シ グ ナ ル ワ ー ド と そ の 他 の表 記

追加取扱説明書

測定前の準備

警告

誤った取扱いをした場合、死亡したり、重傷を負う可能性
が想定される内容を表します。

注意

誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される
内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。
禁止行為を表します。
必ずしてほしい行為を表します。

注意

確認してほしい行為を表します。

1. 《

最初に使用する前に、
を充電してください。
また、次の場合も
を充電してから使用してくだ
さい。
・ バッテリー残量が残り少なかったり、なくなったりし
たとき
・ 長期間使用しなかったとき

GEKR シリーズ
この度は、
GEKR シリーズをお買い上げ頂き誠にありがとう
ございます。
GEKR シリーズをより安全・適切にお使い頂く
ために、本紙をお読みください。また、本紙に記載されていない注意
事項や使用方法については、同梱の取扱説明書に記載されていますの
で、十分に理解した上で正しくお使いください。なお、取扱説明書と
本紙の記載内容に相違がある場合には、本紙の記載内容を優先してく
ださい。本紙は取扱説明書とともにお手元に大切に保管してください。

取扱説明書に記載されている品番は、以下の対応表に従って、
置き換えて内容をご確認ください。

使用前にご確認ください

入組内容
本製品には、下記のものが同梱されています。本製品を最初
に開梱するときに、内容をご確認ください。万一、同梱物が
不足している場合や破損している場合は、お手数ですがお買
い上げの販売店様までご連絡ください。
本体 :1本

ラチェットタイプ

共通入組
専用樹脂
ケース :1個

書
取扱説明

校正証明書

1冊

1部

モンキタイプ

1通

ヘッド交換式タイプ
1部
充電ケーブル (1m):1本

周囲の気温が 0 〜 40℃の屋内で充電してください。
低温や高温の環境では充電できなかったり、または故
障の原因となる可能性があります。

品番対応表

ヘッドタイプ

の充電方法》

従来品品番

本製品品番

GEK030-R2

GEKR030-R2

-

GEKR030-R2A※

GEK030-C3

GEKR030-C3

GEK030-C3A

GEKR030-C3A

GEK060-R3

GEKR060-R3

GEK085-R3

GEKR085-R3

GEK085-R4

GEKR085-R4

GEK135-R4

GEKR135-R4

GEK200-R4

GEKR200-R4

GEK085-W36

GEKR085-W36

GEK135-W36

GEKR135-W36

GEK200-W36

GEKR200-W36

GEK040-X13

GEKR040-X13

GEK085-X13

GEKR085-X13

①

AC アダプタと付属の充電ケーブルを接続し、AC アダ
プタをコンセントに差し込む。

1. 《

②

の充電方法》

のカバーを開け、MicroUSB ポートに、付
属の充電ケーブルの MicroUSB コネクタを差し込む。
MicroUSB コネクタは、正しい向きでまっすぐ確実
に挿入してください。

MicroUSB ポート

カバー

MicroUSB コネクタは、正しい向きでまっすぐ確実
に挿入してください。
本製品に AC アダプタは付属していません。
LED ランプ

を充電するときには
本製品に AC アダプタは付属していません。AC アダプタ
は、お客様ご自身で用意してください。
なお、本製品の充電には、製品に PSE マークが表示され
ている AC アダプタを使用してください。
PSE マークの表示のない AC アダプタを使用して充
警告 電した場合、バッテリーが発熱、破裂、発火し、負傷
する恐れがあります。

MicroUSB コネクタ

LED ランプ [ 赤色 ] が点灯し、充電を開始します。
充電が完了すると、LED ランプが消灯します。
充電時間：約 2.5 時間

※ 当該製品のトルク精度及び精度保証範囲は GEK030-C3A を参照
ください。
→ 裏面に続く

→ つづき

1. 《

の充電方法》

③

から充電ケーブルを抜く。

④

AC アダプタから充電ケーブルを抜く。

⑤

コンセントから AC アダプタを抜く。

⑥

3. 《故障かな？と思ったら》
症状
電源が入らない

・ バッテリーから液漏れしたり、異臭がしたりすると
きは使用を中止してください。
・ 作業中に充電を行うと、電源が OFF になり測定結果
が失われます。作業中は充電を行わないでください。
・ 充電ケーブルの MicroUSB コネクタを
の
MicroUSB ポートに差し込んだ瞬間に、
の電源が OFF になり測定結果が失われます。

本製品の充電方法以外の詳しい使用方法について
のできること》 参照）
（⇨取扱説明書 1. 《

2. 《長期間使用しない場合》
を70% 程度充電した状態で保管してください。
長期間使用しない場合にも 6 か月に 1 回程度、
を充電してください。
USB コネクタを接続しても LED ランプが点灯しない
場合は、充電を中止してください。
バッテリーが故障している可能性があります。

充電ができない

対処の方法

を充電
バッテリーの電圧
が低下している。 してください。
（⇨ 1.
《
の充
電方法》 参照）
充電中である。

のカバーを閉める。
充電時、所定の充電時間を超過しても充電が完了しな
警告 い場合は、充電を中止してください。バッテリーが発
熱、破裂、発火し、負傷する恐れがあります。

原因

6. 《アフターサービスについて》

MicroUSB ポート
に MicroUSB コネ
クタが確実に挿入
されていない。

充電を中断してく
ださい。
MicroUSB ポート
に MicroUSB コネ
クタを確実に挿入
してください。

上記記載以外の症状について
（⇨取扱説明書 12. 《故障かな？と思ったら》 参照）

○ ラチェット内部（ドライブギアなど）の破損について
ラチェット内部の破損については、ラチェットヘッドリ
ペアキットをご利用ください。
下記品番に該当するリペアキットをご購入頂き、交換を
実施してください。
品番
GEKR030-R2
GEKR030-R2A
GEKR030-C3
GEKR030-C3A
GEKR060-R3
GEKR085-R3

本製品はバッテリーを使用していますが、お客様ご自身で
バッテリーを交換することはできません。
お客様ご自身でのバッテリーの交換は、本製品が損傷
する原因となる可能性があります。
加工、加熱した場合には本来の性能を発揮することが
できません。

6.3sq. 用

No.BR2E-K

9.5sq. コンパクト
タイプ用

No.BRC3-K

9.5sq. 用

No.BR3E-K

12.7sq. 用

No.BR4E-K

GEKR085-R4
GEKR135-R4

4. 《バッテリーの交換》

ラチェットヘッドリペアキット

GEKR200-R4
リペアキットによる部品交換後の精度確認は必要ありません。

○ モンキタイプの破損について
モンキレンチ部の破損については、修理の対象とさせて
頂きます。お買い上げの販売店様にご相談ください。
本製品のお問い合わせは、

5. 《本製品の廃棄について》
本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の条
例に従い、適切に処理してください。

本体の校正及び調整について
（⇨取扱説明書 14. 《アフターサービスについて》 参照）

お客様窓口またはお買い上げの販売店様

にご相談ください。
電話での受付時間は9:00〜12:00、13:00〜17:00まで
（土・日・祝日および弊社休業日を除く） Email
／0774（46）4159

support@kyototool.co.jp

／0774（46）4359

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。
No. T070042-0. 20. 01

