4×M6 ネジ（B）を緩めてください。 

 ケーブルグランドを分解して、ケーブルグランドのボディ（9）と O リング（10）を合わせてから、

トップカバーの挿入穴に 650 kgf-cmでボディ（9）を締めてください。 

 ケーブルグランドの各部分と、ケーブルグランドのボディ（9）が付いているトップカバー（A）を

通して、ケーブルを外側から挿入してください。 

 ランプの配線とケーブルの配線の接続方法は下記の通りで、下図を参照してください。 

白色のワイヤは中性線に接続してください。 

赤色のワイヤは活線に接続してください。 

緑色の線はアースに接続してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 トップカバーを再び取り付け、それぞれの M6ネジ（B）を 24.5 kgf-cmで締めてください。 

 O リング（8）、ワッシャ（7）と（5）、チューブ（6）を順番に組み立て、ケーブルグランドの本体

にプレッシャーナット（4）を 600 kgf-cmでねじ締めてください。 

 M4のセットスクリュー（13）を 24.5 kgf-cmで締めてください。 

 ナットプレート（12）を配置し、付属の 2 本の M4 ネジ（11）を（24.5 kgf-cm）で締めてください。 

 Oリング（2）をコネクター（3）と組み立て、スリーブ（1）を本体（9）に取り付けてください。 

 ケーブルグランドとトップカバーの気密性をチェックし、IP 保護が保証されていることを確認し

てから、ケーブルグランドの組み立てが完成します。 

Green:  

Ground wire 

アース 

Red: Live wire 

活線 

White:  

Neutral wire 

中性線 
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 Loosen the 4×M6-screw (B) of Top Cover (A) of the luminaire. 

 Disassemble the Cable Gland; assemble the Body (9) and O-ring (10) of Cable Gland and tighten the Body (9) 

with the entry hole of the Top Cover, 650 kgf-cm. 

 Insert the cable from outside trough each parts of Cable Gland and the Top Cover (A) which has been 

tightened with Body (9) of Cable Gland. 

 Introduce the wires of the luminary with wires of the cable by attached closed-end-terminals as following (see 

the picture):  

White-wire connects to Neutral; 

Red-wire connects to Live; 

Green-wire connects to Ground.  

 Re-attach the Top Cover and tighten it by using the respective M6 screws (B), 24.5 kgf-cm. 

 Orderly assemble the O-ring (8), Washers (7) & (5) and Tube (6), and Screw tighten Pressure nut (4) with the 

Body of Cable Gland by appropriate tool, 600 kgf-cm. 

 Screw and tighten the M4 Socket Set Screw (13), 24.5 kgf-cm. 

 Position the Nut Plate(12), then screw and tighten the 2 M4 screws(11) provided, 24.5 kgf-cm. 

 Assemble the O-ring (2) with the Connector (3), and attach the Sleeve (1) with the Main Body (9).  

 Check the tightness of the Cable Gland and Top Cover, ensure the IP protection guaranteed. The Cable Gland 

is assembled completely. 

 

 

ケーブルグランドの組立手順 Assemble the Cable Gland by following procedure:  

 ケーブルグランド及び穴塞ぎネジプラグは IECExの Ex d/Ex tb の認定品を使ってください。   

 ケーブルとケーブルグランドの使用温度は以下の通りです： 

ケーブルグランドの引き込み部では 76.7℃以下、キャプタイヤ内にあるケーブルは 99.5℃以下です。 

 Suitable IEC approved Ex d / Ex tb Cable Gland and Screw Plug. 

 The operating temperature of Cable and Cable Gland shall be able to satisfy below condition:  

The temperature under rated conditions is up to 76.7°C at the entry point and 99.5°C at the branching point of 

the conductors. 

