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1 はじめにはじめに

1.1 マニュアルを読むマニュアルを読む
- このマニュアルを注意深く、よく読んでから製品を使用してください。

- このマニュアルは製品の一部です。安全で簡単に使える場所に保管してく
ださい。

-

1.2 操作指示表示方法操作指示表示方法
1.- n.が、順番に実行される必要のあるステップの前に置かれます。

1.3 リストの表示方法リストの表示方法
- リストの項目を示します。

1.4 メニュー項目とソフトキーの表示方法メニュー項目とソフトキーの表示方法
[]フレームメニュー項目とソフトキー
例例:
[スタート]- [アプリケーション]- [Excel]

1.5 安全指示の表示方法安全指示の表示方法
シグナルワードは、危険防止手段が守られていない場合に発生する危険の重
大度を示しています。

危険危険

人身傷害の警告人身傷害の警告
DANGER（危険）は、該当する安全対策が守られていない時に発生する死亡
または取り返しのつかない重度人身傷害を指します。
対応する安全予防策を実施してください。

警告警告

危険区域および危険区域および/または人身障害の警告または人身障害の警告
WARNING（警告）は、適切な安全手段が守られない場合に、死亡または取り
返しのつかない重度傷害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

ステップの前に置かれます。
ステップの結果を表示します。

産業用はかりPuro® -計数 1 はじめに
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注意注意

人身障害の警告。人身障害の警告。
CAUTION（注意）は、適切な安全手段が守られない場合に、軽度で、治癒可
能な傷害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

通告通告

所有物および所有物および/または環境に対する損害の警告または環境に対する損害の警告
NOTICE（通告）は、適切な安全手段が守られない場合に、所有物および/ま
たは環境に対して損害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

注注:

ユーザへのヒント、役立つ情報、および注意。

1 はじめに 産業用はかりPuro® -計数
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2 安全指示安全指示

2.1 一般情報一般情報
- 本機器は、計量作業の用途でのみご使用ください。

- 機器の操作限界値に従ってください。

- はかりの容量を超える荷重を載せないでください。

- 電源ユニットに記載された定格電圧 (タイププレート参照) は、地域の線間
電圧と同一である必要があります。

- 電気的な周辺機器の接続または切断の前に、機器と主電源またはデータイ
ンターフェースとの接続を切ります。

- クリーニングの前に、主電源から電源コードを抜きます。

- 機器内部に液体が入らないようにします。

- 機器を開くことができるのは、認定技術者のみです。

2.2 納入品の検査納入品の検査
納品物の内容が揃っているかどうかを確認します。内容を目で確認し、輸送
中に損傷が生じていないかどうかを判断します。製品に不具合がある場合
は、直ちに配送業者に連絡します。Minebea Intecの販売またはサービス機関に
も通知します。当社のウェブサイトhttp://www.puroscales.comにアクセスする
か、または製品の購入先に連絡します。

2.3 操作を開始する前に操作を開始する前に

通告通告

目視検査を行います。目視検査を行います。
保管後、輸送後だけでなく、操作の開始前にも、機械的損傷の兆候がないか
を調べるため、製品を目視検査します。
目視で損傷および/または欠陥の兆候が見つかった時は、製品を作動させ
ないでください。

2.3.1 爆発の危険爆発の危険
本機器を危険区域で使用しないでくだい。

2.3.2 IP保護保護
本モデルは保護等級IP43を満たします。

産業用はかりPuro® -計数 2 安全指示
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2.3.3 保管と輸送の条件保管と輸送の条件

通告通告

機器が損傷する可能性があります。機器が損傷する可能性があります。
機器を梱包しない場合、強い振動により精度が損なわれる場合があります。
強い振動は、機器の安全性を損なう場合があります。
機器を極端な温度、湿気、衝撃、振動にさらさないでください。

2.4 不具合と過剰圧力不具合と過剰圧力
機器または電源コードに目に見える損傷がある場合：電源を切断し、機器が
それ以降使用されないようにします。
機器を極端な温度、腐食性化学蒸気、湿気、衝撃、振動に不要にさらさない
でください。
極端な電磁波は、表示値に影響を及ぼします。動作を妨害する原因がなくな
れば、製品は再び用途に沿って使用できるようになります。

2 安全指示 産業用はかりPuro® -計数
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3 機器の設置機器の設置

3.1 機械関連の準備機械関連の準備
3.1.1 環境条件環境条件

- 室内専用。

- 操作温度：-10°C～+40°C

- 保管温度：-20°C～+50°C

- 相対湿度：20%～85%、結露なし

- 高度：最大3,575 m

3.1.2 設置場所設置場所
- 機器を安定した平らな面に置きます。

- 電源プラグに自由に手が届き、電源コードが邪魔になったりそれにつまづ
く危険がないよう、機器を配置します。

設置場所では以下の影響を受けないようにしてください：

- 極端な温度や過度の温度変化

- ヒーターの近接または直射日光による熱

- 腐食性化学蒸気

- 過度の湿気

- 過度の振動

3.1.2.1 耐衝撃性耐衝撃性

通告通告

落下物、側面衝突、および衝撃荷重は、はかりの性能と精度に影響を与え、落下物、側面衝突、および衝撃荷重は、はかりの性能と精度に影響を与え、
プラットフォームを損傷する場合があります。プラットフォームを損傷する場合があります。
衝撃荷重がかからないようにしてください！

3.1.3 開梱開梱

3.1.4 納入品の確認納入品の確認
- はかり1

- 荷重プレート1

- USB電源ケーブル1

. 機器を開梱し、目に見える外的損傷がないか確認します。
損傷がある場合は、章 "安全確認" の指示に従ってください。

. 機器を返品する場合に備え、元の梱包材を取っておきます。すべてのケー
ブルを外してから送付します。

産業用はかりPuro® -計数 3 機器の設置
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- 安全性に関する説明書、および資料一式にアクセスできるQRコード

3.1.5 計量プラットフォームのレベリング計量プラットフォームのレベリング
常に再現性のある計量結果を得るには、計量プラットフォームを正確に水平
に配置する必要があります。
計量プラットフォームを別の場所に移動した場合は必ず、新たにレベリング
を実行してください。

計量プラットフォームのレベリング計量プラットフォームのレベリング

3.1.6 機器の環境順化機器の環境順化
冷えた機器を暖かい環境に持ち込むと、結露が生じることがあります。

3.2 接続接続
3.2.1 電気供給電気供給

はかりの電力供給には電源ユニットを使用します (バッテリーによる供給が必
要な場合を除く)。
USB-Cオスプラグコネクタを機器底面のUSB-Cメスプラグコネクタに接続し、
電源ユニットを壁面コンセントに接続します。

注注:

PC通信には、USB-Cコネクタケーブルではなく、標準USB-Cケーブルを使用し
てください。

3.2.1.1 バッテリー電源バッテリー電源

はかりは、電源を使用してすぐに操作できます。バッテリーを使用してはか
りを操作するには、まずバッテリーを12時間充電する必要があります。停電
になったり、電源コードの接続が切れると、はかりはバッテリー動作に自動
で切り替わります。電源による給電時は、バッテリーが常に充電され、バッ

. 調整可能フットを使用して、水準器の気泡が円の中心に来るように計量プ
ラットフォームの位置を調整します。

. 4つの調整可能フットすべてが設置面に触れていることを確認します。
プラットフォームの重量が、調整可能フット全体に均等にかかるよう
にします。

. 調整可能フットの調整：調整可能フットを縮める (右回転) とはかりが上が
ります。調整可能フットを伸ばす (左回転) とはかりが下がります。

. 機器と主電源との接続を切り、室温で約2時間環境に慣らします。

3 機器の設置 産業用はかりPuro® -計数
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テリー充電表示が点灯し続けます (4.1.2章を参照)。はかりは充電中も使用でき
ます。バッテリーは、過度に充電されないよう保護されています。
機器のスイッチをオンにすると、バッテリーの充電中はバッテリーのステー
タスLEDが赤く点灯します。完全に充電されると、点灯が緑になります。
バッテリー充電は、必ず乾燥した環境で行います。動作時間を最大限にする
には、バッテリーを室温で充電します。
バッテリー動作時は、バッテリーアイコンがバッテリー残量のステータスを
示します。バッテリーが空になると、表示が自動的にオフになります。

アイコンアイコン 充電ステータス充電ステータス

残り0～10%
残り11～40%
残り41～70%
残り71～100%

注注:

バッテリーアイコンがすばやく点滅する場合、動作時間は残り約30分です。

[lo.bat] が表示されると、はかりのスイッチがオフになります。

警告警告

爆発の危険爆発の危険
充電式バッテリーを誤ったタイプのバッテリーと交換したり、正しく接続し
ない場合、爆発の危険があります。
バッテリーは、必ずPuro® の認定サービスディーラーが、同タイプのも
のと交換します。
バッテリーは、必ず地域で有効な法や規制に従って処分します。

以下の場合は、ハードウェアが接続した充電式バッテリーを認識していませ
ん：

充電式バッテリー充電式バッテリー USB-Cケーブケーブ
ルル

LEDの充電表示の充電表示 表示アイコン表示アイコン

バッテリーがフル充
電されていない

接続 赤 アイコンなし

フル充電 接続 緑 アイコンなし

バッテリーが設置さ
れていない

接続 赤 アイコンなし

バッテリーがフル充
電されていない

未接続 スイッチオフ バッテリーの充
電ステータス

産業用はかりPuro® -計数 3 機器の設置
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充電式バッテリー充電式バッテリー USB-Cケーブケーブ
ルル

LEDの充電表示の充電表示 表示アイコン表示アイコン

フル充電 未接続 スイッチオフ フル充電

3.2.2 プリンターの接続プリンターの接続
プリンターは、機器底面のプリンターポートに接続します。

3.2.3 スキャナーの接続スキャナーの接続
以下の図に従ってスキャナーを接続します。スキャナーの接続には、必ず純
正ケーブルYP-CYSSR1を使用します。

プラグコネクタ

ポート

YP-CYSSR1
D-Sub

プラグコネクタ、オス,9ピン

D-Sub
プラグコネクタ、オス,9ピン

Count Scale

バーコード
スキャナー

プリンター
（オプショ
ン）

3.2.4 第第2計量プラットフォームの接続計量プラットフォームの接続
アナログ計量プラットフォームを産業用はかりPuro® LargeCountに接続し、第
2のはかり (第2の計量点) として使用することができます。

9ピンD-Subメスプラグコネクタのピン割当：

1 DGND 接地
2 - 割当なし
3 - 割当なし
4 Ex+ 供給電圧+

5 Ex- 供給電圧-

. 機器の側面を下にします。

. 機器底面の蓋を開けます。

. 計量プラットフォームの9ピンD-Subオスプラグコネクタを、9ピンD-Subメ
スプラグコネクタに接続します。メスプラグコネクタのピン割当とケーブ
ルの色分けに注意します。

3 機器の設置 産業用はかりPuro® -計数
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6 Se+ 感知+

7 Si+ 信号+

8 Si- 信号-

9 Se- 感知-

. A/Dコンバータを構成し、2点校正を実行します。第2計量プラットフォー
ムについての詳細は、5.1.10章と5.3.4.9章を参照してください。

産業用はかりPuro® -計数 3 機器の設置
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4 機器の説明機器の説明

4.1 表示要素と操作要素表示要素と操作要素
4.1.1 概要概要

表示の定義：

- "Weight" (重量) ディスプレイ = 左側の小さなディスプレイ

- "PW" (試料重量) ディスプレイ = 右側の小さなディスプレイ

- "Count" (カウンティング) ディスプレイ = 中央の大きなディスプレイ

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

Display-Weight Display-PW  (Piece Weight)

Display-Count

制御パネル

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

11 11 11 2222

番号番号 説明説明
1 表示要素 (4.1.2章を参照)

2 操作要素 (4.1.3章を参照)

4 機器の説明 産業用はかりPuro® -計数
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4.1.2 表示要素表示要素

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

LCDディスプレイディスプレイ

1

2

18

17

16
3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 19

15

項目項目 説明説明 項目項目 説明説明
1 ビジー (プロセス実行中) 2 正の記号
3 負の記号 4 ゼロ周辺の1/4 d範囲
5 カウンティングアプリケーショ

ンがアクティブ
6 計量アプリケーションがアク

ティブ
7 検査アプリケーションがアクテ

ィブ
8 合計アプリケーションがアク

ティブ
9 自動風袋引きまたは基準値自動

最適化のアイコン
10 平均試料重量が小さすぎる

11 試料重量が小さすぎる 12 2つのはかりがアクティブ
13 アクティブなはかりの番号 14 データ送信がアクティブ
15 重量単位 16 バッテリー充電
17 警告アイコン 18 プリンターアイコン
19 正味値、プリセット値、風袋

値、総計値
20 項目 (項目の値)

