
 

スマート温度計　
取扱説明書

販売元：テイクワンテクノロジー株式会社
お問い合わせLINE：＠547dyshh
お問い合わせメール：customer@take1tech.com

！！！重要！！！
初期不良による交換は到着から2週間以内です。それを過ぎた場合、未使用
であっても通常修理対応となります。
場合により、修理に関わる送料はご負担いただく場合がございます。
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製品名
カラー
本体サイズ
本体重量
赤外線温度計測定方法
表示範囲
測定精度

測定距離
測定時間
操作環境

電源

電圧
接続端子タイプ
センサータイプ
アプリ対応可能OS

スマート温度計
ホワイト
48 x 25 x 10mm
60g
非接触式
0℃～85℃/32℉～185℉
精密モード：
±0.2℃（32℃～42℃）/
±32.36℉（89.6℉～107.6℉）
通常モード：
±0.5℃（0℃～85℃）/
±32.9℉（32℉～185℉）
３～５cm
2秒以内
5℃～40℃
≤85℃
ポートは電源を供給し、充電は必要が
ありません
5.0V
Type-C型/ライトニング型
サーモパイル
Android 5.0以降に対応
iOS 10.3以降に対応
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1.製品仕様



2.注意事項
●メンテナンスについては、取扱説明書の指示に従ってください。
●本製品は、専門および一般家庭に適用します。
●本製品の温度測定範囲は32℉～185℉/0℃～85℃です。
●本製品は清潔で乾燥した状態に保ち、湿度が85％を超える環境
に保管しないでください。
●本製品を通電するケーブルの近くに置かないでください。
●本製品を122℉/50℃以上または-4℉/-20℃以下の環境で保管
しないでください。
●本製品のレンズ部分の保護にご注意ください。
●レンズを指で拭かないでください。清潔な不織布またはアルコー
ルを使用してレンズを拭いてください。
●本製品を水に浸けないでください。
●本製品を破棄する際は、適切な回収場所に引き渡してリサイクル
処理を行う必要があります。詳しくはお住まいの自治体にご確認く
ださい。
●本製品が故障した場合、自分で分解しないでください。すぐに販
売店にお問い合わせください。
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モード説明

●精密モード：測定精度が高く、測定範囲が狭い。
●通常モード：測定精度が低く、測定範囲が広い。
※測定の際は、測定対象物が遮られていないことを確認してくださ
い。 また、使用環境の温度が大きく変化すると、製品の測定精度に
影響を及ぼします。 測定する前に、現在の環境に適応するために製
品を5分間放置してください。

本製品は、温度補正オフセットを調整できます。 必要がない場合は
、デフォルト設定（デフォルト値31.9°F（0°C））を変更しないことを
お勧めします。

温度補正オフセット



上カバー

下カバー

Type-C型/ライトニング型

3.各部説明

PCB（内部）

計測器

右ランプ

集光器

左ランプ
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4.アプリ説明
4.1 アプリのインストール

※OPPOおよびVIVOスマートフォンを持ってい
るユーザーの注意事項
OPPOおよびVIVOスマートフォンのユーザーは、スマート温度計を
接続するためにOTG機能をオンにする必要があります。

注：OTG--USB on the go

Android：「Google Play」で「Cewinbo」を
検索してインストールしてください。
iOS：「App Store」で「Thermostick」を検
索してインストールしてください。

※以下のQRコードをスキャンしてインストー
ルすることもできます。

※本製品を接続するときは、Android 5.0 / iOS10.3以降のバー
ジョンのシステムを使用してください。

Android iOS



モードの切り替え

Android：「検温」画面には、「精密モード」と「通常モード」が含ま
れます。タップするだけで、「精密モード」と「通常モード」を切り替え
ることができます。
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OTG機能の設定方法

精密モード 通常モード

スマートフォンのホーム画面で「設定」→「その他の設定」→「OTG」
をタップします。OTG画面に入った後、OTG機能をオンにします。 
オンにした後、スマート温度計を使用できます。

4.2 「検温」画面



iOS：「マイページ」の中、「クリック切り替えモード」をタップすると、
「精密モード」と「通常モード」の選択肢が表示されます。必要なモ
ードを選択して、「計温」をもう一度押して、最初の画面に戻ります。

６

精密モード 通常モード



７　

測定対象の追加・削除方法
追加：「測定対象を追加」ボタンをタップして、「体温オブジェクト」の画
面に入ります。 右上の「＋」をタップし、オブジェクトの「名前」を設定し
た後、「セーブ」をタップしてオブジェクトを追加します。 
削除：オブジェクトを削除したい場合は、「　　」をタップしてください。

