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产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

铅 

(Pb)

汞 

(Hg)

镉 

(Cd)

六价铬 

(Cr (VI))

多溴联苯 

(PBB)

多溴二苯醚 

(PBDE)

框架（塑料） ○ ○ ○ ○ ○ ○

线路板 ASSY × ○ × ○ ○ ○

电池 × ○ ○ ○ ○ ○

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用期限 : 该标识适用于 SJ/T 11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品 

的环保使用期限。 

只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内， 

则不会因产品中有害物质泄漏或突发变异，而造成对环境的污染或对人体 

及财产产生恶劣影响。

注）

该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保证期。 

零件更换的推荐周期，请参照使用说明书





User's
Manual Supplement


CL Series
Clamp-on Tester
For Standard


This paper supplements the User’s Manual of Clamp-on Testers (except for Model CL420).
 CL Series: CL120, CL130, CL135, CL150, CL155, CL220, CL235, CL250, CL255, 
  CL320, CL340, CL345, CL360
This paper contains additional standard explanations.


Manual of the CL Series
The following manuals are provided as manuals for the CL Series (except for Model CL420). 
Read them along with this manual.


Manual Title Manual No.
CL Series IM CL-S03 For Standard (this manual)
CL Series IM CL-S04-EN Disposing the Battery (EU Battery Directive)


   For Model CL130, CL135, CL150, CL155, CL220, 
CL250, CL255, CL320, CL340, CL345, 
CL360


CL120 and CL235 IM CL120-S01-EN Disposing the Battery (EU Battery Directive)


   For Mode CL120 and CL235
CL Series IM CROHS-CL Document for China


   For Mode CL120, CL220, CL320, CL340, CL345, 
CL360


CL Series IM CL-93Z2 Document for Korea


Contact information of Yokogawa offices worldwide is provided on the following sheet.
Document No.
PIM 113-01Z2 Inquiries List of worldwide contacts


Precautions for Safe Use of the Instrument
This product is designed to be used by a person with specialized knowledge.
The general safety precautions described herein must be observed during all phases of operation.
If the instrument is used in a manner not specified in this manual, the protection provided  
by the instrument may be impaired. 
This manual is an essential part of the product; keep it a safe place for future reference.
YOKOGAWA assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.


WARNING 


· The instrument is a current measurement instrument.
 Do not use this instrument for any other purpose.
· Be careful not to make the device (conductor) under test short-circuit with metal part of  


the jaws or test leads.


CAUTION 


· The instrument is for domestic use (Class B) and meets the electromagnetic compatibility  
requirements.


· To verify the instrument's functionality, check that the measured value is update after turning on  
the power. If the measured value is not updated, the reading will be incorrect and may lead to  
possible electrical shock or personal injury.


Measurement Category of the Test leads


WARNING 


When you use the test leads, attach or remove the caps according to the measurement category.


 With Caps*: 1000V 10A CAT III/600V 10A CAT IV
 Without Caps*: 1000V 10A CAT II/600V 10A CAT II


Model: 98071


Model: 98072


Red and Black / 1set


Red and Black / 1set
Caps of Test leads


 When the test lead (98071) is used: Model CL130, CL135, CL235
 When the test lead (98072) is used: Model CL150, CL155, CL250, CL255


■ General Specifications
EMC Standards EN 61326-1 Class B, EN 61326-2-1
  EMC Regulatory Arrangement in Australia and New Zealand
  EN 55011 Class B  Group 1
  Korea Electromagnetic Conformity Standard   


Authorized Representative in the EEA
Authorized Representative in the EEA Yokogawa Europe B.V. is the authorized representative of  
Yokogawa Test & Measurement Corporation for this product in the EEA.
(EEA: European Economic Area)
To contact Yokogawa Europe B.V., see the separate list of worldwide contacts, PIM 113-01Z2.IM CL-S03


8th Edition: Nov. 2017 (YMI)
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補遺票
Supplement


本補遺票は、CL シリーズ（CL420 を除く）　クランプテスタの取扱説明書を対象といたします。
	 CL シリーズ：	 CL120,	CL130,	CL135,	CL150,	CL155,	CL220,	CL235,	CL250,	CL255,	
	 	 	 CL320,	CL340,	CL345,	CL360
規格についての追加説明です。


取扱説明書について
CL シリーズ（CL420 を除く）のマニュアルとして、次のものがあります。
取扱説明書および本書とあわせてお読みください。
マニュアル名 マニュアル	No.
CL	Series IM	CL-S03 規格について（本書）
CL	Series IM	CL-S04-JA/-EN 電池の廃棄について（EU電池指令）


　対象形名： CL130,	CL135,	CL150,	CL155,	CL220,	
CL250,	CL255,	CL320,	CL340,	CL345,	
CL360


CL120	and	CL235 IM	CL120-S01-JA/-EN 電池の廃棄について（EU電池指令）
　対象形名： CL120,	CL235


CL	Series IM	CROHS-CL 中国向け文書
　対象形名： CL120,	CL220,	CL320,	CL340,	CL345,	


CL360
CL	Series IM	CL-93Z2 韓国向け文書


各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、下記シートに記載されています。
ドキュメント	No.
PIM	113-01Z2 お問い合わせ先 国内海外の連絡先一覧