産業用はかりPuro® -計数 4 機器の説明
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LEDディスプレイディスプレイ

7 8 9 Sample

4 5 6

1 2

Puro

Piece WeightWeight

Count

3

* 0
2 +/-1

C

APW

T

On/Zero
Off

Print
Unit

Target M+
Menu

Mem

Yes No

Back Exit

High

OK

Low

11

検査アプリケーションで使用する (5.2.4.2.2章を参照) 制御パネル右側のカウン
ティング用カラーLEDディスプレイ (1) は、以下の規則に従って点灯します：

High

OK

Low

(赤) 重量値 > 許容上限値
(緑) 許容下限値 ≤ 重量値 ≤ 許容上限値
(黄) 重量値 < 許容下限値

4.1.3 操作要素操作要素

キーキー 第第1機能機能
(短く押す短く押す) < 1秒秒

第第2機能機能
(長押し長押し) > 2秒秒

オンオン/ゼロ設定ゼロ設定
はかりのスイッチオン (はかりのスイッチ
がオフの場合)、ゼロ設定 (はかりのスイ
ッチがオンの場合)

オフオフ
はかりのスイッチ
オフ

印刷印刷
現在の値を選択済みのCOMポートに送信
(自動印刷の "出力" オプションが指定され
ている場合)

単位単位
重量単位の変更

目標値目標値
許容限界値の指定 (重量検査または計数検
査アプリケーションがアクティブな場合)

重量検査アプリケ
ーションの選択

M+
合計メモリへの書き込み、または入力プ
ロセスの終了

メニューメニュー
ユーザーメニュー
の呼び出し

メモリメモリ
製品の保存または読み込み

製品定義の開始

試料試料
基準重量の数量の取り込み、および試料
重量の計算

4 機器の説明 産業用はかりPuro® -計数
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キーキー 第第1機能機能
(短く押す短く押す) < 1秒秒

第第2機能機能
(長押し長押し) > 2秒秒

平均試料重量平均試料重量
試料重量の取り込み

風袋引き風袋引き
風袋値の指定または削除

合計メモリの削除

…
0…9
文字の入力
* 1 2 はかりの切り替え

C +/-
入力済みの最後の文字の削除、または合
計値の表示の終了

算術符号の切り替
え

メニューナビゲーションのキーメニューナビゲーションのキー

キーキー メニュー機能メニュー機能
(短く押す短く押す) < 1秒秒

はいはい
ディスプレイの現在の設定の取り込み

いいえいいえ
ディスプレイの現在設定の破棄、および利用可能な次の設定
への切り替え
次のメニュー項目への切り替え/次の値の表示

戻る戻る
前のメニュー項目への切り替え/前の値の表示

終了終了
ユーザーメニューの終了
実行中の校正のキャンセル

産業用はかりPuro® -計数 4 機器の説明
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5 操作操作

5.1 基本機能基本機能
5.1.1 機器のスイッチオン機器のスイッチオン

5.1.2 機器のスイッチオフ機器のスイッチオフ

キーを短く押します。

検査アプリケーションのすべてのLEDが2秒間点灯します。

その後、"Weight" ディスプレイにソフトウェアバージョン番号 (ここで
は[SR 2.5]) が2秒間表示され、同時に "Piece Weight" ディスプレイに選択
済みのGEO領域が表示されます。例：[GEO 12]。"Count" ディスプレイに
は何も表示されません。
Weight Piece Weight

スイッチをオフにする前に最後にアクティブだった (選択されていた)
アプリケーションが開始します。アプリケーションが初期化されてい
ない場合は、以下のパラメータで開始されます：

初回開始時のデフォルト単位は [kg]です。

メニューで第2のはかりが定義されている場合は、常にWP1から開始し
ます (計量プラットフォーム1)。

すべてのすべてのディスプレイのすべての要素が2秒間表示されます。

キーを長押しします。

Count

他のディスプレイは暗くなります。その後、機器のスイッチがオフに
なり、すべてのディスプレイが暗くなります。

このキーは、アプリケーションとメニューのすべてのすべてのステータスでア
クティブです。

"Count" ディスプレイに、[-OFF-]が約2秒間表示されます。

5 操作 産業用はかりPuro® -計数
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5.1.3 GEO設定の調整設定の調整
正確な計量結果を保証できるよう、場所に応じてGEO設定を調整します。5.4.3
章を参照してください。

5.1.4 ディスプレイの機能ディスプレイの機能
通常の計量モードでは、ディスプレイに以下の機能があります：

- 実際の重量値が、選択した単位とともに "Weight" ディスプレイに表示され
ます。

- 実際の試料重量 (グラムまたはオンス単位) が "PW" ディスプレイに表示さ
れます。

- 計算されたパーツ数が "Count" ディスプレイに [pcs] (パーツ) 単位で表示さ
れます。

充電式バッテリーを接続した場合、"充電中" のアイコン は "Weight" ディス
プレイのみに表示されます。

"アクティブなはかり" のアイコン は、"Weight" ディスプレイのみに表
示されます。計量プラットフォームを1つしか接続していない場合は、"アクテ
ィブなはかり" のアイコンが暗くなります。

5.1.5 インクリメントインクリメントd

"d" は、表示できる最小重量値を示します。
例 d = 0.02 g → 2 d = 0.04 g → 3 d = 0.06 g

5.1.6 荷重のないはかり荷重のないはかり
通常は、ひょう量皿上の重量が2d未満 (< 2 d) の場合を、荷重のないはかりとし
ます。

5.1.7 値の入力値の入力
値はキーパッドで入力できます ("Count" ディスプレイに表示されます)。
入力開始時にはディスプレイは暗く、右端の位置で下線 (カーソル) が点滅し

ています。入力内容は キーを使用して修正できます (このキーで、それぞ
れの入力の最終桁を削除します)。

また、小数点 を最初の文字に入力すると、小数点の前に自動で0が追加さ
れます。

5.1.8 初期化初期化
初期化中は、メニューをアクティブ化できません。

5.1.9 初期コミッショニング中にアクティブ化されるアプリケーション初期コミッショニング中にアクティブ化されるアプリケーション
計量および合計アプリケーションは、機器の初期コミッショニング中に自動
的にアクティブ化されます。カウンティングアプリケーションは有効です
が、初期化はされません。検査アプリケーションはオフです。

産業用はかりPuro® -計数 5 操作
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5.1.10 第第2のはかりの接続のはかりの接続
第2のはかりを接続すると、カウンティングシステムに基準のはかりと大容量
に対応したはかりを使用できるようになります。
それぞれのはかりには、13文字の独立したシリアル番号があります。
番号の概念：

- はかり1のシリアル番号：W1 38457989

- はかり2のシリアル番号：W2 38457989

以下が印刷されます：

SERNO: W1 38457989
SERNO: W2 38457989

メニューの [INFO]に以下が表示されます：
[W1 38457989]と [W2 38457989]

5.2 アプリケーションプログラムアプリケーションプログラム
5.2.1 一般情報一般情報

原則として、中心的なカウンティングアプリケーションは常にアクティブで
す。
カウンティングアプリケーションと並行して、以下のアプリケーションをア
クティブ化できます：

- 検査 (2つのアプリケーション：重量検査、計数検査)

- 合計 (パーツまたは重量の合計)

- 自動風袋引き

- 自動印刷

製品メモリは30の製品に使用できます。

5.2.2 計量アプリケーション計量アプリケーション
カウンティングアプリケーションが初期化されていない場合 (試料重量 =

0)、"Weight" ディスプレイに計量のアプリケーションアイコン が表示され
ます。
Weight

5.2.2.1 安定性安定性

重量値とアプリケーションアイコンが "Weight" ディスプレイに表示されま
す。
重量値が安定している場合は、単位記号が "Weight" ディスプレイと "Count" デ
ィスプレイに表示されます。

5 操作 産業用はかりPuro® -計数
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安定：
安定していな
い：

[2.342 kg]
[2.342]

および [47 pcs]
および [47]

印刷：

安定：
安定していな
い：

2.342 kg, 47 pcs
2.342    , 47

"Weight" ディスプレイの安定重量値：
Weight

5.2.2.2 風袋の設定風袋の設定

5.2.2.3 プリセット風袋値プリセット風袋値

機器の風袋メモリは1つつだけで、そこに測定重量値 ( キーを押す) また
は入力値 (プリセット風袋値) が記憶されます。

風袋引きするには、ひょう量皿に荷重がある状態で キーを短く押し
ます。

風袋引きプロセス中は、"Weight" ディスプレイにビジーアイコンが表
示され、重量値は表示されません。"Count" ディスプレイは暗くなりま
す。

"Weight" ディスプレイに表示された風袋引き済みの値：
Weight

アイコン [NET]が "Weight" ディスプレイに表示されます。

1. [0.010]などの重量値を、数値キーパッドまたはスキャナーで入力します。

Count

値が "Count" ディスプレイに表示されます。

2. キーを短く押します。
入力値は、対応する単位とともにプリセット風袋値として指定されま
す (現在の風袋メモリの値は上書きされます)。

産業用はかりPuro® -計数 5 操作
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プリセット風袋値は以下の手順で削除できます：

新しい風袋値を以下の手順で指定します：

ひょう量皿に荷重がある場合は キーを押し、ひょう量皿上の重量で風袋
メモリを上書きします。

ひょう量皿に荷重がない場合は キーを押します。風袋メモリを削除し
ます。
プリセット風袋値は、機器のスイッチをオフにした後に削除されます。

5.2.2.4 重量単位キー重量単位キー

さまざまな重量単位間で、重量値表示を切り替えることができます。

使用できる単位：グラム [g]、キログラム [kg]、ポンド [lb]、オンス [oz]、
ポンド-オンス [l:o]。

変更できるのは、メニューでアクティブ化した単位のみです。

キーを長押しすると単位表示が変わり、約2秒後に次の単位が表示されま
す。これがキーから指を離すまで続きます。

"Weight" ディスプレイと "PW" ディスプレイで、以下のように単位が切り替
わります：

"Weight" ディスプレイの単位ディスプレイの単位 "PW" ディスプレイの単位ディスプレイの単位

キログラム グラム

グラム グラム

ポンド オンス

オンス オンス

ポンド：オンス オンス

5.2.2.5 印刷印刷

印刷する要素は、メニューで構成します。

"Weight" ディスプレイの重量値は、このプリセット風袋値を使用して
事前に計算されます。

ひょう量皿上の実際のパーツ数が再計算され、"Count" ディスプレイに
表示されます。

3. ひょう量皿に荷重がない場合は キーを押します。
風袋メモリを削除します。

キーを長押しすると、表示単位が変わります。

5 操作 産業用はかりPuro® -計数
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印刷印刷 説明説明
5.003 g   N

- 0.003 g   N
2.003 g   G
2.003 g   G#
1.003 g   T
0.010 g   PT

- 0.010 !   G

正の正味重量値
負の正味重量値
正の総重量値 (測定値)
正の総重量値 (計算値)
風袋重量値 (測定値)
プリセット風袋値 (入力値)
安定総重量が0未満

5.2.3 カウンティングアプリケーションカウンティングアプリケーション
はかりは "カウンティング" から開始します。機器のスイッチをオフにする前
に試料重量を指定した場合は、開始時にこの試料重量を使用します。
カウンティングアプリケーションは常にアクティブです。ただし、このアプ
リケーションを初期化しないことも選択できます。
試料重量が初期化されていない場合は、両方のディスプレイに [0.]が表示さ

れ、アプリケーションアイコン (計量) が "Weight" ディスプレイに表示され
ます。
合計アプリケーションをアクティブ化すると、機器が始動します。
Weight

カウンティングが初期化されていない場合
Weight

カウンティングが初期化されている場合

5.2.3.1 カウンティングアプリケーションの初期化カウンティングアプリケーションの初期化

- 既知の基準数量を使用する初期化 (5.2.3.1.1章を参照)

- 既知の試料重量を使用する初期化 (5.2.3.1.2章を参照)

カウンティングアプリケーションを初期化できるのは、はかり1のみです。初
期化は、はかり内部の分解能を使用して実行されます。

5.2.3.1.1 既知の基準数量を使用する初期化既知の基準数量を使用する初期化

この初期化は、重量値が安定している場合のみ実行されます。

- 初期化 (5.2.3.1.1.1章を参照)

- 負の試料の初期化 (5.2.3.1.1.2章を参照)

これらの初期化は、試料重量がすでに計算されている場合でも可能です。

入力内容は キーを使用して修正できます (このキーで、それぞれの入力の
最終桁を削除します)。

産業用はかりPuro® -計数 5 操作
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ひょう量皿に荷重がない (< 2 d) 場合、"PW" ディスプレイにエラーメッセージ
[REF.ERR]が約2秒間表示されます。
Piece Weight

