各部の説明

皮膚赤外線体温計

取扱説明書【保証書付き】

認証番号：302AIBZX00029000

この度はお買い上げいただきありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱い説明書を必ずお読
みください。本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管ください。

安全上の注意

①：プローブ（穴の奥にセンサーレンズがあります）
②：電源/測定スイッチ
③：ディスプレイ
④：メモリーボタン
⑤：音ボタン（サイレントモード（無音）にできます）
⑥：C/Fボタン（温度表示を℃または℉に選択できます）
⑦：測定モード切替えボタン（体温計モードと温度計モードに切替えが可能です）
⑧：電池投入部

③
①

⑤
⑦

⑥

④

②

■ここに示した警告サインと図記号は製品を安全に正しくお使いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するためのものです。ご使用前によくお読みになり、安全のために必ずお守りください。
■表示と意味は次のようになっています。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

⑧

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例
●記号は強制（必ず守ること）を示します。
左図の場合は

一般的な強制

記号は禁止（してはいけないこと）を示します。

を示します。

左図の場合は

一般的な禁止

③ディスプレイ拡大
⑪
⑩
⑨

⑫
⑬

を示します。

⑮

⑭

⑨：メモリー表示
⑩：音表示（無音：スピーカーマークに×印あり）
⑪：温度計モード表示（家マーク）
⑫：体温計モード表示（顔マーク）
⑬：電池残量表示
⑭：測定値表示
⑮：温度単位表示（℃：摂氏、℉：華氏）

警告

電池の入れ方

・測定結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
・子供の手の届かない所に保管してください。電池やその他の部品を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してくださ
い。

⇒の方向に指を押し当てながら
フタをずらすと開きます。

・使用済みの電池は適切に廃棄してください。

フタの＋に電池の＋が来るよう
に入れてください。
−も同様です。

注意
・本品は精密機器です。振動や衝撃を加えたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因となります。
・プローブ内のレンズに触れたり、本品を分解したりしないでください。故障の原因となります。
・額で体温測定する前に、毛髪や汗が額に付いていないことを確認してください。正確に測定できないことがありま
す。
・運動、食事または入浴後に体温測定をする場合は、直後でなく約30分間時間を空けてから測定してください。正確に
測定できない場合があります。
・正確に測定するために、測定する環境（部屋等）に事前に少なくとも30分程度本品を置いておいてください。
・継続的に体温を測定する場合は、少なくとも 1 分程度間隔を空けてください。連続測定した場合、体温が微妙に異な
ることがあります。より正確に測定したい場合は、少なくとも 3 回連続測定し、その平均を取ることをお勧めしま
す。
・人の体温については絶対的な基準はありませんので、発熱の有無の目安として、それぞれ個人の健康な状態での体温
を確認し、記録しておくことをお勧めします。

1. 本体を逆さにし底面に親指等を当て、矢印の方向に軽く押しながらずらすとカチッと音がしてフタが持ち上がるので、軽く動
くところまで開けてください。
2. フタの内側の＋、−の表示に合わせて、単 4 電池を穴に入れてください。
※フタの＋に電池のプラスが、フタの−に電池の−が当たるように入れないと電源が入りません。
3. フタを閉めて、矢印の方向と逆方向に軽く押しながらずらすと完全に閉まり、ピッと鳴ります。
※フタは絵の角度以上開きません。それ以上開けようとすると故障の原因となりますのでご注意ください。

・瘢痕組織または皮膚疾患により損傷した部位の体温を測定しないでください。正確に測定できない場合があります。
保 証 書

・傷や治癒していない傷のある部位で体温測定しないでください。
・測定部位（額）が直射日光、冷暖房の風にさらされている、または冷シップ療法中の場合は、測定しないでくださ
い。上記状態で測定する場合は、その状態にして30分後に測定してください。
・本品を水やその他の液体（アルコール等）に浸したり、吹き付けたり、浸した布等で拭いたり、太陽光に直接さらし
たりしないでください。

品

名

ご購入日

・測定するときは、本品と測定部位（額や物体）との距離が 1 〜 6 cmの範囲内であることを確認してください。

原

ラベル表示説明
電撃保護の程度BF形

ご住所：〒
お客様
ご記入欄

理

人体表面からも、 5 〜14μmの波長の赤外線が放射されている。本品は赤外線を感知することのできるセンサーにより、人体か
ら発せられる赤外線の放射量を、非接触かつ短時間で感知する。感知した赤外線の放射量は体表面温度に換算され、デジタル温
度表示される。