測定対象の追加方法

測定対象の削除方法

①

②

Android iOS



スマート温度計の接続
スマート温度計をスマートフォンの接続ポートに挿入すると、
Androidスマートフォンが自動的に認証画面をポップアップします。
以下の認証画面が表示されたら、「OK」をタップして認証を完了しま
す。
※デバイスがiOSに接続されている場合は、画面上のBluetoothア
イコン（　　）をタップする必要があります。 「Bluetooth検索」画面
が表示されると、デバイスの名前が表示されます。 タップすると、デバ
イスに接続できます。

Android iOS
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デバイスが接続されると、ア
プリはビープ音または音声が
流れます。
画面に「デバイス接続済み」
と表示されていれば使用でき
ます。

Android iOS



測定対象の選択
検温の前に、測定対象を選択できます。 最初のオプションは「なし」
です。 測定対象の名前は自分で追加できます。 （追加方法について
は、P7の「測定対象の追加・削除方法」をお読みください。）
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検温方法
接続後、スマート温度計を被測定対象に向け、検温ボタンをタップ
してください。検温が成功すると、アプリは測定結果を表示し、音声
でアナウンスします。

Android iOSAndroid iOS

Android iOS
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※接続に成功すると、2つの状態になります。
1.左右ランプがゆっくり点滅します。 （デバイスは正常です。あるいは、
測定対象から離れすぎています。）
2.左右ランプがすばやく点滅します。 （測定距離は十分で、検温するこ
とができます。）

※測定範囲
精密モード：±0.2℃（32℃～42℃）/±32.36℉（89.6℉～107.6℉） 
通常モード：±0.5℃（0℃～85℃）/±32.9℉（32℉～185℉） 

検温画面の上部に回転のアイコン（　　）があります。タップすると、
画面が回転し、検温が容易になります。
※スマートフォンの「自動回転」機能はオンにしてください。

画面回転機能

Android iOS



検温記録の追加
「精密モード」で対象の温度を測定した後、今回測定した温度を記
録することができます。 「検温記録を追加」をタップして、検温記録
の画面に入ります。実際の状況に応じて必要な「タイトル」と「メモ」
を記入して保存してください。

①

②

③

4.3 「データ」画面

画面下部の「データ」をタ
ップして、「データ」画面に
入ります。

「データ」インターフェイス
は、2つのモードの検温履
歴と追加した検温記録を
確認することができます。

11

Android iOS

Android iOS
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温度履歴の確認
Android：温度のデータはグラフ形式で「データ」画面に表示され
ます。2つのモードの温度履歴を確認することができます。対応する
モード名をタップして切り替えます。
iOS：「検温」画面のモードに基づいて、そのモードの温度履歴を表
示します。

グラフ形式の温度履歴には、7回分の温度しか表示できません。 さ
らに温度履歴を確認したい場合は、「データ詳細」をタップしてくだ
さい。

Android iOS
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データの並び替え
データの並び替えは、「モード選択」と「測温日」の2パターンがあり
ます。
「モード選択」：「精密モード」と「通常モード」を並べ替えます。
「測温日」：日時を選択して並べ替えます。

モード選択

①

②

測温日

①

②

③
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データの削除
1. 「データの詳細」画面の右上隅にある「選択」をタップします。
2.削除するデータを選択します。 （「✔」はオプションが選択された
ことを表示します。）
3. 「削除」をタップして、選択したオプションを削除します。
4. 「完了」をタップして削除を完了します。

③

①

②

データ削除

検温記録の確認
「データ」画面の下に「測温記録」があります。
（追加方法については、P11の「検温記録の
追加」をお読みください。）

さらにデータを確認したい場合は、「続きを
見る」をタップしてください。
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検温記録の削除

1. 「測温記録」画面の右上隅にある「選択」をタップします。
2.削除するデータを選択します。 （「✔」はオプションが選択された
ことを表示します。）
3. 「削除」をタップして、選択したオプションを削除します。
4. 「完了」をタップして削除を完了します。

①

③

②

共有
「データ」画面の右上隅に「共有」ボタンがあ
ります。検温のデータを共有・保存することが
できます。

※共有・保存したファイルは「.csv」です。
表計算ソフトなどで「.csv」ファイルを開き、デ
ータを確認することができます。

操作方法は以下に説明します。　
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画面下部の「マイページ」を
タップして、「マイページ」画
面に入ります。

「マイページ」ではさまざまな
機能を設定することができ
ます。

1. 「共有」をタップして、許可認証が自動的に出ます。「許可」をタッ
プします。
2.共有したい時間を選びます。（最終日、過去3日間、先週、過去30
日間）
3.必要に応じて共有・保存先を選んで、データのファイルを導き出
すことができます。

4.4 「マイページ」画面

Android iOS
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ログイン（Androidのみ）

アカウントにログインして、アカウントに検温のデータを保存します。 
スマートフォンを変更した後でも、アカウントにログインして検温履
歴を確認できます。
※ログインをしなくても、スマート温度計の機能は使用できます。