5.2.3.1.1.1 初期化初期化

5.2.3.1.1.2 パーツの除去による初期化パーツの除去による初期化

容器からのパーツの除去が必要な場合：

5.2.3.1.1.1章のステップ2に進みます。

5.2.3.1.2 既知の試料重量に基づく初期化既知の試料重量に基づく初期化

5.2.3.2 カウンティングの実行カウンティングの実行 (重量検査なし重量検査なし)

基準値自動最適化 (5.2.3.2.1章を参照)。

試料重量が初期化されると、"PW" ディスプレイに表示されます。

1. ひょう量皿にパーツを載せます。
2. ひょう量皿上の既知のパーツ数を、キーパッド (整数値のみ) またはスキャ
ナーで入力します。
入力値が "Count" ディスプレイに表示されます。

3. キーを短く押します。
新しく計算された試料重量が "PW" ディスプレイに表示され、実際に計
算されたパーツ数が "Count" ディスプレイに表示されます。

1. 容器全体をはかりに載せます。

2. キーを短く押します (容器の風袋引き)。
3. 容器からパーツを取り出します。

負の重量値が "Weight" ディスプレイに表示されます。

1. 目的の試料重量をキーパッドまたはスキャナーで入力します。
入力値が "Count" ディスプレイに表示されます。

2. キーを短く押します。
新しく採用された試料重量が "PW" ディスプレイに表示され、実際に計
算されたパーツ数が "Count" ディスプレイに表示されます。

. ひょう量皿に重量を載せます。

計算されたパーツ数が "Count" ディスプレイに表示されます。

アプリケーションアイコン (カウンティング) が "Weight" ディスプ
レイに表示されます。

実際の重量値が "Weight" ディスプレイに表示されます。

. キーを短く押すと、印刷を実行します。

5 操作 産業用はかりPuro® -計数
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5.2.3.2.1 基準値自動最適化基準値自動最適化

メニューで [OP.FUNC]- [A.OPT]- [ON]を設定すると、基準値自動最適化がアクテ
ィブ化されます。アイコン が "PW" ディスプレイに表示されます。
主な機能は、試料重量のより正確な自動計算です。
以下の条件をすべて満たすと、最適化中に試料重量が再計算されます：

- はかりの数値が安定している

- 事前固定値の変更がない

- 現在の数量が元の基準数量を2以上超えている。新しい数量が、古い基準
数量の2倍を超えていない (バーコードスキャナーまたはキーボードを使用
して試料重量を入力した場合、初回の初期化にはこの制限が適用されな
い)。

- 内部で計算された数量 (例：17.24) と整数との差が± 0.3パーツ未満である
(例：17)。

- 初期化が実行され、アイコン が "PW" ディスプレイに、新しく計算さ
れた試料重量も "PW" ディスプレイに表示されている。

自動最適化は、はかり2では実行されません。

5.2.3.3 印刷印刷 (検査なし検査なし)

通常の印刷：

印刷印刷 説明説明
441 pcs  QNT

- 41 pcs  QNT
MODE: COUNT
WREF  4.15431 oz

正の値
負の値
アクティブなアプリケーション
試料重量 ("PW" ディスプレイの表示と同じ値)

5.2.4 検査アプリケーション検査アプリケーション
検査アプリケーションでは、インジケータLEDが現在の範囲を示します。

5.2.4.1 検査アプリケーションのアクティブ化検査アプリケーションのアクティブ化

. キーを長押しすると、"Weight" ディスプレイの単位が変更されます
("PW" ディスプレイでもこれができる場合があります [5.2.4.1章を参照])。

. キーか キーを短く押すか、またはキーパッドを使用して、上記
の初期化を開始します。

. キーを長押しするか、または短く押します (5.2.4章を参照)

. キーを押します (5.2.8章を参照)

. キーを押すと、試料重量が削除されます。
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カウンティングアプリケーションの実行中は、 キーで検査アプリケ
ーションをアクティブ化できます。

5.2.4.2 重量値の検査重量値の検査

- 検査アプリケーションの初期化 (5.2.4.2.1章を参照)

- 実行モード (5.2.4.2.2章を参照)

- 印刷 (5.2.4.2.3章を参照)

5.2.4.2.1 検査の初期化検査の初期化

キーを長押しすると、"Count" ディスプレイの入力モードに負の算術符号
が表示されます。

(Exit) キーを押すと、初期化プロセスはすぐに停止し、新しい入力内容
や限界値は保存されません。

キーを長押しします。

Weight Piece Weight

アクティブ化された検査モードが、"PW" ディスプレイに約2秒間表示
されます。"Count" ディスプレイは暗くなります。

この待機時間の後、他のモードが順に表示されます。 キーから
指を離すと、"PW" ディスプレイに表示されているモードが選択されま
す。

以下を選択できます：

[OFF] 検査はオフです
[WEIGHT] 重量検査がアクティブです
[COUNT] 計数検査がアクティブです

重量検査アプリケーション [WEIGHT]がアクティブで、カウンティング
アプリケーションが初期化されていない場合、以下のアプリケーショ
ンアイコンが "Weight" ディスプレイに表示されます： .

カウンティングアプリケーション [COUNT]が初期化されている場合
は、カウンティングアプリケーションのアイコンも表示されます：

.

計数検査アプリケーション [COUNT]がアクティブで、カウンティング
アプリケーションが初期化されている場合、以下のアプリケーション
アイコンが "Weight" ディスプレイに表示されます： .

"Weight" ディスプレイに [CHECK]が表示されます。
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(No) キーまたは を押すと、点滅している限界値が削除され、右側
で新しく入力できることを示すカーソルが点滅します。
両方のはかりを初期化できます。

1. 検査アプリケーションを選択した後、 キーを短く押します。

Weight

前回の下限値も、 キーを押す前にアクティブ化した単位ととも
に "PW" ディスプレイに表示されます。

"Count" ディスプレイにもこの重量値が点滅表示されます。黄色のLED
が点灯します。

"Weight" ディスプレイに [SET.LOW]が表示されます。

2. キーパッドかスキャナーを使用して重量値を入力すると、この重量値が
"Count" ディスプレイに表示されます。

入力値は点滅しません。実際のカーソル位置 (下線で表示) のみが点滅
します。右から入力していきます。

"Count" ディスプレイと "Weight" ディスプレイには、同じ単位が表示さ
れます。

3. (Yes) キーを短く押して、入力内容を確定します。

"Weight" ディスプレイに [SET.HI]が表示されます。
Weight

前回の上限値も、 キーを押す前にアクティブ化した単位ととも
に "PW" ディスプレイに表示されます。

"Count" ディスプレイにもこの重量値が点滅表示されます。赤のLEDが
点灯します。

(Back) キーを短く押すと、入力内容が破棄され、限界値は変更
されません。

4. キーパッドかスキャナーを使用して重量値を入力すると、この重量値が
"Count" ディスプレイに表示されます。
入力値は点滅しません。実際のカーソル位置 (下線で表示) のみが点滅
します。

5. (Yes) キーを短く押して入力内容を確定するか、または キーを
押して破棄します。
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加える重量を検査する場合は、両方の限界値を必ず正の値にします。
下ろす重量を検査する場合は、両方の限界値を必ず負の値にします。
"ゼロ検査" を使用する場合は、上限値を正の値、下限値を負の値にします。
ぴったりの重量を検査する場合は、上限値と下限値を必ず同じ値にします。

5.2.4.2.2 実行モード実行モード

限界値LED：

正の重量 < 下限値 黄色のLEDが点灯しま
す

正の重量 ≥ 下限値および ≤ 上限値 緑のLEDが点灯します

正の重量 > 上限値 赤のLEDが点灯します

負の重量 > 下限値 黄色のLEDが点灯しま
す

負の重量 ≤ 下限値および ≥ 上限値 緑のLEDが点灯します

負の重量 < 上限値 赤のLEDが点灯します

"ゼロ検査" を使用する場合、基準重量をひょう量皿に載せてから、はかりを
風袋引きします。基準重量を下ろし、さらに検査対象の重量をひょう量皿に
載せます。

Count

エラーがある場合 (例：上限値 < 下限値が原因) は、[LIM.ERR]が "Count"
ディスプレイに約2秒間表示され、ディスプレイはステップ1に戻りま
す。

通常の計数アプリケーションが再びアクティブ化されます。さらに、
ひょう量皿に荷重がある場合は、テストLEDがアクティブ化されま
す。

限界値の条件が正しい場合は、検査アプリケーションが初期化されま
す。
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5.2.4.2.3 印刷印刷

計数が初期化されていない場合：

印刷印刷 説明説明
115 g  OVER

- 115 g  OVER
99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g

正の正味値 > 上限値
負の正味値 < 負の上限値
正の正味値が目標範囲内
正の正味値 < 下限値

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値

計数が初期化されている場合：

印刷印刷 説明説明
115 g  OVER

- 115 g  OVER
99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

115 pcs

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g
WREF    0.35423 g

正の正味値 > 上限値
負の正味値 < 負の上限値
正の正味値が目標範囲内
正の正味値 < 下限値

正味数量

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値
試料重量

5.2.4.3 パーツ数の検査パーツ数の検査

- 計数検査の初期化 (5.2.4.3.1章を参照)

- 実行モード (5.2.4.3.2章を参照)

- 印刷 (5.2.4.3.3章を参照)

5.2.4.3.1 計数検査の初期化計数検査の初期化

キーを長押しすると、"Count" ディスプレイの入力モードに負の算術符号
が表示されます。

(Exit) キーを押すと、初期化プロセスはすぐに停止し、新しい入力内容
や限界値は保存されません。

(No) キーまたは を押すと、点滅している限界値が削除され、右側
で新しく入力できることを示すカーソルが点滅します。
両方のはかりを初期化できます。

1. 検査アプリケーションを選択した後、 キーを短く押します。
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Weight

"PW" ディスプレイに前回の下限値が表示されます。

"Count" ディスプレイにもこのパーツ数が点滅表示されます。黄色の
LEDが点灯します。

"Weight" ディスプレイに [SET.LOW]が表示されます。

2. キーパッドかスキャナーを使用してパーツ数を入力すると、このパーツ数
が "Count" ディスプレイに表示されます。
入力値は点滅しません。実際のカーソル位置 (下線で表示) のみが点滅
します。右から入力していきます。

3. (Yes) キーを短く押して、入力内容を確定します。

"Weight" ディスプレイに [SET.HI]が表示されます。
Weight

"PW" ディスプレイに前回の上限値も表示されます。

"Count" ディスプレイにもこのパーツ数が点滅表示されます。赤のLED
が点灯します。

(Back) キーを短く押すと、入力内容が破棄され、→限界値は変更
されません。

4. キーパッドかスキャナーを使用してパーツ数を入力すると、このパーツ数
が "Count" ディスプレイに表示されます。
入力値は点滅しません。実際のカーソル位置 (下線で表示) のみが点滅
します。

5. (Yes) キーを短く押して入力内容を確定するか、または キーを
押して破棄します。

Count

エラーがある場合 (例：上限値 < 下限値が原因) は、[LIM.ERR]が "Count"
ディスプレイに約2秒間表示され、ディスプレイはステップ1に戻りま
す。

限界値の条件が正しい場合は、検査アプリケーションが初期化されま
す。
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加える重量を検査する場合は、両方の限界値を必ず正の値にします。
下ろす重量を検査する場合は、両方の限界値を必ず負の値にします。
"ゼロ検査" を使用する場合は、上限値を正の値、下限値を負の値にします。
ぴったりの重量を検査する場合は、上限値と下限値を必ず同じ値にします。

5.2.4.3.2 実行モード実行モード

- パーツ数のみが検査されます。

限界値LED：

正のパーツ数 < 下限値 黄色のLEDが点灯し
ます

正のパーツ数 ≥ 下限値および ≤ 上限値 緑のLEDが点灯しま
す

正のパーツ数 > 上限値 赤のLEDが点灯しま
す

負のパーツ数 > 下限値 黄色のLEDが点灯し
ます

負のパーツ数 ≤ 下限値および ≥ 上限値 緑のLEDが点灯しま
す

負のパーツ数 < 上限値 赤のLEDが点灯しま
す

"ゼロ検査" を使用する場合、検査対象の基準数量をひょう量皿に載せてか
ら、はかりを風袋引きします。基準数量を下ろし、さらに検査対象のパーツ
数をひょう量皿に載せます。

[pcs]の単位が表示されている場合は、"Count" ディスプレイに警告記号 が
表示されます。

5.2.4.3.3 印刷印刷

計数が初期化されていない場合：

印刷印刷 説明説明
115 g   N

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs

通常の正味値 (結果値)

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値

通常の計数アプリケーションが再びアクティブ化されます。さらに、
ひょう量皿に荷重がある場合は、テストLEDがアクティブ化されま
す。
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— A.TARE 自動風袋引き
— OFF 非アクティブ* (デフォルト設定)
— ON 最初の安定重量を風袋引きします
— ON-ACC 許容限界内の安定荷重を風袋引きします

