取扱説明書

○本 製品および取扱説明書には、以下のシン
ボルマークが表示されています。それぞれ
のマークが意味する内容をよく理解した上
で御使用下さい。
#取 扱説明書を参照する必要があることを
示しています。
人体および機器を保護するため、取扱説明書
を参照する必要がある場合に付いています。
二 重絶縁または強化絶縁で保護されてい

ることを示しています。
隣 接表示の測定カテゴリに対する回路 ―大
地間電圧以下であれば活線状態の裸導線を
クランプできる設計である事を示しています。
交流(AC)を示しています。
直流(DC)を示しています。
交流(AC)と直流(DC)の両方を示しています。
本 製品は、WEEE指令（2002 ／ 96 ／ EC）マー
キング要求に準拠します。この電気電子製品を一般
家庭廃棄物として廃棄してはならないことを示します。

クランプメータ交流電流電圧計抵抗計
（直流電圧計付）

キュースナップ
KEW SNAP 2608A

保護用フィンガガード
キャップ

保護用フィンガガード：
操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿
面及び空間距離を確保するための目印です。
キャップ：
キャップをはずした状態：CATⅡに対応
キャップを取り付けた状態：CATⅢ／Ⅳに対応
キャップは奥までしっかりと差し込んで装着して
ください。

# 危険
●本製品は、低圧回路用に設計されていますの
で、600V以上の回路では、絶対に使用しな
いでください。
●引火性のガスのある場所で測定しないでくだ
さい。火花が出て爆発する危険があります。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしな
いような構造になっていますが、絶縁されてい
ない導線を測定する場合、トランスコアで被測
定物をショートしないよう注意してください。
●本 製品や手が濡れている状態では絶対に使
用しないでください。
●測定の際には、測定範囲を越える入力を加え
ないでください。
●測定中は絶対にケースを開けないでください。
●トランスコアおよび本器のケースが破損または外れ
ている場合には、絶対に測定をしないで下さい。
●指 定した操作方法および条件以外で使用し
た場合、本体の保護機能が正常に動作せず
本器を破損したり感電等の重大な事故を引
き起こす可能性があります。
●本 製品の使用前あるいは指示結果に対する
対策をとる前に、既知の電源で正常な動作を
確認してください。
# 警告
●この測定器を使用しているうちに、本体およ
び測定コードに亀裂が生じたり金属部分が
露出したときは、使用を中止してください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取付は行
わないでください。
修 理・調整の必要な場合は、当社または取
扱店宛にお送りください。
●本 製品が濡れているときには、電池交換を
行わないでください。
●電 池・ヒューズ交換のためケースを開けると
きは、測定コードを本体から外してください。
●測定コードのコード内部から金属部分または
外装被覆と異なる色が露出したときは、直ち
に使用を中止してください。
●被測定物に測定コードを接続したまま、レン
ジスイッチを切り替えないでください。

# 注意
●測定を始める前に、レンジスイッチを必要な
位置にセットしたことを確認してください。
●測定コードを使用するときは、プラグを根元
まで本休の端子に差し込んでください。
●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り
はずした状態で保管してください。
●高温多湿、結露するような場所及び直射日光の
当たる場所に本器を放置しないでください。
●本 製品は防じん・防水構造となっていません。ほ
こりの多い場所及び水のかかる恐れのある場所で
は使用しないでください。故障の原因となります。
●電流測定のときは、必ず測定コードを本製品
から外してくだい。
●測定の際は指先等が、保護用フィンガガードを
越えることのないよう充分注意してください。
●クリーニングには研磨剤や溶剤を使用しない
で中性洗剤か水に浸した布を使ってください。
○測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）について
安 全規格IEC61010では測定器の使用場所に
ついての安全レベルをCAT（測定カテゴリ）
という言葉で規定し、以下のようにO～CAT
Ⅳの分類をしています。この数値が大きいほ
ど過渡的なインパルスが大きい電気環境であ
ることを意味します。CAT Ⅲで設計された測
定器はCAT Ⅱで設計されたものより高いイン
パルスに耐えることができます。
O(None, Other)：主電源に直接接続しない
その他の回路です
CAT Ⅱ：コンセントに接続する電源コード
付機器の１次側の電気回路
CAT Ⅲ：直 接配電盤から電気を取り込む
機器の１次側および分岐部から
コンセントまでの電路
CAT Ⅳ：引込み線から電力量計および１次過
電流保護装置（配電盤）までの電路

0：主電源に直接接続
されていない機器

注意：製品と測定コードの測定カテゴリー（CAT）
が違っている場合は最も低いカテゴリー定
格が適用されます。

2. 特長
●ティアドロップ型のコアで、狭い場所、配線
のこみいった場所でも楽に使えます。
●安 全 規 格（IEC61010-1CATⅢ300V CATⅡ
600V）にも完全に適合した安全設計です。
●非常用電源電圧のチェックができる直流電圧
レンジがついています。
●指 示を固定できる指針止め装置が付いていま
すので、暗いところ高いところなど直接指示
が読めない場所での測定が可能です。
●トランスコア部にバリアがついて安 全 性が
アップしています。

-20℃～ +150℃
注）7060（温度プローブ）
製造終了によりご使用
できません。

CAT Ⅲ 300V
CAT Ⅱ 600V
AC3470V 5秒間

M― 7066A

MODEL8008（マルチトラン）

測定の際は指先等が、保護用フィンガガード
を越える事のないよう充分注意してください。

測定の際は指先等が、保護用フィンガガード
を越える事のないよう充分注意してください。

測定の際は指先等が、保護用フィンガガード
を越える事のないよう充分注意してください。

保証書

アフターサービス
●修理・校正を依頼されるには
お 買い上げいただいた販売店または弊社サー
ビスセンター修理グループにお送りください。

MODEL8008（マルチトラン）

●製品のご使用に関するお問い合わせは
弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本 製品を正しくご使用いただくため、定期的
（推奨校正周期１年）に校正することをおす
すめいたします。
●補修用部品の保有期間
本 製品の機能・性能を維持するために必要な
補修部品を製造打ち切り後、５年間を目安に
保有しています。
■ホームページのご案内
www.kew-ltd.co.jp
●新製品情報
●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタロ
グのダウンロード
●販売終了製品情報

修理・校正に関するお問い合わせは

共立電気計器 サービスセンター 修理グループ
営業時間 8:40 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0894-62-1172
MODEL8008

測定可能導体径

測定範囲

変流比

φ100

AC0～
1000A

10: １

●MODEL7060（製造終了品）
 温度プローブMODEL7060を使用する
と－20℃～＋150℃の温度の測定ができ
ます。
# 危険

●AC30V、DC60V以上の電圧のかかって
いる金属の温度測定は行わないでくだ
さい。

修理を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや
測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように
十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。

送付先：〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

ご使用に関するお問い合わせは
共立電気計器

KEW SNAP 2608A
保証期間 ご購入日（

製造番号
年

月

日）より１年間

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保
証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合
は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付
の上、ご依頼ください。
お 名 前
ご 住 所

〒

お電話番号

◎本 保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連
絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させてい
ただきます。
1．取 扱説明書と異なる不適切な取り扱い、または使用
方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させる
など異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊 社サービス担当者以外による改造、修理が原因で
生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因
で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電 池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

お客様相談室

電話受付時間 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172
※折り返しお電話させていただくことがございますので
発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、
03-4540-7570 か最寄りの弊社営業所へおかけください。
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