ダイヤル式トルクレンチ
DIAL INDICATING TORQUE WRENCH

MODEL
取扱説明書

CDB-S

OPERATING INSTRUCTION

お客様へ

To the User

本トルク機器をお使いいただく前に、 本
取扱説明書をよくお読み頂き正しくご使
用下さい。
ご不明な点は、 販売店又は東日製作所
までご連絡下さい。 なお、 本取扱説明
書は大切に保管して下さい。

In order to use the torque wrench properly
and safely, please read this instructions
before operation. If any questions, please
contact a Tohnichi authorized distributor
or Tohnichi office. Keep this operating
instruction for future use.

CDB-S 型

Model CDB-S

置針
Memory Pointer
ダイヤルインジケータ
Dial Gauge

ニードル
Main Pointer
カガミイタ
Protector Plate

有効長線
Effective Length

グリップ
Grip

ヘッド
Head
目盛板
Scale Plate
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□

警告

□

●ねじの締め付け以外は使わない。

●T
 orque wrenches are designed for
tighteningonly.Theyarenotintended
foranyotheruse,includingloosening.
●E
 xamine wrench forcracks,scratches,
rust,orotherdamage.Thesecancause
wrenchfailureandoperatorinjury.
● If using a ratchet wrench, makesure it
isthecorrectposition.Failuretodothis
mayresultindamagetotheratchetand
injurytotheoperator.
●D
 o not drop the wrench. Damage to
wrenchorinjurymayresult.
●D
 o not use pipes, cheater bars, or any
kind of extension on the handle of the
wrench.Thiswilldamagethewrench,and
resultininaccuracy.(Fig.1)

本製品は、 ボルト締め付け用トルクレン
チです。
●握り部に、 油 ・ グリス……等が付着して
いないこと。
締め付け中に手が滑り事故やけがの原
因になります。
●亀裂・傷・錆が発生していないか確認する。
破損が生じ事故やけがの原因になりま
す。 点検 ・ 修理を受けて下さい。
●ラチェット切替レバーを確実に切り替える。
（CDB+QH , CDB+RQH）
ラチェット切替レバーが中途半端だと、 ラ
チェット破損により事故やけがの原因に
なります。
●高所での締め付け作業には使用しない。
トルクレンチを落下させると、 重大な事故
やけがの原因になります。
●パイプなどを用いてハンドル部を長くして
使用しない。
トルクレンチの破損や精度異常の原因と
なります。 （図１）
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□

注意

□

●トルクレンチに手力を加えるときは、 弾

Do's And Don'ts

●D
 on't use your weight when using torque
wrench,becausethismayresultinlossof
control,withpossibleinjuryiswrenchcomes
offofthebolt.
●D
 ousefluidandsteadymotion.Jerkingor
unsteadymovementmaydamagethewrench.
●D
 on'tuseanadaptertoreducethesquare
drivesize.Thismayresultinover-stressing
ofthesquaredrive,andslippagethatmay
leadtoinjury.
●D
 oinspectthewrenchbeforeeachuse,and
askaTohnichi-authorizedrepaircenterto
inspectorrepairitifanypartsaremissing
ordamaged.
●D
 on'tmodifythewrench,oruseawrench
that has any modifications except those
approvedbyTohnichi.Othermodifications
willweakenthewrench,orcauseinaccuracy,
aswellascausingdamageorpossibleinjury.
●D
 o take care to avoid shocks or jolts,
includingdroppingthe wrench.Damageor
deformationmayresult,andaccuracyand
durabilitywillbereduced.
●D
 otakecarefulnoteofyoursurroundings
when handling a large-capacity torque
wrench. Twisting or falling while using
a large torque wrench can cause injury,
possiblyseriousinnature,iftheuserisnot
alertandcareful.
●D
 oalwaysstorethetorquewrenchproperly.
Placeitinitsoriginalcontainerora tool
containerdesigned for that purpose, and
neverstanditonend.Failuretofollowthis
advice may resultin reduced wrenchlife,
andincreasesriskofinjury.
●D
 o use only parts approved by Tohnichi
for repairand maintenanceof the torque
wrench. Ask your place of purchase, an
authorizedrepaircenter,orcontactTohnichi
forassistanceinobtainingpartsorrepairs.