年

TEL：
販売店名：
販売店
ご記入欄

月

保証期間：ご購入日より 1 年
お名前：

・測定中は、本品の近くで携帯電話やコードレス電話機を使用しないでください。
・測定値の正確性を確保するために、強力な電磁干渉環境（マイクロ波、高周波機器の動作環境など）で体温を測定し
ないでください。

ファミドックプラス

ご住所：〒

TEL：

日

●保証規定
1 . 保証期間は「ご購入日から 1 年間」です。
2 . ご使用中、万一故障が発生した場合は、お買い上げの
販売店または原沢製薬工業（株）お客様相談室へご連絡
ください。保証期間中は無償交換いたします。
3 . 下記の場合は保証期間中でも有料となります。
ご使用中の取扱いの過誤（落としたり、強いショッ
クを与える等）により発生した故障。
製品の改造或いは不当な修理により発生した故障。
火災、地震、水害等天災事変等の不可抗力及び異常
電圧による故障または損傷。
故障の原因が本品以外に起因する場合。
消耗品。
保証書のご提示がない場合。
保証書各項目の記入・押印もれ（ご購入時のレシー
ト添付の場合は有効）或いは字句が訂正されている
場合。
4 . 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5 . 保証書は再発行いたしません。大切に保管してくださ
い。

測定の準備
1. プローブの確認
プローブの奥にあるセンサーに汚れ、破損がないことを確認してください。
2. 電池残量を確認する
ディスプレイに電池切れ表示がある場合は、電池交換してください。
（
「お困りのときは」ご参照）
3. 自己診断
「電源/測定スイッチ」を押すと、自動で本体の自己診断を開始します。問題がある場合、ディスプレイに「Err」が表示されま
す。その場合の対処法については［お困りのときは］をご覧ください。
4. 測定環境へ30分程度置く
正確に測定するために、測定場所に30分間程度静置してください。測定する場所の周囲の温度が変動すると測定結果の精度が
低下する場合があります。
5. 額の体温を測定する場合は、正確さを確保するために測定部位が清潔であること、髪の毛などで隠れていないことを確認して
ください。額に汗が付いていたり、化粧品を使用していると精度に影響します。

測定方法・操作方法

「Hi」が表示される

体温測定の場合：
・額からの距離が近すぎる
・太陽光や暖房からの空気を測定してしまった
・42.9℃を超えている
表面温度測定の場合：
・測定物から距離が近すぎる
・対象物が100.0℃より高い

操作方法、使用上の注意に従って測定してくだ
さい。

毛髪や汗が額に付いていませんか

「Lo」が表示される

◆体温測定
1. ディスプレイに顔マークと℃マークが表示されていることを確認してください。
家マークの場合は、「測定モード切替えボタン」を押して顔マークに変更してください。
℉マークの場合は、「C/Fボタン」を押して℃マークに変更してください。
2. プローブを額の中央に向け、 1 〜 6 cmの距離を空けて「電源/測定スイッチ」を軽く押して、直ぐに離します。
約 1 秒後にピッとビープ音が鳴り測定が終了。ディスプレイに測定結果が表示されます。ビープ音がなるまで、プローブを額
に向けておいてください。
3. 体温が32.0℃〜37.5℃の場合、緑色のバックライトが点灯します。37.6℃〜42.9℃の場合、赤色のバックライトが点灯し、警告
音が鳴ります。
4. 測定後自動的に結果が保存されます。
（最大32件まで保存可能）

そこから移動して、移動した先で約30分待ち、
測定してください。

空気の流れによって測定が妨げられた

体温測定の場合：
・額からの距離が遠すぎる
・冷房からの空気を測定してしまった
・32.0℃未満である
表面温度測定の場合：
・測定物から距離が遠すぎる
・センサーレンズに水蒸気が凝集している
・対象物が 0 ℃より低い