音声案内

検温後に再生されます。温度の読み上げ音声のON/OFFを設定で
きます。

ボタン音

検温ボタンをタップしたときの音のON/OFFを設定できます。

モード切り替え（iOSのみ）

モード切り替えをタップして、「精密モード」と「通常モード」を切り
替えます。
（切り替え方法については、P６の「モードの切り替え」をお読みくだ
さい。）
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温度単位

2つの温度単位（℃/℉）を選ぶことができます。

高温アラート値

必要に応じて、高温アラート値を設定することができます。
検温の温度が高温アラート値を超える場合は、ビープ音が３回鳴り、
検温インターフェイスの温度表示色が白から黄色に変わります。
また、検温記録に赤い数字で表示されます。

※注：高温アラートは精密モードでのみ使用できます。



19

温度測定モード

手動測定/自動測定を切り替えます。
手動測定：検温ボタンがあり、検温するときは検温ボタンをタップし
ます。
自動測定：検温ボタンがなく、検温するときは自動的に測定すること
ができます。

※自動測定を利用する場合は、環境要因の影響を受けやすく、時間
がかかります。通常的に手動測定がおすすめです。

測温壁紙を選択（Androidのみ）

自分の好みに応じて、アプリの壁紙を変
更することができます。

選択できるオプションは6つあります。
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製品IDとファームウェアバージョン

接続したスマート温度計の製品IDとファームウェアバージョンの番
号が表示されます。

ソフトウェア・アップデート

新バージョンがリリースされると、タブの右側に「！」が表示されます。
タップするとアプリのアップデートを行います。

取扱説明

スマート温度計の取扱説明書を確認できます。
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その他

「その他」では「ユーザープライバシー契約」と
「ユーザー利用規約」を確認することができま
す。スマート温度計を利用する前によくお読
みください。

5.よくある質問
Q：耐水ですか？
A：本製品は耐水ではありません。ご使用の際は水没などにお気を
付けください。

Q：どのスマートフォンで使用できますか？
A：「Lightning」に対応しているiPhoneやタブレット、「Type-C」に
対応しているスマートフォンで使用いただけます。上記2つ以外のコ
ネクタを使用しているスマートフォンではご使用いただけません。 「
Lightning」もしくは「TypeーC」をお使いでアプリと接続ができな
かった場合は、デバイスのOSをご確認ください。

Q：購入するモデルを間違えました。キャンセル・返品はできますか
？
A：販売店へご相談ください。



6.保証について
初期不良（お届けより14日以内）は交換および往復配送費は弊社
の負担といたします。通常保証期間6ヶ月（お届けより15日以降）の
保証修理などの配送費は、基本的に弊社にて負担いたします。場合
により、お客様に配送費のご負担をお願いすることがございます。

保証期間経過後につきましては往復配送費のご負担をお願いいた
します。保証期間外の修理の際に、先に着払いで発送いただいた場
合は、発送費用を別途ご請求となりますのでご注意ください。

Q：体温計として使えますか？
A：本製品は医療機器および工業製品向けではありません。正確な
体温計測は向きません。

Q：温度が正確に出ない時があります
A：使用状況により数値に差がある場合があります。注意事項に従
いご使用ください。

・測定中、対象物の前に遮るものがないこと
・使用環境温度が大きく変化する場所では、現在の環境に適応す
るため製品を５分間放置する
・レンズに汚れや指紋がついていないこと
・モードを精密モードにする
・測定対象との距離を確認する

Q：Bluetoothの接続ができません
A：Bluetoothの設定がONになっているかご確認ください。

Q：検温壁紙は他の画像に変更できますか？
A：できません。

Q：すべてのスマートフォンに使えますか？
A：お使いのスマートフォンがOTG（USB On The Go）機能/USB
ホスト機能またはOTG規格対応であれば使用可能です。
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次の場合、保証期間内であっても有償修理または保証対象外とな
ります。・保証書の紛失、またはご購入者様が不明の場合
●製品の改造、分解などが加えられている場合
●使用方法の誤りや不注意などお客様理由が原因による故障の場
合
●故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
●落下、外部からの衝撃、水没や液体などが原因の故障
●天災（地震、風水害、落雷）や紛争などが原因の故障
●譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
●本製品の使用により発生した損害は直接、間接問わず弊社の責
は負わないものとします。
●保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

本製品の保証範囲は日本国内に限り有効です。
本書の内容は予告なく変更される場合があります。
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Take-One 保証書

お
　
客
　
様

お名前

ご住所

電話番号

ご購入日

〒

年　　　月　　　日

保証期間：ご購入日より6か月

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中
央区北1条西7丁目1-15あおい
ビル

お問い合わせLINE：
＠547dyshh
お問い合わせメール：
customer@take1tech.com


