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D-70 シリーズ、ES-71、OM-71 用電極フック

取扱説明書
本書は D-70 シリーズ、ES-71、OM-71 用電極フックを取り
扱う方を対象に書かれています。ご使用になる前に本書を必
ずお読みください。

 製品取り扱い上の注意

 製品に付いた汚れを落とす場合は、シリコンクロスなど
の柔らかい布で乾拭きしてください。

 製品の汚れがひどい場合は、市販の中性洗剤で水洗い
し、よく水滴を拭き取ってください。

 電極フック、ケーブル巻き取りは主にポリカーボネート
樹脂でできています。トルエンなど、芳香族系の有機溶
剤がかからないようにしてください。 

 壁掛けフックはステンレスでできています。酸やアルカ
リなどの薬品がかからないようにしてください。

 内容物

 使用工具

 プラスドライバー（組み立て時に必要）

 使用方法

本製品は、部品を組み合わせて以下の 3 通りの方法で使用で
きます。用途に合わせて、いずれかの方法で使用してくださ
い。

　①電極を計器に固定することができる、「電極フック」
　②①に加えて、ケーブルを巻きつけることができる、「ケー
　　ブル巻き取り機能付き電極フック」
　③①に加えて、計器を壁に掛けることができる、「壁掛け
　　機能付き電極フック」

No. 品名 数量

① 電極フック 1 個

② ケーブル巻き取り 1 個

③ 壁掛けフック 1 個

④
ねじ（長） 1 本

ねじ（短） 1 本

⑤ 取扱説明書（本書） 1 部
〒 601-8306  京都市南区吉祥院宮の西町 31 番地
http://www.horiba-adt.jp

製品に関する技術
カスタマーサポー
フリーダイヤル　
受付時間　9:00 ～
 組み立て方法

 電極フック

1. 電極フックを計器に取り付けます。

2. ねじ（短）を入れてプラスドライバーで固定します。

 ケーブル巻き取り機能付き電極フック

1. 電極フックを計器に取り付けます。

2. 下図のように、ケーブル巻き取りの突起を電極フックの
穴にはめ、ねじ（長）を入れて固定します。
的なお問い合わせやご相談は、
トセンターまでお願いいたします。 
0120-37-6045 　
12:00、13:00 ～ 17:00（祝祭日を除く月曜日～金曜日）



 壁掛け機能付き電極フック

1. 電極フックを計器に取り付けます。

2. 下図のように、壁掛けフックの丸穴と電極フックの穴を
合わせて、ねじ（短）を入れて固定します。

 電極の取り付け
 電極フックの溝に上から電極をスライドさせて取り付

けます（下図はケーブル巻き取り機能付き電極フックを
使用した場合）。
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Electrode hook for D-70 Series, ES-71, and OM-71
Instruction Manual
This manual describes the operation of the electrode hook
for D-70 series, ES-71, OM-71. Be sure to read this manual
carefully, before using the electrode hook.

 Points of concern
 To clean the product, wipe away the dirt with a dry

silicon cloth or other soft cloth.
 If the product is excessively dirty, wash it with water

using a commercially available neutral detergent.
 The electrode hook and the electrode hook with cable

take-up is mainly composed of polycarbonate resins, so
be particularly careful to protect it from organic solvents.

 The electrode hook with wall-hung is composed of
stainless steel, so be particularly careful to protect it
from acidic or alkali.

 Packaged contents

 Tools
 Cross slot screwdriver (for assembling)

 How to use
You can use the product for 3 ways to combine the parts.
Use the product for any way, depending on the purpose of
use.

　① ”Electrode hook” for fixing the electrode on the
instrument.

　② ”Electrode hook with cable take-up”, in addition ① , for
taking-up the cable.

　③ ”Electrode hook with wall-hung”, in addition ① , for
hanging the instrument on the wall.

No. Name Q’ty

① Electrode hook 1 pc

② Cable take-up 1 pc

③ Wall-hung 1 pc

④
Screw (long) 1 pc

Screw (short) 1 pc

⑤ Instruction manual (this sheet) 1 copy
For
or in
http

http://www.horiba-adt.jp
31, Miyanonishi-cho, Kisshoin Minami-ku, Kyoto, 601-8306, Japan
 Assembly

 Electrode hook
1. Attach the electrode hook to the instrument.

2. Tighten the screw (short) with a cross slot screwdriver.

 Electrode hook with cable take-up
1. Attach the electrode hook to the instrument.

2. Attach a boss of the cable take-up to a hole of the
electrode hook and tighten the screw (long) with a cross
slot screwdriver (refer to the figure below).
 any questions regarding this product, please contact your local agency, 
quire from the following website.

://global.horiba.com/contact_e/index.htm



 Electrode hook with wall-hung
1. Attach the electrode hook to the instrument.

2. Position a circular hole of the wall-hung to a hole of the
electrode hook and tighten the screw (short) with a cross
slot screwdriver (refer to the figure below).

 Attachment of the electrode
 Attach an electrode by sliding it along the groove from

the top.
2




