
OH-81 

 

オーハウス コンパクト天びん 

CS シリーズ 

取扱説明書 

 



JA-2 コンパクト天びん CS シリーズ 

1. はじめに 
この説明書にはコンパクト天びん CS シリーズの設置・使用方法が記載され
ています。すべて読み終えてから天びんを使用してください。 
 

1.1 安全のための注意事項 
安全のため、下記の注意事項に従ってください： 

 ACアダプタ の入力電圧がご利用地域のAC電源と同じであることを確認し

てください。 

 天びんは常に乾燥した場所で使用してください。防水機能はついておりま

せん。 

 指定されている最適使用温度で天びんを使用すると、安定した結果が得

られます。 

 過酷な条件下や不安定な環境では天びんを使用しないでください。 

 天びんは注意してご使用ください。計量物は計量皿の中央にやさしく載せ

てください。丁寧に利用することで長持ちします。 

1.2. 機能 

 電源テスト： 天びんの電源をオンにすると、ディスプレイの全ての表示が

2,3 秒点灯します。この間、天びんが自動ゼロ点合わせを行っています。

「 0 」が表示されたら使用可能な状態になります。 

 測定値安定の目安： 測定値が安定すると、ディスプレイの左下の隅に星

印が表示されます。 

 荷重超過： 天びんに容量限度を超えた荷重がかかると、ディスプレイに

「 E 」が表示されます。「 E 」が表示された場合は、すぐに計量皿より計量

物を下ろしてください。計量皿を空にすることで、正常に戻ります。 

 風袋機能： ひょう量物に重さを次々に追加していくことができます。 "入/

ゼロ 切 " ボタンを押すと、天びんの表示はゼロに戻ります。さらに計量

物を載せた後、"入/ゼロ 切 "ボタンを押すと表示はゼロになります。ひょ

う量値まで重さを追加することができます。計量物の下に容器を置いて、

その容器分の重量を引く際に使用できるボタンになります。 

 負の値： 計量物を天びんに載せ、"入/ゼロ 切 "ボタンを押してゼロを表

示させてから下ろすと（ゼロ点合わせ）、その分が負の数として表示され

ます。通常に戻すには、"入/ゼロ 切 "ボタンを押して、ゼロ点合わせをキ

ャンセルします。 

 電池残量低下の表示： 電池の寿命が短くなり、交換が必要になるとディ

スプレイに「Lo」と表示します。 
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 自動シャットオフ：電池使用時のみ作動する機能で、電池寿命を長

持ちさせるため、計量などの動作が行われず約 4 分間経つと、自

動的に天びんの電源がオフになります。 

2. 設置 

2.1 電源 

AC電源(標準付属)または同梱の単三電池 3 本を使用して天びんの電

源を入れます。 

電池の入れ方 

天びんの底にある電池カバーを外して、単三電池 3 本を正しい向きで
入れてください。計量皿を押したり、無理な力をかけたりしないでください。
電池カバーを元通りにはめ込みます。 

AC 電源の接続 

ACアダプタを、天びんの後ろ側の差し込み口に接続します。 

2.2 ステンレス製計量皿 
ステンレス製計皿を使用する場合は、天びんに計量皿を設置してから電
源を入れてください。ステンレス製計量皿は用途に応じて、設置なしでも
使用することができます。 



JA-4 コンパクト天びん CS シリーズ 

3. 操作 

3.1 2つのボタン 

 "入 /ゼロ 切" ：このボタンを押すと、天びんの電源がオンになります。 

天びんがオンのときにこのボタンを押すと、ゼロ点合わせ機能が作動します。 

3 秒間押したままにすると、天びんはオフになります。 

3.2 校正 

最良の結果を得るために、天びんは定期的に校正してください。長期間にわたっ

て使用されている場合、定期的な校正が重要になります。 

(注意）校正用分銅は別途ご用意ください。 

 "校正" ボタンを長押しして、校正プロセスを開

始します。ディスプレイには 「 CAL 」 と表示され

ます。 

 校正プロセスを中止するには、天びんの電源 

をオフにします。 

 "入/ゼロ 切" ボタンを押して、ゼロ点を合わ 

せます。ディスプレイには「 –C– 」と表示され、 

天びんはゼロ点を保存します。 

 その後ディスプレイには「 C xxx 」と表示され

ます。 xxx はグラム単位での校正用分銅重

量です。 

 指定された校正用分銅を計量皿に乗せます。 

 "入/ゼロ 切" ボタンを押します。 

 ディスプレイには「 –C– 」と表示され、天びん

は校正点を保存します。 

 校正後、ディスプレイは通常の計量モードに戻 

ります。 

校正ステップが適切に行われなかった場合や、 

誤った分銅が使用された場合は、「 CAL E 」が 

表示されます。 
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4. 付属品 
ユニバーサルACアダプタ100-240V  1個 