Step 1 Step 2 

   ②     ⑤     ⑦ 

 

         ④ 

   

   ①     ③       ⑥ 
 

上記赤線で表示した所を相応しい O-Rings が使わ

れるか確認してください。以下 7 つの部品が揃っ

ているか確認してください：①ボディ②ナットプ

レート③ワッシャー④チューブ⑤プレッシャーナ

ット⑥コネクター⑦スリーブ管 。 

注意： 

ケーブルは EN/IEC 認証取得のを使用してくださ

い。 
Make sure above red-line areas have been set with 

matching O-Rings. Check below 7 parts are contained:  

①Body②Nut Plate③Washer④Tube ⑤Pressure Nut

⑥Connector⑦Sleeve 

Note:  

上の写真のように、ケーブルをケーブルグランド

の各部分に順番に挿入します。赤い○で表示して

いるネジの分を水密テープで巻き付けてくださ

い。 

注意： 

ネジ部分を 3 周巻き付けることをお勧めします。 
 

Insert the cable into and through each part of Cable 

Gland successively, as set forth in above picture. Use 

watertight tape to twist round the screw part as red 

circle of above picture.  

Note:  

It's recommended to twist round the screw part with 3-

circle. 
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The cable must be certified with EN/IEC. 

Step 3 Step 4 

  

  

閉端接続子を使って、緑線をアース線に、白線を

中性線に、そして赤線を活線に接続してから、全

てのワイヤーをランプの筐体に入れます。 

 

注意： 

1.ワイヤーをランプの筐体に入れる場合は、閉端

接続子が固定されていることを確認してくださ

い。 

2.ケーブルの定格電圧が説明が使用要件に合って

いることを確認してください。 

 
Connect the Green-wire with the Ground-wire, connect 

the White-wire with the Neutral-wire and connect the 

Red-wire with the Live-wire by using the Closed-end-

terminal, then put the said wires in the connection 

chamber of lighting fixture. 

 

Note:  

1. Pull the wires to ensure the Closed-end-terminal 

are fixed.  

2. Ensure the description of voltage on the cables fit 

with the requirement of use. 

レンチを使用してケーブルグランドをケーブルの

出入口に締め付けてください。 

 

注意： 

1.トルク範囲：65N.m 

2.上図に赤い丸で表示しているケーブルグランド

とランプの接続部分で使用されている O リング

は、ケーブルグランドの外径を超えて押し広げて

はいけません。 

 

Tighten the Cable Gland with the entry hole of cable of 

lighting fixture by using a wrench. 

 

Note:  

1. Torque Range: 65N.m. 

2. O-Ring used in the connection area of Cable 

Gland and the lighting fixture, as red circle area 

on above picture, should not be pressed and 

extended over the outside diameter of Cable 

Gland. 
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Step 5 Step 6 

    

「Step2」で説明したように全ての部品をケーブ

ルグランドの中に入れてから、上図のように

「プレッシャーナット」を 60N.m のトルクで

時計回りにねじ込んでください。 

 

注意： 

左図を参照して「プレッシャーナット」を締

め付けて下さい。 

 

Put the parts that are worn by the cable as described in 

the Step 2 into the Cable Gland, then clockwise screw 

the "Pressure Nut" with 60N.m torque range, as set 

forth on above picture. 

 

Note:  

Please see the left picture to learn how to screw the 

Pressure Nut. 

プレートナットをケーブルに押し付け、M4 ネジ

を使用してプレッシャーナットをケーブルで固

定します。上図のように、プレッシャーナット

の側面からケーブルを固定するには、M4 ネジを

使用してください。 

 

注意： 

ケーブルが完全に固定、M4 ネジが締め付けられ

ていることを確認してください。 

 

Press the Nut Plate against the cable and use M4 

screws to fix the Pressure Nut with cable. Use a M4 

screw to fix the cable from the side face of the 

Pressure Nut, as set forth on above left picture. 

 

Note: 

Make sure the M4 screws are completely tightened to 

make the cable be fully fixed. 

Step 7 Step 8 

 

 

 

 

コネクターをスリーブのボリュームに入れ、ケ

ーブルグランドの本体でスリーブを締めてくだ

さい。 

 
Put the "Connector" in the volume of "Sleeve" and 

tighten the "Sleeve" with the body of Cable Gland, as 

above picture. 