(すべての検査アプリケーション)
— BEEP.SI 信号 (重量検査モード)

— OFF 非アクティブ* (デフォルト設定)
— ACCEPT 重量が許容範囲内の場合の信号
— UNDER 重量が下限値に満たない場合の信号
— OVER 重量が上限値を超える場合の信号
— UNDOVR 重量が許容範囲外の場合の信号

— TOT.SET 合計設定
— OFF 非アクティブ* (デフォルト設定)
— AUTO 自動合計
— MAN 手動合計

計数が初期化されている場合：

印刷印刷 説明説明
115 pcs  OVER

- 115 pcs  OVER
99 pcs  ACCEPT
75 pcs  UNDER

MODE: CHECKCOUNT
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs
WREF  0.35423 oz

正の正味数 > 上限値
負の正味数 < 負の上限値
正の正味数が目標範囲内
正の正味数 < 下限値

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値
試料重量 (表示値)

5.2.4.4 メニュー設定メニュー設定

検査アプリケーションでは、他の機能もメニューでアクティブ化できます：
OP.FUNC

5.2.5 合計アプリケーション合計アプリケーション

アプリケーションアイコン： .このアイコンは "Weight" ディスプレイのみに
表示されます。
カウンティングアプリケーションが初期化されていない場合は、重量のみが
合計されます。カウンティングアプリケーションがすでに初期化されている
場合は、パーツ数と重量が合計されます。
正味値のみが合計されます。

5.2.5.1 メニュー選択メニュー選択

このアプリケーションはメニューで選択できます：
OP.FUNC
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5.2.5.2 実行モード実行モード

- 手動モード (5.2.5.2.1章を参照)

- 自動モード (5.2.5.2.2章を参照)

- 印刷 (5.2.5.2.3章を参照)

このためには、ひょう量皿に荷重がないことが必要です (重量 < 2 d)。

以下のパラメータが3秒間表示されます：
Weight

合計重量と単位
Piece Weight

合計メモリ内の項目数
Count

カウンティングがアクティブな場合
は、合計パーツ数が表示されます。計量のみがアクティブな場合、ディス
プレイは暗くなります。

最初の3秒が経過すると、次の統計パラメータがまた3秒間表示されます：
Weight

最小値と最大値のテキスト
Piece Weight

最小重量
Piece Weight

最小パーツ数
Count

最大重量

. キーを短く押すと、統計情報がディスプレイに表示されます。
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Count

最大パーツ数 (カウンティングがアク
ティブな場合)

キーを使うと、このステータスを早く終了し、前のステータスを再び
アクティブ化することができます。

待機時間が終わると、このステータスは自動的に終了します。前のステー
タスに切り替わります。

このためには、ひょう量皿に荷重がないことが必要です：ひょう量皿上の
重量 < 2 d。
Weight

[CLR.TOT]が表示されます。

合計メモリへの書き込み後、"Weight" ディスプレイに合計重量 (= メモリ保存
後の合計値)、"PW" ディスプレイに合計メモリ値内の項目数、"Count" ディスプ
レイに合計パーツ数が表示されます。この表示は、約2秒間続きます。
重量またはパーツ数が合計メモリに保存されると、ひょう量皿から重量が下
ろされ、重量が < 2 dになるまで合計記号が点滅します。荷重を事前にひょう
量皿から下ろしてある場合に限り、新しい合計プロセスを開始できます。
2つの計量プラットフォームを接続している場合は、表示された重量が、ディ
スプレイに従って正確に合計されます。例: 合計メモリの第1の要素がWP1か
ら、第2の要素がWP2から取得されます。

1.003 kg // WP1 (精度1 g)

= 5.15 kg // WP2 (精度50 g)

= 6.153 kg // 合計 = 合計メモリ

負の重量値を合計することもできます (差し引きモード)。ひょう量皿に重量を

載せ、 (風袋引き) キーを押します。最初の重量を下ろします。合計メモ

. キーを長押しすると、統計情報を削除できます。

. 統計情報を削除するには、 (Yes) キーを短く押します。

. 統計情報を削除しない場合は、 (No) キーを短く押します。

. カウンティングの初期化は、 キーを短く押すか、またはもう一度カウ
ンティングを初期化することでキャンセルできます。この場合、合計パラ
メータは削除されます。
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— A.TARE 自動風袋引き

リに追加します。 (風袋引き) キーをもう一度押します。第2の重量を下ろ
します。合計メモリに追加します。

5.2.5.2.1 手動モード手動モード

キーを短く押すと、≥ 2 dの安定重量が合計されます。これは、安定し
たパーツ数の場合も同様です。
荷重を事前にはかりから下ろしておけば、次の重量/次の数量を合計できま
す。

5.2.5.2.2 自動モード自動モード

荷重を事前にはかりから下ろしておけば、≥ 2 dの安定重量が自動的に合計さ
れます。これは、安定した数量の場合も同様です。

5.2.5.2.3 印刷印刷

最小値と最大値は、[PRINT]- [CONTNT]- [TOTAL]メニューで印刷内容に "すべて"
を選択した場合のみ印刷されます。
パラメータが重量の場合 (= 重量合計の印刷)：

印刷印刷 説明説明
N:  2
TOTAL:     1.955 g
MAX:       1.485 g
MIN:       0.470 g

パーツ数、ここでは：2
合計値
最大値
最小値

パラメータがパーツ数の場合 (= パーツ数合計と重量合計の印刷)

印刷印刷 説明説明
N:  25
TOTAL:   148 g

124 pcs
MAX:      20 g

10 pcs
MIN:       4 g

2 pcs

パーツ数、ここでは：25
重量合計値
パーツ数合計値
最大重量値
最大パーツ数
最小重量値
最小数量値

5.2.6 自動風袋引き自動風袋引き

アプリケーションアイコン が "Weight" ディスプレイに表示されます。
Weight

5.2.6.1 メニュー選択メニュー選択
OP.FUNC
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— OFF 非アクティブ* (デフォルト設定)
— ON 最初の安定重量が ≥ 2 dになると風袋引き

されます
— ON-ACC テスト：許容値内のそれぞれの安定重量

が風袋引きされます。これは、自動風袋
引きの実行が一度きりでないことを意味
します。

— A.PRINT 自動印刷
— OFF 非アクティブ* (デフォルト設定)
— ON.STAB 重量が> 1 dの場合、一度安定してから自

動印刷
— INTER 定義済みの秒間隔で安定していなくても安定していなくても

自動印刷
— 25 秒単位で間隔を入力 (範囲1～3,600)

5.2.6.2 実行モード実行モード

標準的な動作：

- ひょう量皿に載せた最初の重量が ≥ 2 dの場合に風袋引きされます。

- はかりに荷重がない (< 2 d) 場合、風袋メモリは削除されます。

"検査" 中の動作：

- 第1オプション [ON]：

ひょう量皿に載せた最初の重量 (≥ 2 d) を風袋引きします

- 第2オプション [ON-ACC]：

荷重が ≥ 2 dの場合に、許容範囲内の安定値のみを風袋引きします。ここで
は、許容限界範囲内の各重量を風袋引きします。

この機能は、自動印刷前、および自動合計前にも実行されます。自動風袋引
きは、印刷や合計より優先されます。メニューで "自動印刷" と "自動合計" を
選択した場合、まず載せた重量を風袋引きし、次に合計メモリへの保存と自
動印刷が実行されます。
メニューがアクティブ化されている場合や初期化の実行中は、"自動風袋引き"
が実行されません。
プリセットの風袋値が入力されている、またはプリセットの風袋値を使用す
る製品がアクティブ化されている場合、"自動風袋引き" は非アクティブ化さ
れます。

5.2.7 自動印刷自動印刷
ひょう量皿上の正味重量が一度一度≥ 2 dになると、印刷が自動で開始されます。
ひょう量皿から重量を下ろして正味重量が< dになると、次に正味重量が≥ 2 d
になった時に再度印刷を開始します。

5.2.7.1 メニュー選択メニュー選択

メニュー項目 [PRINT] (印刷) で条件を指定します:
PRINT
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— CONT 各計量サイクルで安定していなくても自
動印刷

— ACCEPT 制御限界内で一度安定してから自動印刷

5.2.7.2 実行モード実行モード

- 実行モード、全般 (5.2.7.2.1章を参照)

- 実行モード：ON STABLE (章を参照)

- 実行モード：INTER (5.2.7.2.2章を参照)

- 実行モード：CONTNT (5.2.7.2.3章を参照)

- 実行モード：ACCEPT (5.2.7.2.4章を参照)

5.2.7.2.1 実行モード、全般実行モード、全般

"自動印刷" は通常、"自動風袋引き" の後、2番目に実行されます。ただし、"自
動合計" もアクティブな場合は、こちらが印刷前に実行されます。
合計アプリケーションがメニューでアクティブ化されていない場合は、合計
パラメータ以外の、[PRINT]- [CONTNT]で選択した各要素が印刷されます。

5.2.7.2.2 実行モード：実行モード： INTER

メニューで間隔を選択します。1～3,600秒の間隔を選択できます。
例: 5秒を選択すると、5秒ごとに印刷を自動で実行します。印刷は、重量値の
安定の有無にかかわらず実行されます。
Weight Piece Weight

この場合、キーパッドまたはスキャナーを使用して入力した秒数が、"Weight"
ディスプレイの [A.PRINT]、"PW" ディスプレイの [INTER]、および "Count" ディス
プレイに表示されます。

5.2.7.2.3 実行モード：実行モード： CONTNT

(安定時および安定していなくても) 要素は迅速に印刷されます 。

5.2.7.2.4 実行モード：実行モード： ACCEPT

"検査" アプリケーションがアクティブ化され、かつ載せた重量または下ろし
た重量が制御限界内である場合に限り、自動印刷が実行されます。
"合計" がアクティブ化されている場合、この自動印刷は合計 (自動モード)後に後に
実行されます

5.2.8 製品メモリ製品メモリ
機器には最大30の製品を記憶できる製品メモリがあります。
各製品は以下を含みます：

- 製品ID (メモリ項目番号)

- 製品名 = 12のASCII文字スキャナーを使用する場合は英数字を使用できま
す。
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- プリセット風袋値

- 試料重量

- "検査" 下限値 = 重量値またはパーツ数。

- "検査" 上限値 = 重量値またはパーツ数。

"検査" アプリケーションは、検査限界値が0でない場合に自動的にアクティブ
化されます。これらの限界値が0の場合、"検査" アプリケーションは自動的に
非アクティブ化されます。
例: "検査" をアクティブ化します。カウンティングパラメータのみを含む製品
を読み込む場合は、"検査" を [OFF] (非アクティブ) に設定します。

キーを短く押し、このステータスを終了 (保存または読み込み) する場

合は、 (Exit) キーを短く押します。
メニューで2つのはかりを定義する場合、それら2つの精度が異なっていても
製品を読み込むことができます。2つのはかりの定義は、お客様が行います。

5.2.8.1 製品データの保存製品データの保存

保存の要件：アプリケーションがすでに初期化されていること。

最初の製品メモリは番号1です。

メモリ番号の入力にエラーがある場合 (例：メモリ番号が大きすぎ
る)、"Count" ディスプレイに約2秒間 [LIM.ERR]が表示されます。
Count

1. キーを短く押します。

Weight Piece Weight

Count

= 空いている次の製品メモリ番号
が点滅します

メモリ番号 (ID) は、キーボードまたはスキャナーで変更できます。

ディスプレイに以下が表示されます：

2. または (Yes) キーを短く押して、製品パラメータを保存しま
す。
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保存プロセス中は、"Weight" ディスプレイのビジーアイコン がアクテ
ィブになります。他のディスプレイは暗くなります。

メモリ番号は、自由に選択できます。次に空いている番号を使用する必要
はありません。

選択したメモリがすでに使用されている場合は、このメモリが上書きされ
ます。

5.2.8.2 製品パラメータの読み込み製品パラメータの読み込み

"Count" ディスプレイの製品IDは、 (No) キーおよび (Back) キーを短
く押して変更できます。

(No) キーを押すと、数字が徐々に大きくなります。

(Back) キーを押すと、数字が徐々に小さくなります。
例: 使用されているメモリ項目は、1、2、5、7です。表示されている番号が5の

場合は、 (No) キーを押すと → 表示は7になります。 (Back) キーを
押すと → 表示は5になります。

1. 製品メモリ番号をキーパッドまたはスキャナーで入力します。
数字が "Count" ディスプレイに表示されます。

2. キーを短く押します。

Weight Piece Weight

Count

ディスプレイに以下が表示されます：

3. または (Yes) キーを押します。

メモリが空の場合は、"Weight" ディスプレイに [NO.DATA]が約1秒間表
示されます。
Weight

その後、製品番号の入力前の状態に戻ります。

選択した製品の製品パラメータが読み込まれます。
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5.2.8.3 製品パラメータの変更製品パラメータの変更/定義定義

