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安全上のご注意 Safety precautions
■ご使用に際して When you use

1. 本カタログに記載されている商品は、①食品・薬などの経口製品の製造用途、②商品の内部腐食が人や動植物に障害を与える用途でのご使用はおやめください。
2. ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
3. 商品の改造はしないでください。十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因になります。
1.Do not use the products shown in this catalog for the following purposes:
①manufacturing process of orally-administered products such as food and medicine
②application where internal corrosion of products may cause damage to humans and animals
2. Before operation, carefully read each instruction manual and use it correctly.
3. Do not alter the product. Alternation will cause inferior performance and failure.

●本カタログに記載の商品は日本国内において使用されていることを前提とした商品です。従って、日本国内で購入し海外へ輸出する場合、輸出先各国の国内法規・安全基準に合致していることを
確認の上、輸出してください。 ●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。 ●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

The product in this catalog is supposed to be used in Japan. When you purchase the product in Japan and try to export the product overseas, first check that it comply with the domestic regulations and safety standards in each 
country before exporting. Specifications described in this catalog are subject to change without notice due to improvements.Photos and the contents of this catalog are subject to change due to changes of specifications. 

※フリーダイヤル、携帯電話からもご利用いただけます。

この印刷物は､FSユースコート紙を使用しています。
本紙の作成にかかる費用の一部は､東日本大震災遺児の心のケア活動､教育支援のための募金として役立てられます。
また環境に配慮し、責任ある森林管理を認証された「FSC®認証紙」、揮発性有機化合物を含まない「ノンVOCインキ」
を採用しています。





CUG-444C

IE3

IE3

該当機種
CUG-666C

該当機種
CUG-444C・CUG-554C

該当機種
CUE-332C～CUE-444C

CUG-444C

CUG-554C

CUG-666C

CUE-332C

CUE-343C

CUE-444C

コイル型シーズヒーター

温度調節計（高温異常確認付）、風圧スイッチ、サーマルリレー
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CUE炉の場合は排気ダクトの上から1,000※1 ※2 建屋への伝熱防止、法規上必要最低寸法
（注）伝熱防止の為の建屋から炉外壁面までの間隔は
監督官庁の指導を優先とします。
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