ケーブルグランドの取付が完了です。 

 
Completion of the Cable Gland setting. 
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6.1.1.2  長形のトップカバー Tall Type of Top Cover 

 長形のトップカバーは 4 つのケーブル挿入穴を備えていて、ユーザーは必要に応じていずれかを選

択できる。（下の写真を参照） 

 ケーブル挿入口を選択し、ケーブルグランドを取り付けます。6.1.1.1 の「短形のトップカバー」

の「電気接続」に記載されている手順に従ってランプ及びケーブルの配線を取り込んでください。 

 電気接続に使用されていない残りのケーブル挿入穴は、防火保護が効果的に機能するように、付属

のプラグナットを 650 kgf-cmで差し込んでください。 

 

 This Tall Type of Top Cover is designed with four cable entry holes that users can choose either of them 

connecting the power as necessary. (See below picture).  

 Choose a cable entry hole as necessary and mount the Cable Gland with the top cover and introduce wires of 

the luminary with wires of outside cable by following the steps as described in the section of Electrical 

Connection of 6.1.1.1 – Short Type of Top Cover. 

 Rest of cable entry holes that are not used for electrical connection should be tightened by the plug nut, 650 

kgf-cm, as provided, to ensure the protection of flame-proof does work effectively. 

 

 

 
 

6.2 ブラケットの取付 Mounting Bracket Installation 

6.2.1 壁掛形＆直付形の取付ブラケット Wall/Hanging Mount Bracket  

 取付ブラケットは壁掛形（図 1）と直付形（図 2）に適用となります。 

 ブラケットホルダーを付属の M6ネジで 24.5 kgf-cm のトルクで固定してください。 

 4つの留め具（M8/SUS316、付属していません）を使用して壁/吊り金具を構造に固定してください。 

 ランプの角度は 25°.調整できます。 

 
 The mount bracket is for the use of both wall mount (Figure 1) and hanging mount (Figure 2). 

 Position the bracket holders and fix it by means of the provided M6 screws, 24.5 kgf-cm.  

 Secure the wall mounting bracket to the structure by using four fasteners (M8/SUS316, not provided).  

 The lighting can be adjusted up and down by 25°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 図 2 
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6.2.2 天井取付形 Ceiling Mount Bracket  

 該当取付ブラケットは天井用に適用となります。（図 3） 

 ブラケットホルダーを付属の M6 ネジで 24.5 kgf-cm のトルクで固定してください。 

 4つの留め具（M8/SUS316、付属していません）を使用して壁/吊り金具を構造に固定してください。 
 

 The mount bracket is for the use of ceiling mount (Figure 3).  

 Position the bracket holders and fix it by means of the provided M6 screws, 24.5 kgf-cm.  

 Secure the wall mounting bracket to the structure by using four fasteners (M8/SUS316, not provided).  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 パイプ吊形 Pendant mount 

 該当取付ブラケットはチューブ取付用となります。（図 4） 

 チューブは M35のネジです。 

 チューブ取付部に導管を必要に応じてレンチにて 6600kgf-cmのトルクまでねじ込んでください。 

 

 The mounting type is for the use of bending tube mounting (Figure 4). 

 Tube mounting thread is M35.  

 Thread the tube mounting on conduit and torque until wrench-tight as requirement, 6600 kgf-cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 支柱形 25° & 90° Stanchion 25° & 90° 

 該当取付ブラケットは 25° & 90°のチューブ取付用となり、M35のネジです。（図 5、図 6） 

 チューブ取付部に導管を必要に応じてレンチにて 6600kgf-cmのトルクまでねじ込んでください。 

 

 The mounting types are for the use of bending tube mounting, 25° & 90° (Figure 5, 6).Tube mounting thread 

is M35.  

 Thread the tube mounting on conduit and torque until wrench-tight as requirement, 6600 kgf-cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 

図 4 

図 5 図 6 
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6.3 アース線 Ground wire 

 外部アースねじの位置は赤い○で表示している 

 External earth screw location as showing in the Red Circle of below pictures. 

  

 

 外部アース線の取り付けおよび端子形は下方の写真を参照してください。     

 The external earth ground wire installation and terminal type as show the following picture. 

       

 

 アース線の導体断面積=4mm²、最大 LED 電流=1A @V=110Vac-10%。 

 アース用ねじとワッシャー材料両方とも M4*5のステンレスです。 

 トルク要件：7.0 kgf.cm. 