安全にご使用いただくために
本器は、専門知識のある方がご使用いただくことを前提に開発された製品です。
本器を正しく安全にご使用いただくため、本器の操作にあたっては取扱説明書の注意事項を	
必ずお守りください。取扱説明書で指定していない方法で使用すると、本器の保護機能が	
損なわれることがあります。このマニュアルは製品の一部として重要な内容を含んでいます。
本器を廃棄するまで、本器を使用するときにすぐご覧になれるところに、このマニュアルを	
大切に保存してください。なお、これらの注意に反したご使用により生じた障害については、	
YOKOGAWAは責任と保証を負いかねます。


CL Series
クランプテスタ　規格について
Clamp-on Tester  For Standard


IM CL-S03
8th Edition: Nov. 2017 (YMI)


警 告  


・	本器は、電流を測定する測定器です。これらの用途以外には使用しないでください。
・	トランスコアおよび測定リードの絶縁されていない金属部分で、被測定部間をショートしない	
ように注意してください。


注 意  


・	本器は家庭用	(Class	B)	電磁波適合機器です。
・	本器の機能を確認するため電源を入れた後、測定値が更新されていることを確認してください。
	 測定値が更新されていないと誤った読み値が表示されて感電やけがにつながる恐れがあります。


テストリードのカテゴリについて


警 告 	
テストリード（キャップの装着）は、測定カテゴリに適した使用をしてください。


	 キャップ *付き：	1000V	10A	CAT	III/600V	10A	CAT	IV
	 キャップ *なし：	1000V	10A	CAT	II/600V	10A	CAT	II


Model: 98071


Model: 98072


Red and Black / 1set


Red and Black / 1set
Caps of Test leads


	 テストリード	98071 を使用する機種：	CL130,	CL135,	CL235
	 テストリード	98072 を使用する機種：	CL150,	CL155,	CL250,	CL255


■ 一般仕様
EMC 規格	 EN	61326-1	Class	B,	EN	61326-2-1
	 	 オーストラリア、ニュージーランドの EMC規制
	 	 EN	55011	Class	B		Group	1
	 	 韓国電磁波適合性基準		 	


EEA 内の認定代理人 (AR)
横河ヨーロッパ・オフィスは EEA	内で本製品の当社認定代理人 (AR)	を務めます。
(EEA:	European	Economic	Area,	AR:	Authorized	Representative)
横河ヨーロッパ・オフィスの住所については別紙のお問い合わせ先	(PIM	113-01Z2)	を	
ご覧ください。
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How to Replace and Dispose the Batteries
EU Battery Directive
(This directive is valid only in the EU.)
Batteries are included in this product.
When you remove batteries from this product and dispose them,  
discard them in accordance with domestic law concerning disposal.
Take a right action on waste batteries, because the collection system in  
the EU on waste batteries are regulated.


Battery type: Alkaline cell
Notice: 
This marking indicates they shall be sorted out and collected as ordained in  
the EU battery directive.


How to remove batteries safely: 
For further details, see "4. Battery Replacement" in the User's Manual.


電池交換および廃棄方法について
EU電池指令


（この指令は EU 圏内のみで有効です。）
この製品には電池が使用されています。製品から電池を取り外し、　 
電池単体で処分する場合には、廃棄に関する国内法に従い処分して下さい。
EU 圏内では、電池の回収機構が整備されているため適切な処置をお願い致します。


電池の種類： アルカリ電池
注：
このマークは EU 電池指令に規定されています。
分別収集が義務付けられていることを示しています。


電池の安全な取り外し方法：
取扱説明書の「4. 電池の交換」を参照してください。


CL120 and CL235
Clamp-on Tester
Disposing the Battery
クランプテスタ
電池の廃棄について


IM CL120-S01-JA
IM CL120-S01-EN


5th Edition: Nov. 2017 (YMI)
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 WARNING


Damaged Signal Cable (Probe)


If the signal cable is torn and the inner metal is exposed or if a color different from the 
outer sheath appears, stop using the cable immediately.


Name of Probe: Test leads, Test probes, Testing leads, Testing leads with alligator clip,  
Lead cables, Voltage probes, Line probes, Earth probes


French


 AVERTISSEMENT


Câble (Sonde) de signal endommagé


Si le câble de signal est déchiré et que le métal intérieur est exposé ou si une couleur 
différente de la gaine externe est visible, arrêter immédiatement d’utiliser ce câble.


	 警告
測定ケーブル（プローブ）の破損
測定ケーブルの内部から金属部分が露出したり、ケーブルの外装被覆と異なる色が露出した
ときは、直ちに使用を中止してください。


プローブの名称：	 測定リード、テストプローブ、テストリード、ワニ口テストリード、	
リードケーブル、電圧プローブ、ラインプローブ、アースプローブ


Safety Precautions for Signal Cable (Probe)


測定ケーブル（プローブ）の安全について


PIM 904-01Z2
1st Edition: Aug. 2018 (YMI)