みをつけたり、 体重をかけたり足で踏み
付けない。
破損やボルトからの外れで、 事故やけが
の原因になります。
●最大トルク以上で使用しない。
破損による事故やけがの原因になります。
●角ドライブのサイズをアダプタ等を使っ
て 小 さ く し て 使 わ な い。 （CDB+QH ・
CDB+DH）
強度不足が生じ、 破損して事故やけが
の原因になります。
●トルクレンチにピンの抜けや目盛板が無
い等、 欠品があるものは使用しない。
お買い求めの販売店、 又は弊社に問い
合わせ必ず点検や修理を受けて下さい。
●トルクレンチの改造はしない。
改造による強度不足や精度異常が生じ、
事故やけがの原因になります。
●トルクレンチを落下させたり、 強い衝撃を
与えたりしない。
破損や変形が生じ、 精度の劣化や耐久性
が低下し、 事故やけがの原因になります。
●大型のトルクレンチを持って向きを変える
時は、 周囲に気を付ける。
事故やけがの原因になります。
●トルクレンチを立てて置かない。
トルクレンチが倒れたり、 落ちたりすると
事故やけがの原因になります。
●トルクレンチの修理部品は東日指定部品
以外使用しない。
トルクレンチの修理をする場合は、 お買
い求めの販売店、 又は弊社に問い合わ
せ、必ず東日指定部品を使用して下さい。



□

使用上の注意

□

●トルク目盛範囲以外で使用しないで下さい。
●トルク単位を間違えないように確認する。

●U
 sethewrenchwithinthescalerange.
●M
 akesure that thepropermeasurement
unit (kgf.cm, kgf.m, NM, lbf.in, etc.) is
usedinsettingthewrench.
●A
 void submersion in water. Water will
causedamagetointernalcomponentsand
ruinthewrench.
●O
 nlyuseasocketintheproperhexsize
fortheboltbeingtightened.
●T
 he torque wrench handle has an
effective-lengthmark,whichmustbeused
togrip it in the proper place.Improper
grippositionwillreduceaccuracy.(Fig.2)
●U
 sethetorquewrenchonlywherethere
is sufficient clearance and freedom of
movement. You may select another
wrench,ifnecessary.(Fig.3)
●N
 everusethetorquewrenchasahammer
ormallet.
●H
 ave the torque wrench inspected
periodicallybysomeonequalifiedforthat
purpose to insure accuracy and proper
functioning.

トルク単位を確認してから使用して下さい。

●トルクレンチは水中や海中で使用しない。
内部構造に劣化が生じ、 事故やけがの
原因になります。 もしトルクレンチを水中
や海中に落としてしまったら、 点検や修
理を受けて下さい。
●高所での締め付け作業では、 落下防止
の処置をする。
トルクレンチやソケットを落下させると、
重大な事故やけがの原因になります。
●ソケットは、 ボルトの六角対辺に合ったも
のを使う。
ソケットとボルトの六角対辺が合わないも
のを使用すると、 事故やけがの原因にな
ります。
●有効長線上を握ってトルクをかけて下さ
い。（図２）
有効長上を握らないと正しいトルク値が
得られません。
●狭い所での締付け作業では手やひじに
注意して下さい。（図３）
トルクレンチを作動する時、 周りのものに
手やひじ等をぶつけないようにして下さい。
●トルクレンチをハンマーや、 てこの代わり
に使用しない。
ヘッドやチューブが変形すると作動不良
を起こし、 精度に悪影響を及ぼします。
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図３ Fig.3

□

使用上の注意

□

●定期点検を必ず受ける。

Proper use of torque wrench

● Torque wrenches are required periodical
inspection.
● The loading direction must be at a
right angle to the torque wrench. The
tolerance is plus/minus 15 degrees of
horizontal or vertical deviation. See
ﬁg. 4.
● Bef ore using or storing the wrench, or
whenever necessary, remove all debris,
oil, water, etc. Keeping the wrench clean
will prolong its life.
● I f the wrench must be stored f or
long periods, set the wrench at the
minimum torque, apply rust-proofing
oil, and store the wrench in a dry place.
Improper storage may cause damage to
the wrench, and reduce the accuracy.
● Do not use this instrument for a breaking
test.
Using under breaking or rupture test
may result in the needle dose not
return to its Zero point correctly.