 ネジ材質：SUS316 

 導体が確実に縛られることを確認してください。 

 

 Ground wire cross-sectional area=4mm²，max LED current=1A; @V=110Vac-10%. 

 Both ground screw and washer material is M4*5 stainless steel. 

 Torque Requirement: 7 kgf.cm. 

 Screw material is SUS316. 

 Ensure wire is tied assured. 

 

6.4 使用/運行開始 Putting into Service 

動作する前に、以下の手順に従って確認してください。 

 照明器具が正しく設置されている。 

 接続が正しく行われる。 

 ケーブルが正しく挿入する。 

 

Before putting into operating, it’s necessary to ensure that:  

 the lighting is correctly installed.  

 the connection has been correctly made. 

 the cable has been inserted correctly.  

 

O Type U Type 
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7. メンテナンス Maintenance 

 

 

7.1 定期メンテナンス Regular Maintenance 

 検査の種類と程度を判断するには、関連する国内法規（IEC / EN 60079-17など）を参照してください。 

 少なくとも3ヶ月に1回は装置の定期点検を行い、予測される装置内の欠陥が速やかに検出されるようにして

ください。 

 

 Consult the relevant national regulations (e.g. IEC/EN 60079-17) to determine the type and extent of 

inspections. 

 Arrange the plan of regular inspection with the equipment, one time per 3-month at least, so that any defects 

in the equipment which may be anticipated are promptly detected.  

 

 

 

下記の通りにメンテナンススケジュールの一部としてチェックしてください： 

To check as part of the maintenance schedule as following: 

 ガラスカバーまたは筐体の亀裂や損傷の有無。 

 接続ケーブルの状態。 

 取付金具のネジを締め付け具合の確認。 

 

 Cracks or damages on the glass cover and/or on the enclosure. 

 Condition of the connecting cables. 

 Screws of the mounting bracket are tightened. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 警告 WARNING 

 

 通電部品による危険性を避けるために、すべての接続と配線を電源から切断する必要がありま

す。不正なアクティベーションから接続を保護します。 

 火傷をする危険性を避けるために、ハウジング、ケーブルグランド、および保護ガラスを約30分

間冷ましてから触れてください。 

 耐圧防爆容器の保守作業は禁止です。修理は製造業者のみ行われます。不正な修理の結果につ

いて防爆や防塵構造の機能が失われた場合、THT-EXは責任を負わず保証期間は終了する。 
 

 To avoid dangers due to energized parts, all connections and wiring must be disconnected from the 

power supply. Secure the connections against unauthorized activation. 

 To avoid risk of burn to hands, let the housing, the cable gland and the protective glass cool down for 

approximate 30 minutes before touching them. 

 Maintenance work is not permitted on flameproof enclosures. Repairs are only to be carried out by 

the manufacturer. Unauthorized repair shall cause the manufacturer’s liability and warranty 

expires. 
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8. 部品と予備部品 Accessories and Spare Parts 

 

9. 廃棄・リサイクル Transport, Storage and Disposal 

 輸送と保管は元包装のカートンボックスに記載されている方法のみ許可されています。 

 輸送 - 元のカートンに衝撃を与えず、落とさずに取り扱ってください。 

 保管場所 - 乾燥場所に保管してください。 

 廃棄 - 法規に従ってすべての部品を環境に配慮した廃棄を確保してください。 

 

 Transport and storage is only allowed in the original packaging, on the way pointed out on the carton 

box. 

 Transport – Shock-free in its original carton, do not drop, and handle carefully.  

 Store – Store in a dry place in its original packaging. 

 Disposal – Ensure environmentally friendly disposal of all components according to the legal 

regulations. 

  

 警告 WARNING 

 

THT-EX のオリジナル部品と予備部品のみを使用してください。部品と予備部品については THT-EX の

HP に記載しているデータシートを参照してください。www.tht-ex.com. 

 
Use only original THT-EX accessories and spare parts. For accessories and spare parts, see data sheet at 

www.tht-ex.com.  

http://www.tht-ex.com/
http://www.tht-ex.com/