現在の製品の変更、または新しい製品の定義ができます。

この入力プロセスのどの状態においても、 (Exit) キーを短く押すこと
で、機器は入力プロセス開始前の状態にリセットされます。

- すべての入力は、キーボードまたはスキャナーを使用して行います。

- パラメータの単位は、この変更プロセスをアクティブ化する前に使用して
いたものになります。

1. 目的の製品IDをキーパッドまたはスキャナーで入力します。
数字が "Count" ディスプレイに表示されます。

2. キーを短く押します。

Weight Piece Weight

Count

ディスプレイに以下が表示されます：

3. キーを長押しします。

Weight

キーから指を離すと、"Weight" ディスプレイに [PROD.NA]が2秒
間表示されます。
Piece Weight

この2秒間の後、"Weight" ディスプレイと "PW" ディスプレイに保存済み
の製品名が点滅表示されます。入力した製品IDが "Count" ディスプレイ
に表示されます (変更なし)。

[PROD.NA]が表示されている間に製品名を入力すると、"PW" ディスプ
レイの最終桁の下線 (カーソル) が点滅し、入力プロセスが開始しま
す。

キーを押している間、"Weight" ディスプレイに [CHANGE]が表示されま
す。
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製品名 (最大12文字) は、"PW" ディスプレイと "Weight" ディスプレイに入力
できます。使用できる文字は、数字、大文字、"-"、"/"、"."、およびスペー
スです。

例: 製品名は123456789012です。

[123456]が "Weight" ディスプレイに、[789012]が "PW" ディスプレイに表示
されます。

- ① 最初の画面
Weight

Piece Weight

プリセット風袋値の重量値が点滅
Count

(Yes) キーを短く押して、値を取り込みます。② に進みます。

(Back) キーを押すと、製品名の入力に戻ります。

- ② 試料重量の入力画面
Weight

4. 製品名が点滅している間に キーを短く押します。
ディスプレイの製品名全体が削除され、新たに入力できるよう、"PW"
ディスプレイの最後の位置に下線が点滅表示されます。

5. カーソルが点滅している間に キーを短く押します。

キーパッドでキーを押すと、古い名前が削除され、数字が表示されま
す。

点滅中のカーソルの前の最後の桁が削除されます。

6. (Yes) キーを短く押します。
入力した文字列が取り込まれます。① に進みます。
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Piece Weight

単位付きの試料重量の重量値が点滅 (こ
こで使用できる単位は、gまたはozのみ)
Count

(Yes) キーを短く押して、値を取り込みます。③ に進みます。

(Back) キーを押すと、① に戻ります。

- ③ 検査下限値の入力画面
Weight

Piece Weight

下限値の重量値が点滅 (重量検査が初期
化されている場合)
Piece Weight

数量が点滅 (計数検査が初期化されてい
る場合)
Count

製品が事前に初期化されていない場合 (メモリが空の製品) は、 キー
の長押しで重量単位とパーツ単位が切り替わります。ここでの選択は、④
(上限値の指定) にも反映されます。

(Yes) キーを短く押して、入力値を取り込みます。④ に進みます。

(Back) キーを押すと、② に戻ります。

- ④ 検査上限値の入力画面
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Weight

Piece Weight

上限値の重量値が点滅 (重量検査が初期
化されている場合)
Piece Weight

数量が点滅 (計数検査が初期化されてい
る場合)
Count

メモリが空の製品を扱う場合は、③を参照してください。

(Yes) キーを短く押して、値を取り込みます。⑤ に進みます。

(Back) キーを押すと、③ に戻ります。

限界値は、5.2.4.2.1章で定義した条件で検査されます。

条件を満たさない場合は、"PW" ディスプレイに [LIM.ERR ]が短く表示され
ます。
Count

この後、古い値の表示された下限値の入力画面に進みます。

- ⑤ 入力内容の保存画面
Weight

点滅

"PW" ディスプレイには何も表示されません。
Count
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(Yes) キーまたは を短く押して、製品を取り込みます。

(Back) キーを押すと、④ に戻ります。

- アプリケーションは製品データに応じて初期化されます。重量検査が事前
に非アクティブ化され、製品が > 0の限界値を含んでいる場合、重量検査
は自動的に初期化されます。

- アプリケーションが実行され、変更または初期化のプロセスが完了しまし
た。

5.2.8.4 製品メモリ製品メモリ/パラメータの削除パラメータの削除

5.2.8.5 印刷印刷

[PRINT]- [CONTNT]メニューで、印刷する製品メモリと製品名を指定できます：

1. 製品番号をキーパッドまたはスキャナーで入力します。
数字が "Count" ディスプレイに表示されます。

2. キーを短く押します。

Weight Piece Weight

Count

ディスプレイに以下が表示されます：

3. キーを短く押します。

Weight

点滅

"PW" ディスプレイには何も表示されません。
Count

ディスプレイに以下が表示されます：

4. (Yes) キーまたは (Exit) キーを短く押すと、製品メモリが削除

されます。 (Exit) キーを短く押すと、プロセスがキャンセルされま
す。
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印刷印刷 説明説明
PROD-ID:   2
PROD-NAME: Metal4712123

製品メモリ番号 (ID) (ここでは2)
製品名は、最大12文字の英数字

5.2.9 第第2のはかりに関する操作のはかりに関する操作
第2のはかりがアクティブな場合、"Weight" ディスプレイは以下のようになり
ます：
Weight

はかりWP1がアクティブです
Weight

はかりWP2がアクティブです

キーを長押しすると、はかりが切り替わります：はかり1がアクティブな
場合は、はかり2に切り替わります (逆も同様)。
アクティブなはかりの値がディスプレイに表示され、カウンティング、検査
、印刷、PC出力などのアプリケーションに使用されます。使用されるのは、
表示されているはかりの重量のみです。
カウンティングアプリケーションを初期化できるのは、はかり1のみです。一
方、検査アプリケーションは両方のはかりで初期化できます。初期化された
アプリケーションは、はかり2で実行されます。どちらのはかりがアクティブ
でも、製品を載せることができます。

5.3 メニューメニュー
アクティブなメニュー選択には、以下のアイコンが付きます：[o]。
最後のメニューレベルまで行くと、まず選択済みのアクティブなパラメータ
([o]が付く) が表示されます。
1つ以上のメニュー項目を変更した場合、それらのパラメータはメニューを終
了した後も保持されます。

キーを長押ししてメニューをアクティブ化すると、[M.E.N.U]が表示さ
れます。キーから指を離すと、第一メニューレベルの最初の要素 [METRO]が
表示されます。
メニュー項目 [END]を 使用すると、メニューレベルが終了します。表示が上
のレベルに切り替わります。第一メニューレベルがアクティブな時に [E.N.D]
を選択すると、メニューが終了します。
キーボードによる入力は、入力が求められるステータスの時のみ使用できま
す。
はかりの設定は、ユーザーメニュー (メニューモード) で調整できます。
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注注:

適切なインターフェースオプションを設置すると、追加サブメニューが使用
できる場合があります。この件については、使用するインターフェースのマ
ニュアルを参照してください。

5.3.1 ディスプレイのメニュー表示ディスプレイのメニュー表示
3つのディスプレイの最初の3つのメニューレベル。
Weight

First menu level

Piece Weight

Second menu level

Count

Third menu level

例：例：

- 第1メニューレベル：
Weight

第1メニューレベル

"PW" ディスプレイと "Count" ディスプレイには何も表示されません。

- 第2メニューレベルを選択すると：
Weight

第1メニューレベル
Piece Weight

第2メニューレベル

"Count" ディスプレイには何も表示されません。

- 第3レベルまで選択すると：
Weight

第1メニューレベル
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Piece Weight

第2メニューレベル
Count

第3メニューレベル = 選択

メニューレベルが3つを超える場合は、最後のレベルが表示されます。
Weight

Second menu level

Piece Weight

Third menu level

Count

Fourth menu level

例：例：

- 第2レベルまで選択すると：
Weight

第2メニューレベル
Piece Weight

第3メニューレベル

"Count" ディスプレイには何も表示されません。

- 第3レベルまで選択すると：
Weight

第2メニューレベル
Piece Weight

第3メニューレベル

"Count" ディスプレイには何も表示されません。

- 第4レベルまで選択すると：
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Weight

第2メニューレベル
Piece Weight

第3メニューレベル
Count

第4メニューレベル = 選択

5.3.2 メニューモードメニューモード
メニューモードを呼び出します：

1. キーを長押しします。

Weight

Weight

"Weight" ディスプレイに、[M.E.N.U] が2秒間表示された後、第1メニュー
項目 [METRO] が表示されます。

2. (No) キーを押して、次のメニュー項目にアクセスします。

Weight

第2メニュー項目 [UNIT] が "Weight" ディスプレイに表示されます。

3. または、 (Yes) キーを押して "PW" ディスプレイのサブメニューを表
示します (この例では [[METRO][STAB.RA]])。

Weight Piece Weight

"Count" ディスプレイには何も表示されません。

"PW" ディスプレイに第2メニューレベルが表示されます。
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Weight Piece Weight

5.3.3 メニューの入力値の処理メニューの入力値の処理
数値設定のメニュー項目 (例：間隔) では、現在の設定が点滅する数字で表
示されます。

4. メニュー選択を呼び出すには (この例では [[METRO][STAB.RA]])、 (Yes)
キーを押します。

Weight Piece Weight

Count

現在選択しているものに [⃘] が付きます。

1Dの値が "Count" ディスプレイで点滅します。

5. (No) キーを押して設定を変更するか、または (Yes) キーを押し
て設定を取り込みます。

Weight Piece Weight

"Count" ディスプレイには何も表示されません。

"PW" ディスプレイに、第2メニューレベルの次の要素 [FILTER]が表示さ
れます。

6. "PW" ディスプレイで (No) キーを押して次のサブメニューを選択す

るか、または (Back) キーを押して戻ります。

7. [END] が表示されたら、 (Yes) キーを押します。

Weight

第2メニュー項目 [UNIT] が "Weight" ディスプレイに表示されます。

8. (Exit) キーを押して、メニューを終了します。
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— METRO 法定計量 (5.3.4.1章を参照)
— UNIT 重量単位 (5.3.4.2章を参照)
— OP.FUNC 操作機能 (5.3.4.3章を参照)
— PRINT プリンター出力 (5.3.4.4章を参照)
— PRN.COM プリンターポート通信 (5.3.4.5章を参照)
— PC.OUT PC出力 (5.3.4.6章を参照)
— PC.COM PCポート通信 (5.3.4.7章を参照)
— CAL.ADJ 校正/調整 (章を参照)
— AD.CON2 第2のはかりのADC構成は、[AD.CON2]

(5.3.4.9章を参照) がアクティブになってい
る場合のみ表示されます場合のみ表示されます

— INFO 情報 (シリアル番号とタイプ指定の表
示)(5.3.4.10章を参照)

— SECURE メニュー項目のブロック (5.3.4.11章を参照)
— E.N.D. メニューの終了

— STAB.RA 両方のはかりの安定範囲値
— 0.5D 1/2 d
— 1D 1 d*
— 2D 2 d
— 4D 4 d

— FILTER 調整フィルタ (両方のはかりに有効)
— LOW 精度が低く、安定化時間が短い
— MED 精度が普通で、安定化時間が平均的*
— HI 精度が高く、安定化時間が長い

— A.ZERO.T 両方のはかりで自動ゼロ点追跡が有効
— OFF スイッチオフ
— 0.5D ドリフト最大0.5 d/秒*
— 1D ドリフト最大1 d/秒
— 3D ドリフト最大3 d/秒

— AUT.OFF 自動スイッチオフのカウンター
— OFF スイッチオフ*
— 1 MIN 無操作だと1分後にスイッチオフ

5.3.4 メニューのナビゲーションメニューのナビゲーション
第1メニューレベルの概要：

5.3.4.1 [METRO] メニュー選択メニュー選択

このメニューで、ディスプレイとはかりの機能を調整します。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
METRO

1. (Yes) キーを押して設定を取り込むか、または (No) キーを押し
て処理を続行します。

2. メニュー項目を終了するには、 (Yes) キーを押して次のメニュー項

目にアクセスするか、または (No) キーを押して現在のメニューの第
1レベルにアクセスします。
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— 5 MIN 無操作だと5分後にスイッチオフ
— 10 MIN 無操作だと10分後にスイッチオフ

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— kg キログラム
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— g グラム
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— lb ポンド
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— oz オンス
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— lb:oz ポンド：オンス
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— WP2 第2のはかりのアクティブ化
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ化

— UNIT.ON スイッチオン時の単位の選択
— AUTO スイッチオフ時に使用していた前回の単

位*
— kg キログラム
— g グラム
— lb ポンド
— oz オンス
— lb:oz ポンド：オンス

5.3.4.2 [UNIT] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、重量単位を選択できます。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
UNIT

