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コントロール 
 アプリケーション設定メニューにアクセスする

場合にタッチ 
  

  
アプリケーションを 

切り替える場合にタッチ 
  

利用可能なライブラリに 

アクセスする場合にタッチ 
  

 

 

タッチして情報メニューを表示 

説明メッセージ  

安定性（*）、正味重量（NET）、

総重量（G）および / またはゼ

ロ中心（>0<）インジケータ 

単位インジケータをタッチして計量

単位を変更 

 
ひょう量またはステータスガイド : 

アプリケーションにより異なる 

[Result (結果)] フィールド : 情

報はアプリケーションにより異

なる 

 

 

[Application (アプリケーション)] ボ

タン : 機能はアプリケーションにより

異なる 

アイコンをタッチして特定の機

能を実行するか他の機能にア

クセス 

[Save to USB (USB に保存)] ボタ

ン : 

計量データを保存 

操作 
計量 : [Tare (風袋引き)] を押して表示をゼロに設定します。 計量物を計量皿に置きます。 ディスプレイに総重量が

示されます。  

風袋引き :  計量皿に何も載せずに、[Tare (風袋引き)] を押して表示をゼロに設定します。 計量皿に空の容器を置いて、

[Tare (風袋引き)] を押します。計量物を容器に置くと、正味重量が表示されます。 計量皿から容器を降ろす

と、容器の重量がマイナスの数値で表示されます。[Tare (風袋引き)] を押して表示をクリアします。 

メニュー & ディスプレイのナビゲーション 
[Menu (メニュー)] にタッチしてメニューのリストを開きます。 

画面に表示されていない項目は、スクロールバーをタッチしてドラ

ッグすることにより表示できます。 

 

 

[Calibration (校正)] :  

校正オプションを表示する場合にタッチします。 

 

[User Settings (ユーザー設定)] :  

ユーザー設定を表示する場合にタッチします。 

 
[Balance Setup (天びんの設定)] :  

天びんの設定を表示する場合にタッチします。  

 

[Application Modes (アプリケーションモード)] :  

アプリケーションモードを表示する場合にタッチします。 

 

[Weighing Units (計量単位)] :  

計量単位を表示する場合にタッチします。  

[Library (ライブラリ)] : 

ライブラリの項目を削除する場合にタッチします。 

 

[GLP and GMP Data (GLP および GMP データ)] :  

トレーサビリティ用にユーザーデータを挿入します。  

[Diagnostics (自己診断機能)] : 

診断リストを表示する場合にタッチします。 

 

[Communication (コミュニケーション)] :  

COM デバイス設定および印字設定。  

[Information (情報)] : 

トピックのリストを表示する場合にタッチします。 

*30218933*  

機能 

 

AutoCal™ 内部校正 

天びんが計量精度に影響する温度変化を感知

すると自動で校正します。 

 

タッチレスセンサー 

タッチレスセンサー 4 つに固有の機能を

割り当てることができます。手や物体をセ

ンサー上で動かしてセンサーを起動しま

す。 

 

統計 

多くのアプリケーションで、統計処理を行う場合

にこのオプションを選択します。  

水平調整アシスト 

水平調整を視覚的にガイドします。 

 

モジュラー設計 

ディスプレイを天びんの上や壁に取り付けた

り、離れたカウンター上で使用するなど、柔軟

に設置できます。 

オプションのアクセサリ 

アクセサリには、タワーアセンブリ、風防キット、イーサネット

インターフェイス、第 2 の RS232 インターフェイス、密度測

定キット、セキュリティデバイス、指示計延長ケーブル、フット

スイッチなどがあります。 

アプリケーション 

 

計量 

サンプルの重量を選択した測定単位で計量します。 

最小計量値インジケータも利用できます。 

 

個数計数 

同じ重量のサンプルの個数計数が可能です。 

[Standard Counting (標準個数計量)]、[Check 

Counting (チェック個数計量)]、[Fill Counting (量り込

み個数計量)] から選択します。 

 

パーセント計量 

サンプルの重量を測定し、あらかじめ登録した基準

重量に対するパーセント値として表示します。 

 

チェック計量 

サンプルの重量を目標の限界値と比較します。 

[Standard (標準)]、[Nominal-Weight (公称重量)]、

[Nominal-Percent (公称パーセント)] から選択します。 

 
 