トルクレンチは定期点検が必要です。
●力の方向
力の方向はトルクレンチに直角に。
上下左右とも± 15°以内にする。（図４）
●使用後は、ゴミ ・ ホコリ ・ ドロ ・ 油・ 水分等
の汚れを取り除いて保管して下さい。
汚れがついたまま保管すると、作動不良、
精度不良の原因となります。
●長期間使用しない場合は、 最低目盛に
設定し防錆油を塗布し、 乾燥した場所に
保管する。
保管方法が悪いと、 精度劣化や耐久性
の低下が早まります。

●破壊試験には使用しない。
破壊・破断等の試験に使用すると、指針
が０点に戻らなくなる事があります。
下記の点に注意し使用してください
Precautions for Use

オーバートルク
Over torque

上下方向への負荷
Loading ups and downs

衝撃
↓ Impact shock
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4

15°以内
Less than 15°

□ 使用方法

□ Usage

①ニードルが 0 を指すように目盛を合わせ
ます。 （図５） （カガミイタを軽く押さえつけ
ながら左右に回します。）
②カガミイタの中心についている置き針つま
みを測定方法と逆方向から回して 0 に合わ
せます。
③交換ヘッドをトルクレンチ本体に取り付け
ます。 （図６）
※交換ヘッドは東日専用です。 カタログ等
からお選びください。
④交換ヘッドをボルト又はナットに嵌合させ
ます。
⑤グリップの中心を握って目盛を見ながら
測定方向に回します。
※左右両方向とも測定可能です。
⑥トルクを解除した場合、 置針が最大値に
残ります。 測定作業終了後、 測定値の確
認が容易です。
※ニードルをあらかじめ所定のトルクに
合わせて目盛が 0 を示すように使用するこ
ともできます。 （図７）

1. Set the main pointer to the '0' position
on the scale plate. (Fig.5) (Rotate the scale
plate until the '0' position is aligned with
the main pointer.)
2. Measure the torque only after setting the
memory pointer to '0' position by turning
the memory pointer knob opposite to
measuring direction.
3. Place interchangeable head over the
round root end of the wrench, until the
spring pin snaps into place. (Fig.6)
4. Place the open part of the head onto the
bolt or nut to be tightened.
5. Apply force to the center of the grip and
measure while watching scale plate.
*The CDB wrench is bi-directional.
6.When I removed torque, Memory Pointer
is left to the maximum.
After the measurement work end, the
confirmation of measurements is easy.
*The measurement can also be made
by setting the main pointer to the desired
torque, and pulling the wrench until the
main pointer reaches '0' position on the
scale plate. (Fig.7)
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□ Specifications

□ 仕様
Overall length 全長 約Ｌ’
Effective length 有効長 Ｌ

P
JAPAN

MADE IN

0

0.2

0.2

0.4
0.6

0.4
1.5

0.6

0.02

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.4 1.5 1.5 1.4

1.2

Ｈ

7N～14N

有効長 L
Effective length

１０

P
０

５

５

１０

１５

１５

２０

２０

２５

２５

３０

３０
３５

３５

４０

４０
４５

５０ ５０

４５

全長 L'
Overall length

25N～300N
有効長 L
Effective length

P

全長 L'
Overall length

420N
負荷方向

型 式

ト ルク 調整範囲

MODEL

[N・m]
Max - Min Grad.
最小～最大 1目盛

CAPACITY

適用ねじ（参考）

普通鋼

ハイ テン

最
大
ト
ル
ク
時
の
手
力
P

[N]

寸 法 [ mm]
DIMENSION
全高

L

全長
約
L'

220

215

51

有効長

CDB7N4×8D-S

0.7～7

0.1

M5, M6

M4 (M4.5)