5.3.4.3 [OP.FUNC] メニュー選択メニュー選択

このメニューでははかりのパラメータを指定します。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
OP.FUNC
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— ZERO.RA ゼロ範囲
— 2% 最大荷重の2%
— 10% 最大荷重の10%*

— A.OPT 試料重量の自動最適化
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ化*

— A.TARE 自動風袋引き
— OFF 非アクティブ*
— ON 最初の安定重量を風袋引きします
— ON-ACC 許容限界内の安定荷重を風袋引き (すべて

の検査アプリケーション)
— BEEP.OP 試料重量が自動最適化された場合の信号

— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ化*

— BEEP.SI 信号 (検査アプリケーション)
— OFF 非アクティブ*
— ACCEPT 重量が許容限界内の場合の信号
— UNDER 重量が下限値に満たない場合の信号
— OVER 重量が上限値を超える場合の信号
— UNDOVR 重量が許容限界外の場合の信号

— BEEP.KE キー音
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— TOT.SET 合計設定
— OFF 非アクティブ
— AUTO 自動合計
— MAN 手動合計*

— LIGHT.T バックグラウンドライトの持続時間
(D.LIGHT = AUTO)

— 3 SEC 無操作だと3秒後にバックグラウンドライ
トをスイッチオフ

— 5 SEC 無操作だと5秒後にバックグラウンドライ
トをスイッチオフ*

— 8 SEC 無操作だと8秒後にバックグラウンドライ
トをスイッチオフ

— D.LIGHT ディスプレイのバックグラウンドライト
— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ
— AUTO キーを押した時、または表示重量の変化

時にスイッチオン*
— COM.EQU 通信モジュール

— OFF 非アクティブ*
— BLUE.TH Bluetoothがアクティブ (Bluetoothモジュー

ルを設置している場合のみ)
— WIFI WiFiがアクティブ (WiFiモジュールを設置

している場合のみ)
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— ETHER.N Ethernetがアクティブ (Ethernetモジュール
を設置している場合のみ)

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— STABLE 印刷基準
— OFF 値を直ちに印刷
— ON 安定時のみ値を印刷*

— A.PRINT 自動印刷
— OFF 非アクティブ*
— ON.STAB 重量 > 1 dの場合、安定時に一回印刷
— INTER 指定済みの間隔で印刷

— 1…3600 1 … 3,600秒
— CONT 連続印刷
— ACCEPT 安定時かつ許容限界内の場合に印刷

— CONTNT 印刷内容
— RESULT 表示値

— OFF 非アクティブ
— ON アクティブ*

— GROSS 総計値
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— NET 正味値
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— TARE 風袋引き
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— PRE.TAR プリセット風袋値 (使用可能な場合)
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— HEADER ヘッダーをPCインターフェースで指定
(SBI仕様を参照)

— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— FOOTER フッターをユーザーインターフェースで
指定 (SBI仕様を参照)

— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— MODE アプリケーションモードの情報

5.3.4.4 [PRINT] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、印刷条件と印刷を構成できます。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
PRINT
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— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— INFO アプリケーションパラメータ
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— PW 試料重量
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— TOTAL 合計メモリ/統計データ
— OFF 非アクティブ*
— RESULT 合計メモリを印刷
— ALL 結果と統計パラメータ (最小値、最大値な

ど）
— PROD.ID 製品メモリの位置番号

— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— PROD.NA 製品名 (最大12文字の英数字)
— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— SERNO アクティブな (表示されている) はかりの
シリアル番号
例: W1 38457989またはW2 38457989

— OFF 非アクティブ*
— ON アクティブ

— LI.SET 合計メモリ
— FORMAT プリンターとPCへの送信形式

— MULTI 複数行 (1列) の印刷*
— SINGLE 1行印刷 (上記で指定したすべての内容を1

行に印刷)
— FEED 給紙設定

— LINE 1行給紙
— 4LF 4行給紙*
— FORM 印刷後の給紙

— END
— PROD.LI すべての製品メモリを印刷

— NO 非アクティブ*
— YES すべての製品を印刷

YESを選択すると、
すべての製品が印刷されます。その後、
自動的にNOが指定されます。

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了
ここでの "安定にかかわらない" は、重量値の安定時または非安定時を意味し
ます。
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— BAUD ボーレート
— 2400 2,400
— 4800 4,800
— 9600 9,600*
— 19200 19,200
— 38400 38,400
— 57600 57,600
— 115200 115,200

— PARITY パリティ
— 7 EVEN 7データビット、偶数パリティ
— 7 Odd 7データビット、奇数パリティ
— 7 NONE 7データビット、パリティなし
— 8 NONE 8データビット、パリティなし*

— STOP ストップビット
— 1 1*
— 2 2

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— MODE PC出力モード
— OFF 非アクティブ*
— MAN.OUT 安定にかかわらない手動出力 = 機器はシ

リアルインターフェース経由の要求を待
ちます。
直ちに直ちに応答が生じます。

— MAN.STA 安定にかかわらない手動出力 = 機器はシ
リアルインターフェース経由の要求を待
ちます。

— INT.OUT 安定にかかわらない安定にかかわらない間隔出力 (16文字) = 機
器は安定にかかわらず、選択した間隔の
ディスプレイ更新サイクルで重量値を自
動送信します (以下を参照)

— AUT.OUT

ここでの "安定時" は、重量値の安定時のみを意味します。

5.3.4.5 [PRN.COM] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、印刷通信のパラメータを指定できます。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
PRN.COM

5.3.4.6 [PC.OUT] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、PC出力のパラメータを指定できます。
これは、RS-232ポートとUSB-Cポートに接続した追加インターフェースへの出
力です。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
PC.OUT
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安定にかかわらない自動出力 (16文字) = 機
器は安定にかかわらず、すべてのすべてのディス
プレイ更新サイクルで重量値を自動送信
します

— AUT.STA すべての値の変化に伴う安定時の自動出
力 (16文字) = 機器はデータの安定時に、重
量値を自動送信します

— INTERV 出力間隔の指定 (INT.OUTの選択時)
— 1 CYC すべての表示サイクル
— 2 CYC 2回の表示サイクル後
— 5 CYC 5回の表示サイクル後
— 10 CYC 10回の表示サイクル後*
— 20 CYC 20回の表示サイクル後
— 50 CYC 50回の表示サイクル後
— 100 CYC 100回の表示サイクル後

— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— BAUD ボーレート
— 4800 4,800
— 9600 9,600*
— 19200 19,200
— 38400 38,400
— 57600 57,600
— 115200 115,200

— PARITY パリティ
— 7 EVEN 7データビット、偶数パリティ
— 7 Odd 7データビット、奇数パリティ
— 7 NONE 7データビット、パリティなし
— 8 NONE 8データビット、パリティなし*
— 7 MARK 7データビット、マークパリティ
— 7 SPACE 7データビット、スペースパリティ

— STOP ストップビット
— 1 1*
— 2 2

— HAND.SH ハンドシェイク
— NONE ハンドシェイクなし*
— XON.XOF 機能なし

ここでの "安定にかかわらない" は、重量値の安定時または非安定時を意味し
ます。
ここでの "安定時" は、重量値の安定時のみを意味します。

5.3.4.7 [PC.COM] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、PC通信のパラメータを指定できます。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
PC.COM
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— RESET 工場出荷時の設定
— NO リセットなし*
— YES アクティブ

— END メニューレベルの終了

— CAL 2点校正 (0と最大荷重) の開始
— WP 1 WP1の2点校正を開始

校正重量は、値の入力により自由に選択
できます。

— WP 2 [OP.FUNC]- [WP2]メニューで第2のはかり
を定義する場合のみ表示されます：
WP2の2点校正を開始
校正重量は、値の入力により自由に選択
できます。

— LIN 線形化の開始 (0、半分の計量範囲、最大
荷重)

— WP 1 WP1の線形化を開始
重量値は固定されています。

— WP 2 [OP.FUNC]- [WP2]メニューで第2のはかり
を定義する場合のみ表示されます：
WP2の線形化を開始
重量値は固定されています。

— GEO 地域調整係数 (GEO) を使用して、現在の
位置に基づく校正の調整を実行します

— 12 個々のインクリメントに0～31を選択可能
*

— END メニューレベルの終了

— D

5.3.4.8 [CAL.ADJ] メニュー選択メニュー選択

工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
CAL.ADJ

5.3.4.9 [AD.CON2] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、はかり2のADC構成を行います。

注注:

- 第2のはかりのインクリメント (読取限度) は、必ず第1のはかりのインク
リメントより大きく (d2 > d1) します。

例: 第1のはかりの読取限度 = d1 = 1 gの場合、第2のはかりの読取限度 = d2
= 2 gにします (d2は1 gや0.5 gにはできません)。

- 校正用分銅を読取限度で割った数 (CAL.WGT / d) は ≥ 1,000になります。こ
れは最大荷重 (MAX.CAP) にも影響します：MAX.CAP ≥ CAL.WGT。

AD.CON2
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読取限度 (1ポジション) は、 キーま

たは キーでのみ変更できます。
— CAL.WGT 校正用分銅は、[CAL.ADJ]- [CAL]- [WP2]で

使用され、最大荷重と最小荷重の30%以
内で自由に選択できます。

— MAX.CAP はかりの最大荷重
入力したこの荷重に達すると、"H" が表示
されます。

— END Menüebene verlassen

— SER.NUM シリアル番号の表示 (2つのはかりが選択
されている場合、2つのシリアル番号が表
示されます)

— W1.471
(No) キーまたは キーを押す

と、次の6桁が表示されるか、または最初
の6桁が再度表示されます。

— W2.471
(No) キーまたは キーを押す

と、次の6桁が表示されるか、または最初
の6桁が再度表示されます。

— END
— TYPE はかりのタイプ名の表示
— SFT.VER ソフトウェアバージョンの表示

— SR 2.64
— GEO.DAT 選択済みのGEO領域 (両方のはかりに有効)

の表示
— 12 選択済みのGEO領域

— WP1 WP1情報
— D 読取限度
— MAX 最大荷重
— END

— WP2 WP2情報 (メニューで選択した場合)
— D 精度
— MAX 最大荷重
— END

— LFT.MOD 法定計量モードのステータス表示：両方両方
ののはかりのオンまたはオフ

— OFF デフォルトモード
— ON 法定計量モードがアクティブ

— LOCK.SW 両方のはかりのロックスイッチのステー
タス表示

— OPEN スイッチを開放
— CLOSED スイッチを閉鎖

— END メニューレベルの終了

5.3.4.10 [INFO] メニュー選択メニュー選択
INFO
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— S.METRO 法定計量メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.UNIT 単位メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.OP.FUN 操作機能メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.PRINT 印刷メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.PR.COM 印刷通信メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.PC.OUT PC出力メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.PC.COM PC通信メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.CAL.AD 校正メニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— S.ADC.CO ADCメニュー
— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— RESET 現在のメニューの工場出荷時の設定を復
元

— OFF メニュー項目は変更可能*
— ON メニュー項目をロック

— END メニューレベルの終了

5.3.4.11 [SECURE] メニュー選択メニュー選択

このメニューでは、メニューアクセスの安全設定 (ロック) を定義して、不正
な操作を防ぎます。
工場出荷時の設定には "*" のマークが付いています
SECURE

5.4 校正、調整校正、調整
5.4.1 校正校正

校正は、メニューでメニュー項目 [WP1]または [WP2]をアクティブ化した後に
実行できます。
値が点滅している時は、校正点の重量を自由に選択できます。
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通常の計量に使用する単位がポンドの場合は、校正単位もlb (ポンド) になりま
す。
通常の計量に使用する単位がオンスの場合は、校正単位もoz (オンス) になり
ます。
通常の計量にメートル法単位 (kgまたはg) を使用する場合は、校正単位はkg (キ
ログラム) になります。

5.4.1.1 校正校正

1. WP1またはWP2 (使用可能な場合) をアクティブ化します。

Weight

第2メニューレベル = 校正
Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1
Count

最初の重量値 (点滅)

ディスプレイに以下が表示されます：

2. ひょう量皿からすべての重量を取り除き、 (Yes) キーを押します。

今度はディスプレイに以下が表示されます：
Weight

第2メニューレベル = 校正
Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1
Count

重量が採用されるまでの待機メッ
セージ

第2の計量点が点滅表示されます。

最初の校正点が採用され、内部に保存されます。
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第2の計量点を採用します。内部計算中は、ディスプレイにステップ2と同
じものが表示されます。