動物計量 

静止しない計量物を計量します。天びんは所定の

期間における平均重量を取ります。 

 

 

量り込み 

容器に目標重量を充填します。 

進行状況バーが充填の状態を表示します。 

 

合計 

複数の計量物の累計重量を測定します。累計重量

は天びんのひょう量を 

超える場合があります。  

調合 

配合とレシピ作成に利用します。 

10 個のライブラリに 2 から 99 種類の成分を記憶でき

ます。 

 

質量差計量 

サンプルの重量を記憶して、最初と最後の重量の

差を計算します。 
 

密度測定 

水より密度の高い個体、水より密度の低い個体、液

体、多孔物質の密度を測定します。 

 

ピーク保持 

一連の計量で最大重量を計測して記憶します。安

定重量および不安定重量を両方計測します。 
 

SQC 

プロセスを監視・制御して、充填不足や過充填をなくし

ます。 

 

ピペット校正 

内蔵の水密度テーブルを使用した重量分析により 

ピペット値をチェックします。 
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1 組み立て手順（詳細については取扱説明書の 7 ページを参照） 

1.1 計量皿の取り付け 1.2 側面ドアの取り付け 

 

 

1.2.1 ロックを外す 

 

1.2.2 合わせる 

 

1.2.3 内側にはめる 

 

1.2.4 ロックする 

 

1.3 前面ドアの取り付け 

1.3.1 指示計を切り離す 

 

1.3.2 パネルを
合わせる 

  

 

 1.3.3 後方へ押し込む 

 

1.3.4 指示計を
接続する 

 

1.4 上部ドアの取り付け 1.4.1 合わせる 

 

1.4.2 下に押し込む 

 

 

  

  

2 組み立て手順（詳細については取扱説明書の 10 ページを参照） 

2.1 ガラス棚の取り付け 

 
 

3 設置場所の選択  
強い振動や熱源、空気の流れ、急激な温度変化のある場所を避けます。 

 

 

4 天びんの電力供給と水平調整  

AC アダプタをコンセントに接続します。天びん後部のコ

ネクタにプラグを差し込みます。  

 

 

 

 

最高の精度を得るために、 

天びんを 60 分間ウォームアップします。 

天びんの水平調整を行うには、サムホ

イールを回して水準器の泡を中心に合

わせます。 [Information (情報)] メニュ

ーの [Level Assist (水平調整アシス

ト)] 画面を参照してください。  

[Level Assist  (水平調整アシスト)]  

画面には、水準器の泡が中央に合う 

ようにサムホイールを回す方向が示され 

ます。 

 

5 安全注意事項 

 

安全に使用し、信頼性の高い結果を得るため、以下の安全上の注意を守ってください。 

 AC アダプタに表示されている入力電圧とプラグのタイプが使用場所の AC 電源と一致する必要があります。 

 電源ケーブルが足にひっかかるなど、邪魔にならないようにしてください。 

 清掃時は天びんの電源を外してください。 

 天びんを危険な場所や不安定な場所で操作しないでください。 

 計量物を天びん皿に落とさないでください。 

 認可されたアクセサリと周辺機器のみを使用してください。 

 取扱説明書に記載されている周辺環境でのみ天びんを操作してください。 

 修理保守は弊社技術サービスのみが行います。 

6 追加機能 : イオナイザ（EX225D/AD および EX225/AD のみ） 

 

イオナイザは正と負の放電電極から個別に放電される DC コロナ放電によ

って両極性イオンを継続的に生成し、イオン化したエアーを帯電した計量物

に向けて当てることで静電気を除去します。 発生したイオンは極性が均一

で、帯電した物体の極性に関わらず静電気を除去できます。 

静電気 
一般的に、プラスチックなどの絶縁体には周囲の相対湿度が 45 %RH を下

回ると静電気を帯電しやすい性質があります。 これは計量に影響を及ぼ

し、ミリグラム単位での誤測定の原因になります。 イオナイザは非常に効果

的に静電気を除去できます。 

 

イオナイザの使い方 
イオナイザを起動するには、タッチレスセンサー (セクション 5.4.9 を参照) を

使用するかまたはアプリケーションのホーム画面で [More (さらに)] アイコ

ンを押して機能アイコンを使用し、機能のリストでイオナイザを選択します。 
 