「Err」が表示される

操作方法、使用上の注意に従って測定してくだ
さい。

環境温度が測定可能範囲を超えています（10℃
〜40℃）

10℃〜40℃の測定環境に30分間置いてくださ
い。

センサーまたは基盤が破損している

販売店にお問い合わせください

電池残量が少ないが、まだ測定は可能

様子を見ながら使用してください

電池残量が少なく、使用できません

電池を交換してください

◆表面温度測定
1. ディスプレイに家マークと℃マークが表示されていることを確認してください。
顔マークの場合は、「測定モード切替えボタン」を押して家マークに変更してください。
℉マークの場合は、「C/Fボタン」を押して℃マークに変更してください。
2. 温度測定したいものに向け、 1 〜 6 cmの距離を空けて「電源/測定スイッチ」を軽く押して、直ぐに離します。
約 1 秒後にピッとビープ音が鳴り測定が終了。ディスプレイに測定結果が表示されます。ビープ音がなるまで、プローブをも
のに向けておいてください。
3. 測定後自動的に結果が保存されます。
（最大32件まで保存可能）
※湯気が上がるようなものは測定しないでください。故障の原因となります。

分類

非接触型体温計

◆音の選択

測定方式

赤外線

音ボタンを押すとビープ音有り・無しが選択できます。ディスプレイにスピーカーの表示に×印がある場合は、無音となりま
す。音を出したい場合は音ボタンを押して、ディスプレイのスピーカーマークから×印を除いてください。

測定種類

額での体温測定と物体の表面温度測定

動作種類

連続動作（ 1 分間の間隔を空けて連続測定が可能）

体温測定部位

額

◆メモリー機能
測定後自動的に保存された測定値を見ることができます。
1. 電源が入った状態で、メモリーボタンを押すとディスプレイ左上部に が表示され、直近のデータが表示されます。
2. 電源/測定スイッチを押すと 1 〜32のメモリー番号と測定温度がディスプレイに表示されます。

◆自動電源オフ機能

性

電池残量が少なすぎるとディスプレイに電池残量低値のマークが表示され、 3 回点滅後自動的に電源が切れます。
このような場合は「電池の入れ方」に従って電池を交換してください。
※古い電池の廃棄は自治体の廃棄方法に従ってください。

使用後の対応（お手入れ方法）
ご使用中汚れた場合は下記のとおり清掃してください。
●プローブ、センサーレンズ
誤って汚れた場合は、アルコール少量で湿らせた綿棒または柔らかい布で表面をやさしく拭いてください。
アルコールが完全に乾くのを待ってから使用してください。
●本体表面
柔らかく乾いた布でディスプレイと本体を拭いてください。
汚れがひどい場合は、アルコールを少量含む柔らかい布で拭いてください。
※研磨クリーナーは使用しないでください。推奨されていない方法で消毒や洗浄しないでください。
※本品は防水ではありませんので、水や液体に落としたり、沈めたりしないでください。

お困りのときは（ディスプレイ表示説明）
状況・メッセージ
応答しない/自動的に切
れてしまう

確認事項

対処方法

電池が消耗していませんか

新しい電池に交換してください。

電池の入れ方が間違っていませんか

電池を取り出し、正しい方向に挿入してくださ
い。

接触不良

様）

測定距離

1 〜 6 cm

電源

DC 3 V、 2 ×1.5V 単 4 電池

測定範囲

体温測定モード：32.0〜42.9℃
32.0〜37.5℃；バックライト緑色に点灯
37.6〜42.9℃；バックライト赤色に点灯し、警告音が鳴る
（サイレントモードでは鳴りません）

温度測定後30秒以上操作をしない場合、ディスプレイにOFFが表示され、自動的に電源が切れます。

◆電池交換

能（仕

表面温度測定モード： 0 〜100℃
バックライト緑色に点灯
測定精度

体温測定：±0.2℃（35.0〜42.0℃）
±0.3℃（上記範囲外）

表示最小単位

0.1℃

測定時の周囲環境

温度：10.0〜40.0℃
相対湿度：95％未満

輸送/保管環境

温度：−25.0〜−55.0℃
相対湿度：95％未満

サイズ

約44(幅)×145(高さ)×85(奥行)mm

重量

約100g（電池含まず）

電撃保護

内部電源機器BF形

付加機能

自動電源OFF、32件メモリー

お問い合わせ窓口
？ 製品に関するお問い合わせ
原沢製薬工業株式会社 お客様相談室
電
話：03−3441−5191
受付時間： 9：30〜17：00（土日祝日、当社休日を除く）
http : //www.harasawa.co.jp/

製造販売業者：原沢製薬工業株式会社
住
所：〒108‑0074
東京都港区高輪三丁目19番17号

AI1M12①