計算にエラーがなければ、ディスプレイに約2秒間以下が表示されます：
Weight

第2メニューレベル = 校正
Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1
Count

OKメッセージ = 校正完了

機器はメニューを終了し、通常のアプリケーションモードに戻ります。

校正中にエラーが生じた場合は、ディスプレイに約2秒間以下が表示され
ます：
Weight

第2メニューレベル = 校正
Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1

Weight

第2メニューレベル = 校正
Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1
Count

点滅する重量を、キーパッドで変
更できます

3. 適切な第2の計量点を選択したら、 (Yes) キーを押します。
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— CAL 校正するはかりの選択と校正の開始
— WP 1 2点校正 (0と最大荷重) の開始 (WP1)

このプロセスは、"Exit" キーを押すとキャ
ンセルできます。
校正重量は、値の入力により自由に選択
できます。

— WP 2 メニューで第メニューで第2のはかりを定義する場合ののはかりを定義する場合の
み表示されます：み表示されます：
2点校正 (0と最大荷重) の開始 (WP2)
このプロセスは、"Exit" キーを押すとキャ
ンセルできます。
校正重量は、値の入力により自由に選択
できます。

— LIN
— GEO
— END メニューレベルの終了

Count

エラーメッセージ = 校正のキャンセル

機器はメニューを終了し、通常のアプリケーションモードに戻ります。

WP2にもこのプロセスを繰り返します。WP2が "PW" ディスプレイに表示さ
れ、機器ははかり2に自動で切り替わります。

5.4.1.2 メニュー設定メニュー設定
CAL.ADJ

5.4.2 線形化線形化
線形化は、メニューのメニュー項目 [WP1]または [WP2]をアクティブ化した後
に実行できます。

5.4.2.1 線形化プロセス線形化プロセス

線形化重量は固定されています。以下の3つのポイントがあります：0、0.5*
最大荷重、最大荷重。
手順は、校正手順と似ています。"Weight" ディスプレイに以下が表示されま
す： [LIN]

WP1またはWP2 (使用可能な場合) をアクティブ化します。

Weight

第2メニューレベル = 校正

ディスプレイに以下が表示されます：

5 操作 産業用はかりPuro® -計数

Minebea Intec JA-61



— CAL
— LIN 線形化するはかりの選択と線形化の開始

— WP 1 WP1の線形化プロセスを開始

このプロセスは、 (Exit) キーを押す
とキャンセルできます。
重量値は固定されています。

— WP 2 メニューで第メニューで第2のはかりを定義する場合ののはかりを定義する場合の
み表示されますみ表示されます
WP2の線形化プロセスを開始

このプロセスは、 (Exit) キーを押す
とキャンセルできます。
重量値は固定されています。

— GEO
— END メニューレベルの終了

5.4.2.2 メニュー設定メニュー設定
CAL.ADJ

5.4.3 地域調整係数地域調整係数 (GEO) – 手順手順
地域調整係数 [GEO]を使用して、現在の位置に基づく校正の調整を実行しま
す。(0 … 31を設定できます。)5.4.4の表に、さまざまな緯度のGEO値が示されて
います。

メニューモードを呼び出します：

Piece Weight

第3メニューレベル = ここではWP1
Count

最初の重量値 (点滅)

1. キーを長押しします。

Weight

最初のメニュー項目 [METRO]が "Weight" ディスプレイに表示されま
す。

2. メニュー項目 [CAL.ADJ]が "Weight" ディスプレイに表示されるまで、
(No) キーを押します。
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Weight

Weight Piece Weight

3. (Yes) キーを押して、サブメニュー項目にアクセスします。

4. メニュー項目 [GEO]が "PW" ディスプレイに表示されるまで、 (No) キ
ーを押します。

5. (Yes) キーを押してGEOの選択を開始します。

Weight Piece Weight

Count

デフォルト設定のGEO値 [12]が、ディスプレイで点滅します。

6. 値を変更するには、キーパッドで0 … 31のいずれかの値を入力します。

7. (Yes) キーを押してGEO値を確定します。

Weight Piece Weight

[END]が "PW" ディスプレイに表示される場合は、GEO値が保存されて
います。

8. (Yes) キーを押します。
メニュー項目 [INFO]が "Weight" ディスプレイに表示されます。

9. (Exit) キーを押して、メニューを終了します。
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5.4.4 GEOコード表コード表

高度高度 (m)

0 325 650 975 1,300 1,625 1,950 2,275 2,600 2,925 3,250

325 650 975 1,300 1,625 1,950 2,275 2,600 2,925 3,250 3,575

高度高度 (ft)

0 1,016 2,130 3,200 4,260 5,330 6,400 7,460 8,530 9,600 10,660

1,060 2,130 3,200 4,260 5,330 6,400 7,460 8,530 9,600 10,660 11,730

緯度緯度 GEO値値
0°00' 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

5°46' 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

9°52' 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

12°44' 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

15°06' 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

17°10' 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2

19°02' 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3

20°45' 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

22°22' 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4

23°54' 25°21' 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4

25°21' 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5

26°45' 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5

28°06' 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6

29°25' 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6

30°41' 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7

31°56' 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

33°09' 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8

34°21' 35°31' 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8

35°31' 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9

36°41' 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9

37°50' 38°58' 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10

38°58' 40°05' 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10

40°05' 41°12' 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11

41°12' 42°19' 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11

42°19' 43°26' 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12

43°26' 44°32' 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12

44°32' 45°38' 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13
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高度高度 (m)

0 325 650 975 1,300 1,625 1,950 2,275 2,600 2,925 3,250

325 650 975 1,300 1,625 1,950 2,275 2,600 2,925 3,250 3,575

高度高度 (ft)

0 1,016 2,130 3,200 4,260 5,330 6,400 7,460 8,530 9,600 10,660

1,060 2,130 3,200 4,260 5,330 6,400 7,460 8,530 9,600 10,660 11,730

緯度緯度 GEO値値
45°38' 46°45' 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13

46°45' 47°51' 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14

47°51' 48°58' 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14

48°58' 50°16' 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15

50°16' 51°13' 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

51°13' 52°22' 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16

52°22' 53°31' 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16

53°31' 54°41' 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17

54°41' 55°52' 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17

55°52' 57°04' 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18

57°04' 58°17' 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18

58°17' 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

58°17' 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

60°49' 62°90' 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20

62°90' 63°30' 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20

63°30' 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21

64°55' 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

66°24' 67°57' 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22

67°57' 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22

69°35' 71°21' 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23

71°21' 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23

73°16' 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24

75°24' 77°55' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24

77°55' 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25

80°56' 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25

85°45' 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26
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5.5 印刷印刷
すべての印刷プロセス時に、[PRINT]が "Weight" ディスプレイに (最大) 約1秒間
表示されます。
Weight

5.5.1 出力形式出力形式
一般定義：

- スペース = 0x20 16進数 ASCII文字。

- CRLF = 0x0D0A 16進数 ASCII文字。

- 算術符号は値のMSBの横に、間にスペースを付けて直接挿入されます。

例: - 14.112

- 値は相互に上書きされます：

例例:

- 10.075 oz OVERCRLF
0.015 oz TCRLF

- 10.060 oz G#CRLF

- 安定重量値が単位とともに印刷されます。 10.25 kg

安定していない重量値は、単位なしで印刷されます： 10.25

- 安定した負の総重量値には、単位の代わりに "!" が付きます： - 0.25 !

安定していない負の総重量値には、単位記号が付きません： - 0.25

- 有効な重量値が表示されていない場合/エラーメッセージが表示されてい
る場合は、不具合を示す形式が作成されます。ディスプレイのエラー番号
も印刷されます：例：[Err 8.1]。
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— STABLE 印刷基準
— A.PRINT 自動印刷
— CONTNT ログ印刷の内容
— LI.SET フレーム形式
— PROD.LI すべての製品メモリを印刷
— RESET [PRINT]メニュー項目を工場出荷時の設定

に設定します
— END メニューレベルの終了

5.5.2 製品メモリ製品メモリ
製品メモリ全体の印刷については、メニュー項目製品メモリ全体の印刷については、メニュー項目 [PRINT]- [PROD.LI]を参照してください：を参照してください：

印刷印刷 説明説明
PROD-ID: 2
PROD-NAME: Metal4712123

5.23 g PT
WREF    0.43245 g
UNDER LIMIT 580.0 g
OVER LIMIT   681.0 g
MODE: CHECK WEIGHT

PROD-ID: 3
PROD-NAME: Metal458ab

0.0 g PT
WREF    0.83241 g
UNDER LIMIT   0.0 g
OVER LIMIT   0.0 g
MODE: CHECK OFF

PROD-ID: 8
PROD-NAME: Metal471

0.0 g PT
WREF          0.0 g
UNDER LIMIT 580.0 g
OVER LIMIT   681.0 g
MODE: CHECK WEIGHT

製品メモリ (ここでは2)。メモリ1は空です
製品の説明
プリセット風袋値
試料重量
下限値
上限値
検査アプリケーション
空白行
製品メモリ (ここでは3)。カウンティングのみ (プリセット風袋
値を使用しない)
製品の説明
プリセット風袋値
試料重量
下限値
上限値
検査アプリケーション
空白行
製品メモリ (ここでは8)。メモリ4、5、6、7は空です
製品の説明
プリセット風袋値
試料重量
下限値
上限値
検査アプリケーション
空白行

5.5.3 メニュー設定：印刷メニュー設定：印刷
[PRINT]メニュー項目には、以下のサブメニューがあります：
PRINT

印刷条件印刷条件
[PRINT]メニュー項目で条件を定義します (5.3.4.4章を参照)。
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印刷内容印刷内容

- 印刷ログの内容は、メニュー項目 [PRINT]- [CONTNT]で指定します (5.3.4.4章
を参照)。

ここで選択したパラメータは、内容がない場合もすべてのすべての印刷で印刷され
ます。

例: 利用可能な風袋値がない場合は、0.000 kg Tが印刷されます。

ただし、合計とプリセット風袋値はこの限りではありません。合計のパラ
メータは、合計がメニューでアクティブな場合のみ印刷されます。

プリセット風袋値は、メモリが使用されている場合のみ印刷されます。

- 安定重量値には、常に単位が印刷されます。単位の有無は選択できませ
ん！

フレーム形式フレーム形式
フレーム型式は、メニュー項目 [PRINT]- [LI.SET]で構成します (5.3.4.4章を参
照)。
印刷インターフェースの設定印刷インターフェースの設定
印刷のインターフェースパラメータは、[PRN.COM]で選択します (5.3.4.5章を参
照)。

5.6 PC出力出力
以下は、USB-C規格に基づく追加インターフェースです。

5.6.1 SBIインターフェースインターフェース
PCインターフェース (SBI通信) 経由で接続したコンピュータは、分析機器に制
御コマンドを送信して、はかりやアプリケーションの機能を制御することが
できます。
すべてのコマンドには、共通のフレーム形式 (データ入力形式) があります。
ESCの文字で始まり、コマンドの最後はEOC (end of command) になります。コマ
ンドの最後は、CRとLFの組み合わせになることもあります。はかりは、EOCの
後とESCの前の入力内容をすべて無視します。

表示値の読み取り：表示値の読み取り：

ESC P EOC

応答 (16バイト)：

V W W W W W W W W W E E E CR LF

V 算術符号 考えられる文字："+", "–", " "

W 計量値 考えられる文字："0"..."9", ".", " "
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E 単位 考えられる文字："a"..."z", "A"..."Z", " "

CR キャリッジリター
ン

ASCII 0x0D

LF 空白行 ASCII 0x0A

この形式は、以下のメニュー設定に従って発行される自動生成メッセージに
も使用されます：[INT.OUT]、[AUT.OUT]、[AUT.STA] (上記参照)。

はかりのゼロ設定：はかりのゼロ設定：

ESC Z EOC

応答：特別応答メッセージを参照

はかりの風袋引き：はかりの風袋引き：

ESC T EOC

応答：特別応答メッセージを参照

特別応答メッセージ：特別応答メッセージ：
いくつかの特別応答があり、これらは標準応答として使用されます。例: エラ
ーまたは確認。特別応答メッセージは常に5バイトです。

OK (確認済み)

1 2 3 4 5

O K ! CR LF

コマンドをエラーなく実行したことが確認されました。

ERROR (エラー)

1 2 3 4 5

E R R CR LF

コマンド実行時のエラーが報告されました。

LOCKED (ロック済み)

1 2 3 4 5

L O C CR LF

現在パラメータがブロックされているため、コマンドを実行できません。
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6 メンテナンスメンテナンス/修理修理/クリーニングクリーニング

6.1 修理修理
欠陥のある機器は直ちに主電源から切り離します。
欠陥または損傷のあるケーブルまたはねじ接続部は、一式交換する必要があ
ります。

警告警告

不適切な修理は、ユーザーに重大なリスクをもたらすことがあります。不適切な修理は、ユーザーに重大なリスクをもたらすことがあります。
修理は必ずMinebea Intecの認定したディーラーが純正スペアパーツを使用
して実行します。