31.8

CDB14N4×8D-S

2～14

0.2

(M7) M8

M5, M6

63.6

CDB25N×10D-S

3～25

M10

(M7)

96.2

260

255

CDB50N×12D-S

5～50

M12

M8

161.3

310

330

0.5

H

57

質
量
約
MASS
[kg]

精度 ACCURACY ± ％
適用交換ヘッ ド

Interchangeable Head

0.4

(SH,RH,QH,HH) 8D

0.48

(SH,SH-N,RH,QH,HH,DH) 10D

0.53

(SH,RH,QH,RQH,HH,DH) 12D

CDB100N×15D-S 10～100

1

M12 (M14)

M10

256.4

390

415

60

0.76

(SH,RH,QH,RQH,HH,DH) 15D

CDB200N×19D-S 20～200

2

M16 (M18)

M12 (M14)

388.3

515

525

57.5

1

(SH,RH,QH,RQH,HH,DH) 19D

63.1

1.65

64.4

2.7

CDB300N×22D-S 30～300
CDB420N×22D-S 40～420

5

M20 (M22)

M16

413.8

725

720

M24

(M18)

454.1

925

920

(SH,RH,QH,RQH,HH,DH) 22D

注） 重力単位系（kgf・cm、kgf・m）製品は、日本国内での販売は出来ません。
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●定期点検には東日のトルクレンチテスタをご使用ください。
● For torque setting, use Tohnichi torque wrench tester.

DOTE3型トルクレンチテスタ
Torque Wrench Tester
Model DOTE3-G

DOT 型トルクレンチテスタ
Torque Wrench Tester
Model DOT

TF 型全自動トルクレンチテスタ
Torque Wrench Tester
Model TF

●日常点検には東日のトルクレンチチェッカをご使用ください。
● For torque check, use Tohnichi torque checker.
LC3型トルクレンチチェッカ
Torque Wrench Checker
Model LC3-G

株式会社

東日製作所

本社
〒143-0016 東京都大田区大森北 2-2-12
TEL.03-3762-2451（代表） FAX.03-3761-3852

東京営業所
〒 143-0016 東京都大田区大森北 2-2-12
TEL.03-3762-2452 FAX.03-3761-3852
E-mail:sales@tohnichi.co.jp
北関東営業所
〒 320-0081 栃木県宇都宮市大通 2-3-7 泉ビル 7F
TEL.028-610-0315 FAX.028-610-0316
大阪営業所（トルクセンター大阪）
〒 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東 2-12-1
TEL.06-6374-2451 FAX.06-6374-2452
名古屋営業所（トルクセンター名古屋）
〒 480-1112 愛知県長久手市砂子 720
TEL.0561-64-2451 FAX.0561-64-2452
広島営業所
〒 732-0803 広島県広島市南区南蟹屋 2-5-2
TEL.082-284-6312 FAX.082-284-6313
九州出張所
〒 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 1-2-39
勧和興産浅野ビル 14 号館 50 号
TEL.093-513-8866 FAX.093-513-8867

TOHNICHI MFG.CO.,LTD.
2-12, Omori-kita, 2-Chome Ota-ku, Tokyo, JAPAN
TEL.81 3 3762 2455 FAX.81 3 3761 3852
E-mail:overseas@tohnichi.co.jp
WebSite:http://tohnichi.co.jp
N.V.TOHNICHI EUROPE S.A.
Industrieweg 27 Boortmeerbeek, B-3190 BELGIUM
TEL.32 16 606661 FAX.32 16 606675
E-mail:tohnichi-europe@online.be
TOHNICHI AMERICA CORP.

1303 Barclay Blvd. Buffalo Grove, IL 60089 USA
TEL.1 (847)947 8560
FAX.1 (847)947 8572
E-mail:inquiry@tohnichi.com
WebSite:http://www.tohnichi.com

TOHNICHI SHANGHAI MFG. CO., LTD.
Rm.5 No.99 Nong1919. Du Hui Road, Minhang,
Shanghai, P.R.China
TEL:86(021)3407-4008 FAX:86(021)3407-4135
トルクのことならお気軽に、 ご相談ください。
ト ル ク

トーニチ

0120-169-121
15.04.PO
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