ユニバーサルACアダプタ用プラグキット  1個 

ステンレス製計量皿    1個 

5. 技術データ 

5.1 仕様 

技術データは次の周辺環境に適用されます。乾燥した場所のみの利用 

動作温度： 18℃～25℃ 

相対湿度： 相対湿度 10 % ～ 80 % 結露なきこと 

標高： 2,000 m まで 

汚染レベル： 2 

設置カテゴリ： Ⅱ 

 

表 6-1仕様 

型式名 CS201JP CS2000JP CS5000JP 

ひょう量（ｇ） 200 2000 5000 

最小表示(g) 0.1 1 

繰り返し性（標準偏差）(g) 0.1 1 

直線性（ｇ） ±0.1 ±1 

単位 ｇ 

風袋差し引き範囲 0～200g 0～2000g 0～5000g 

安定時間 約 3 秒 

電源 単三アルカリ電池(3本）、または AC アダプタ 100-240 V 

校正 

(校正用分銅重量) 

別途外部分銅による調整 

(200g) (1000g) (2000g) 

最適使用温度 18℃～25℃ 

電池寿命 約 300 時間（使用環境にて変化） 

外形寸法 140 (W) X 205 (D) ｘ 40 (H) mm 

計量皿寸法 133 (W) X 145 (D) ｍｍ の楕円形 

本体重量 0.4 kg 

総重量(梱包） 1.0 kg 
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5.2 コンプライアンス 
下記の規制基準に対する準拠を示すものとして、各記号が製品に付けられています。 

  記号 規格 
 

 

この製品は EU 指令 2011/65/EU (RoHS)、2014/30/EU (EMC) 、および 

2014/35/EU (LVD)の適用される整合規格に適合しています。EU 適合宣言書は 

www.ohaus.com/ce からオンラインで入手できます。 

 

 

EN 61326-1 

廃棄 

電気・電子機器廃棄 (WEEE) に関する European Directive 2012/19/EU に従い、

この 装置は家庭廃棄物として廃棄することは禁じられています。また、特記により、

EU 以外の国にもこの禁止事項が適用されます。 

この製品を廃棄する際は、各地域の電気・電子機器の回収に関する規制に従っ

て ください。 

廃棄に関するご質問は、各地域の当局、またはこの機器を購入した業者にお問

い 合わせください。 

この機器を第三者に譲渡する場合(個人用か業務用かを問わず)にも、この規制

内 容が適用されます。 

ヨーロッパでの廃棄手順については www.ohaus.com/weee を参照してください。 

環境保護に対するご協力に感謝致します。 
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ISO 9001登録 
1994 年、米国のオーハウスコーポレーションは、Bureau Veritus Quality International
（BVQI）により、ISO 9001 として認証されました。これはオーハウスコーポレーションの品
質管理システムが ISO 9001 基準要件を満たしていることを確認するものです。2012 年 
6 月 21 日、米国オーハウスコーポレーションは ISO 9001:2008 基準に再度認証されま
した。 

保証について 
オーハウス コーポーレーションの製品は、受け渡し日から始まる保証期間の間、部品
および製造の欠陥と思われる不具合に対し保証しています。そのような不具合が発生
した場合はオーハウスの代理店またはオーハウスの商品センターへご返却ください。
内容を確認の上、無償交換を行います。当保証は、事故、取扱の不備、故意の腐食物
質への抵触などの原因による製品の故障、または本体内部への異物の混入やオーハ
ウスのサービス以外で行われた分解、修理による損害につきましては一切の適用は
ありません。製品ご購入後は保証書に必要事項をご記入のうえ、速やかにご返送くだ
さい。納入日より製品保証の期間が設定されます。明示的であれ暗示的であれ、オー
ハウスはこの保証以外の保証を一切いたしません。オーハウスは、本製品の故障に
伴う損害については責任を負いません。 
詳細についてはオーハウスあるいはお近くのオーハウスの販売店にお問い合わせくだ
さい。 
 



 

 

 

オーハウスコーポレーション  

お問い合わせはカスタマーサポートセンターへ 
電話：03-5815-5515 FAX：03-5815-5525 
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