6.2 クリーニングクリーニング
6.2.1 クリーニングについてクリーニングについて

本機器は定期的に汚れを取り除く必要があります。
クリーニング、メンテナンス、または修理の前に、機器を供給電圧から切断
します。
はかりが乾いた環境にある場合は、計量プラットフォームを湿った布で拭き
ます。家庭用洗浄剤が使用できます。製造業者の提供する情報をご確認くだ
さい。
保護等級IP43の機器では、絶対にはかりに液体が入り込まないようにします。
機器は、絶対に高圧または蒸気のクリーナーでクリーニングしないでくださ
い。IP保護等級に従ってください。
機器をクリーニングする水の温度が高すぎたり低すぎたりすると、温度変化
のため結露が生じることがあります。結露は機器の不具合の原因になりま
す。

6.2.2 洗浄剤洗浄剤

通告通告

一部の洗浄剤は、機器の材料に適合しません。一部の洗浄剤は、機器の材料に適合しません。
製造業者の指示に沿った消毒剤と洗浄剤のみを使用してください。
非常に強い酸性、非常に強いアルカリ性、または高レベルの塩素を含む
洗浄剤は使用しないでください。pH値の高いまたは低い物質は避けてく
ださい。それらは腐食のリスクを高めます。
鉄含有の研磨スポンジ、スチールブラシ、またはスチールウール製洗浄
スポンジは使用しないでください。
洗浄剤を材料に使用できるかどうか、使用前にまず重要性の低い箇所で
お試しください。
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7 廃棄物処理ポリシー廃棄物処理ポリシー

梱包材料が必要ではなくなった場合、地元の廃棄物処分施設や評判の良い処
分業者または収集地点に持って行きます。梱包材料の大部分は、主にリサイ
クルに適した環境にやさしい材料を使用しています。
家庭ごみとともにこの製品を廃棄し、地元の廃棄物処理公社が運営する収集
地点で本製品を処分することは小規模の会社であっても禁止されています。
EUの法律は、後でリサイクルできるように、電気および電子機器は分類され
ない他の一般廃棄物とは別に収集・廃棄することを加盟国に求めています。

製品の廃棄とスクラップ処理の前に、すべてのバッテリを除去し、適切な収
集地点に持って行く必要があります。
詳細については、弊社のT&Cを参照してください。

弊社では、有害物質 (ABC汚染物質) で汚染された製品については、修理を受け
付けておりません。
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8 エラー修正エラー修正

以下の表は、よくある問題、考えられる原因、および修正措置です。
問題が続く場合は、Minebea Intecまたは認定ディーラーにご連絡ください。

症状症状 考えられる原因考えられる原因 修正措置修正措置

スイッチをオンに
できない

はかりに電力が供給
されていない

接続と電圧を確認します

精度が低い 校正が正しく行われ
ていない
環境が不安定

校正を実行します
はかりを適切な場所に置きます

アプリケーション
を呼び出せない

アプリケーションが
アクティブ化されて
いない

メニューでアプリケーションをア
クティブ化します

単位を呼び出せな
い

単位がアクティブ化
されていない

メニューで単位をアクティブ化し
ます

バッテリーアイコ
ンが点滅している

バッテリー残量が少
なくなっている

はかりを電源に接続し、バッテリ
ーを充電します

[Err 8.1] スイッチオン時のエ
ラー

読取重量が始動/ゼロ設定の限界値
を超えています

[Err 8.2 ] スイッチオン時のエ
ラー

読取重量が始動/ゼロ設定の限界値
に達していません

[Err 8.3] 過荷重範囲エラー 読取重量が過荷重限界値を超えて
います

[Err 8.4] 不足荷重範囲エラー 読取重量が不足荷重限界値に達し
ていません

[Err 8.5] 風袋範囲外の風袋 風袋範囲に従って風袋値を調整し
ます

[Err 8.6] 表示文字数の不足 重量 > 6文字にします
[Err 9.5] 校正データが不正確 再度校正を行います

ビジー 風袋設定、ゼロ点設定、および印
刷時に表示

[--NO--] 操作できません 機能は実行できません
[CAL.ERR] 校正エラー

環境が不安定
校正用分銅が不適切

再度校正を行います
はかりを適切な場所に置きます
適切な校正用分銅を使用します

[LIM.ERR] 入力値が許容範囲外 許容値を入力します

産業用はかりPuro® -計数 8 エラー修正
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症状症状 考えられる原因考えられる原因 修正措置修正措置
[REF.ERR] 基準重量が無効 荷重プレート上の重量が高すぎ

る、または低すぎるため、有効な
基準重量を定義できません。基準
重量を大きくするか、または小さ
くします

バッテリーをフル
充電できない

バッテリーに欠陥が
ある

認定Minebea Intecサービスディー
ラーにバッテリー交換を依頼して
ください。

8.1 サービス情報サービス情報
トラブルシューティング情報を利用して問題を修正できない、またはそこに
問題が記載されていない場合は、認定サービスパートナーにご連絡くださ
い。お近くのサービスパートナーに関する情報は、当社のウェブサイト
http://www.puroscales.comをご覧ください。

8 エラー修正 産業用はかりPuro® -計数
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9 技術的データ技術的データ

9.1 仕様仕様

モデル番号モデル番号 EF - LT P1 P3 P6 P15 P30

最大荷重 (g) 1,500 3,000 6,000 15,000 30,000

読取限度d (g) 0.05 0.1 0.2 0.5 1

最大分解能

- 30 d

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

読取限度d (g) 0.2 0.5 1 2 5

最大分解能

- 6 d

7,500 6,000 6,000 7,500 6,000

アプリケーションパッ
ケージ カウンティング
プロフェッショナル

計量、自動風袋引き、自動印刷、カウンティングプロフェッ
ショナル、検査

推奨最小試料重量 (g) 1 2 4 10 20

推奨最小平均試料重量
(g)

0.005 0.01 0.02 0.05 0.1

カウンティング時の最
大内部分解能

1:1,500,000内部/1:300,000外部

重量単位 kg、g、lb、oz、lb:oz

バージョン/材質 ABSプラスチック製ハウジング、ステンレススチール304製計
量プラットフォーム

保護等級 IP43

ディスプレイ 3ウィンドウLCDディスプレイ (白色バックグラウンドライト、
数字の高さ1.1インチ/28 mm)

インジケータディスプ
レイ

3つのLED (黄、緑、赤)、機能の構成可能、音響アラーム信号

メモリ 30製品用ライブラリ

キーパッド 8つの機能、12の数値キー

ゼロ範囲 はかりの最大荷重の2または10%

風袋範囲 減算式風袋引き

安定化時間 1秒

自動ゼロ点補正 オフ、0.5、1、または3の表示インクリメント

安全過荷重範囲 はかりの最大荷重の150%

レベリング器具 目視可能な水準器、滑り止め付き調整可能レベリングフット

電気供給 UDC = 5 V、100–240 V–50/60 Hz電源または充電式リチウムバッ
テリー内蔵

産業用はかりPuro® -計数 9 技術的データ
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モデル番号モデル番号 EF - LT P1 P3 P6 P15 P30

バッテリー駆動時間 最大210時間の連続動作 (標準バッテリーを使用)、充電時間12時
間

校正 外部校正、校正分銅を自由に選択可能

インターフェース USB-C端子、プリンターポート、RS-232端子搭載、Bluetooth、
またはWIFI (オプション)

操作温度 (°C) -10 … +40

保管温度 (°C) -10 … +50

製品寸法 (W x D x H) 310 x 302 x 115 mm

プラットフォームサイ
ズ (W×L)

280 x 180 mm

梱包寸法 (W x D x H) 370 x 370 x 220 mm

正味重量 2.9 kg

梱包重量 4.5 kg

9.2 アクセサリアクセサリ

オプションオプション 注文番号注文番号

データプリンター YP-DP1

データプリンター用用紙 YP-P1

プリンターケーブル YP-CAS1

USB-Cケーブル YP-CAC1

手動レーザーバーコードスキャナー MD2000

スキャナーケーブル YP-CYSSR1

USB充電機器 YP-PS1

計量フック YP-H1

9 技術的データ 産業用はかりPuro® -計数
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9.3 寸法寸法

産業用はかりPuro® -計数 9 技術的データ
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266
10.47"

寸法単位はすべてmm / インチ
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10 付録付録

10.1 印刷印刷
印刷する要素は、メニューで構成します。

計量の印刷計量の印刷

印刷印刷 説明説明
5.003 g   N

- 0.003 g   N
2.003 g   G
2.003 g   G#
1.003 g   T
0.010 g   PT

- 0.010 !   G

正の正味重量値
負の正味重量値
正の総重量値 (測定値)
正の総重量値 (計算値)
風袋重量値 (測定値)
プリセット風袋値 (入力値)
安定総重量が0未満

カウンティングアプリケーションの印刷カウンティングアプリケーションの印刷 (検査アプリケーションを使用しない場合検査アプリケーションを使用しない場合)

印刷印刷 説明説明
441 pcs  QNT

- 41 pcs  QNT
MODE: COUNT
WREF  4.15431 oz

正の値
負の値
アクティブなアプリケーション
試料重量

重量検査アプリケーションの印刷重量検査アプリケーションの印刷 (カウンティングアプリケーションを初期化しない場合カウンティングアプリケーションを初期化しない場合)

印刷印刷 説明説明
115 g  OVER

- 115 g  OVER
99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g

正の正味値 > 上限値
負の正味値 < 負の上限値
正の正味値が目標範囲内
正の正味値 < 下限値

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値

10 付録 産業用はかりPuro® -計数
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重量検査アプリケーションの印刷重量検査アプリケーションの印刷 (カウンティングアプリケーションを初期化する場合カウンティングアプリケーションを初期化する場合)

印刷印刷 説明説明
115 g  OVER

- 115 g  OVER
99 g  ACCEPT
75 g  UNDER

115 pcs

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  81 g
OVER LIMIT   100 g
WREF  0.35423 oz

正の正味値 > 上限値
負の正味値 < 負の上限値
正の正味値が目標範囲内
正の正味値 < 下限値

正味個数 >

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値
試料重量 (表示値)

パーツ数を使用した重量検査アプリケーションの印刷パーツ数を使用した重量検査アプリケーションの印刷 (カウンティングアプリケーションを初期化カウンティングアプリケーションを初期化
しない場合しない場合)

印刷印刷 説明説明
115 g   N

MODE: CHECKWEIGH
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs

通常の正味値 (結果値)

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値

計数検査アプリケーションの印刷計数検査アプリケーションの印刷 (カウンティングを初期化する場合カウンティングを初期化する場合)

印刷印刷 説明説明
115 pcs  OVER

- 115 pcs  OVER
30 pcs  ACCEPT
15 pcs  UNDER

MODE: CHECKCOUNT
UNDER LIMIT  -20 pcs
OVER LIMIT   -60 pcs
WREF  0.35423 oz

正の正味数 > 上限値
負の正味数 < 負の上限値
正の正味数が目標範囲内
正の正味数 < 下限値

アクティブなアプリケーション
下限値
上限値
試料重量 (表示値)

合計アプリケーションの印刷合計アプリケーションの印刷 (= 重量合計の印刷重量合計の印刷)

印刷印刷 説明説明
N:  2
TOTAL:     1.955 g
MAX:       1.485 g
MIN:       0.470 g

パーツ数、ここでは：2
合計値
最大値
最小値

産業用はかりPuro® -計数 10 付録
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合計アプリケーションの印刷合計アプリケーションの印刷 (= パーツ数および重量合計の印刷パーツ数および重量合計の印刷)

印刷印刷 説明説明
N:  25
TOTAL:   248 g

124 pcs
MAX:      22 g

11 pcs
MIN:       4 g

2 pcs

パーツ数、ここでは：25
重量合計値
パーツ数合計値
最大重量値
最大数量値
最小重量値
最小数量値

10.2 FCC規制に関する通知規制に関する通知

注注:
本機器は、FCC規制パート15によるクラスBのデジタル機器に関する制限を満
たしていることが、テストにより明らかにされています。これらの制限は、
住宅地域で操作する場合の干渉からの適切な保護を保証するため、設けられ
たものです。本機器は、高周波エネルギーを生成・使用し、放出する可能性
もあるため、取扱説明書に従って設置・使用しない場合は、ラジオ通信の干
渉をもたらす可能性があります。この干渉が、特定の施設で生じない保証は
ありません。本機器がラジオまたはテレビ受信への干渉をもたらす場合 (機
器のスイッチをオフにし、再度オンにすることで判断できます)、干渉をなく
すために以下の措置を1つ以上取ることをお勧めします：

- 受信アンテナの位置を調整または変更する

- 機器と受信機の間の距離を空ける

- 機器と受信機を別々の電気回路に接続する

- ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者を呼ぶ

10 付録 産業用はかりPuro® -計数
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