入組明細 CONTENTS

ご使用上の注意
間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。各工具の使用目的を守ってください。

警告
１．工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
感電する恐れがあります。
２．切断用やストリップ用の工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。
切断片が目に入ると大変危険です。真ちゅうブラシの毛などにもご注意ください。
３. ハンマーの使用まえに、頭部が柄にしっかり固定していることを確認してください。保護メガネを
着用し、また周囲の安全を確保してください。外れた頭部や被打撃物の飛散により、重大な事故
に至る恐れがあります。

注意
１．コンベックスルールは引き出したメジャーが自動的にもどります。そのときメジャーの縁に触れる
とけがをする恐れがありますのでご注意ください。特に長く引き出した場合は先端に手を添えた
ままもどしてください。
２．サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
３．工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
４．工具を改造しないでください。

S-351 工具セット

このたびは ホーザン Ｓ-３５１ 工具セット をお買い上げいただき、まことにありがとうございま
す。入組明細、および注意書きをご確認のうえ、正しくお使いください。
Thank you for purchasing the HOZAN S-351 TOOL KIT. Please check the contents and
use following the instructions.

Precautions
Incorrect handling could cause an unexpected situation. Follow the purpose of each tool.

Warning
1. Handles of tools are not insulated. Do not use on energized places. This could cause
a shock.
2. Wear goggles to protect your eyes against flying debris when using cutting tools or
wire stripping tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.
3. Be sure that the hammer heads are secured on the handles before use. Wear safety
glasses and pay attention to your surroundings. Otherwise, unfixed heads or flying
debris could cause a serious situation.

Caution
1. Handle the measuring tape carefully since touching the extended tape while it is
being automatically rewound could cause physical injury.
Hold the end of the tape with your fingers when rewinding the tape.
2. Use the proper tool size for each application.
3. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
4. Do not remodel the tools.

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１-２-１２
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024
補修部品については、ｗｅｂ上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 F a x : +81-6-6562-0024
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