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このたびは、エー・アンド・デイの電子天びんEK－rIシリーズをお買い求めい  

ただきまして、まことにありがとうございました．。天びんをご理解いただき、十  

分に活用していただくため使川前に本番をよくお読みになり、保管してくださ  

い（ 

特長  

ロ コンバレータ表示で計量値の判定ができます。  

∪ オプションにより、GLPに対応した計量管理が可能です．〕  

ロ オプションのNiCdバソテり・パック（OP－09H）を使用することに   

よりコードレスで使用することができます。（はじめてバッテリ㌧パックを使   

用する場合は充電してからご使用ください）  

□動物など計量値の変動が大きい場合でも計巌できる（計巌値の平均を固定表示   

する）ホールド機能があります。  

柑包絹を開けた際に、以下の物が入っていることを確認してください。  

取扱説明書   
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－－◆●－■…●●…■●●＝■…●■◆…‥－●●●－■■■●●●●●－◆一●－ 

計量値をプリンタ等に出力する  
スイッチです。  

単位（モード）を切り替えます。  

表示のオン・オプスイッチですぐ，  

押し続けると、内部設定に入り  
ます．二【  
gモードでは最小桁をオン／  
フします  

表示をゼロにします。   

●、■●■●●■■●●●●  
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ー1 天びんの設置  
● 本体に計量州lを載せてください。  

●l‾設置の注意」を考慮して天びんを設置し、天びんの水平を水平器で合わせて  

くださいし．（足コマを回して調整します）  

● 天びんを設置した後は、校iEを行ってください。   

設置の注意  

正しく計量し、製品を維持し、危険を防止するために、つぎ  

の場所には設置しないでください。  

□塵竣、振動、風があるところ。  

□柔らかくて天びんが傾きやすいところ。   

l」直射日光や気温変動の激しいところ。  

uエアコン等の近く、結露するところ。  

△注意□腐食性ガス、引火性ガスが漂うところには設置しないでください。  

4－2 電源について   

電源としてACアダプタ（TB－101）、NiCdバッテ7）・パック（OP   

－09H：別売オプション）を恍用することができます。  

ACアダプタを使用する場合   

供給する電源は安定したものを柁用してください。   

ACアダプタのプラグを、本体のACアダプタジャックに差し込み、任用して   

ください。  

NiC dバッテリ・パックを使用する場合  

NiCdバッテリ・パックを本作に挿入してください。  

辿紘で約8時間（オプション収付時は約61時制…・使い方で変動します）の使  

川ができます．＝．また、バッテり・パックの充電、附寸方についてはオブシ昌ン  

の取扱説明書をご覧ください。   

●バッテ リ．・パック使用中に‖L b”表示が出たら、直ちに使用を中   

止し、充電するか、ACアダプタに切り換えて借用してくださし、。  

ページ  4   



5－1 電源オン／オフ  
ACアダプタを使用して、電源を接庶してください。電源を接続  

すると、パワーオンテスト表示を数秒間表示後、表示オフの状鮮  

（スタンバイインジケ一夕表示）になりますい この状餅で通電状  

盾になっていますので、数分周ばウォームアップしてください。  

計量皿の上にJよ、何も載せをいでくださし、。  

「  
スタンバイインジケ一夕表示  

5－2 表示オン／オフ   
野匝堕匡］キーを押すと、表示オン状態になります・＝・  

田瓦ヨ  0匪固［亙   
■  

′   ′   ′   r y  ∃昆昆昆昆昆日。              ％  
上図のように全表示が点灯します。，  

安産後、表示がゼロとなF）計景が可能となります。  

野表示オン状態で圃キーを押すと、表示は消えます。（表示が消えて  

も通祖状態です。）  
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5－3 単位の切替方法   
本器の表示単位は、g（重量表示モード）、PCS（個数モード）、％（パーセン   

トモード）の3種類ですl）単位の切替方法は以下の通りです。  

押すごとに  

甜妄言慧  

箪  

野［麺璽司キーを数回押して、単位を選択し  
ます。［或臨 または［璽  

5－4 基本的な計量   
標準的な計量方法を以下に示します。  

必要に応じて単位を切り替えます。（「5  

－3 単位の切替方法」参照）  

評風袋を戦せ匡萱室］キーを押し、⊂固  
の表示にします〔．  

（風袋：計壁するものを入れる器であ  

り、且つ針鼻しないもの）  

評計量物を載せ、安定マーク巴コ表示  
後、計衆値を読み1鋸）ます，〕  

計；l；：後、計量l旺lに載っているものを取り  

除いてください（ 

gモードの場合  

幽キーで最小表示の桁をブランク  

する機能があります。   

使用中の注意  

□計量皿などに衝撃荷重や過荷重を加えないでください。  

Uキーを押すときは先の尖ったもので押さずに指でキーの中央を押してく  

ださい．．  

tコ天びん内に異物が入らないようにしください。（粉体、液体、金属片な  

ど）   

lコ必要に応じて天びんを校正してください。「6．キャリブレーション（天  

びんの校正）」pll参照。  
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5－5 イ回数計量   
品物の個数を調べる計量方法です。基準となるサンプルの単位重量（1個の重   

さ）に対し、計量したものが何個に相当するかを計算します。  

個数計量モードへの切替  

野 匪］キーを押し、単位宜［亘或にしま  

す．。（pcs＝個）   

サンプル重量の登録（イ国数計量の準備）  

野［撃墜］キーを押し、サンプル重量登録  

モードに入ります。  

押すごとに  
l咄キーを押すと、サンプル数を変  

更できます。（10、25、50、1n O  

個）   

風袋を載せ園キーを押し、［三亘ヨニ］の  

表示にしますt．（25個の例）  

ンプル数  

が変更する  

l二等堅ミク  
野  指定した数のサンプルを載せます．こ  

L：＿＿姐l  

幽キーを押すと、サンプル1個当り  

の重量を登録して計数表示になります，  

個数計量（計数）  

個数計量が可能です。，  

A C Al  

ACAIはサンプル数を増すごとに計数稲  

度を向上させる（サンプル1個1個のバラ  

ツキが平均化され誤差を少なくする）機能  

です。  

サンプルを少し追加すると国て－クが点  

灯します。（誤動作を防ぐために3個以上  

追加してください。また、載せ過ぎでは点  

灯しませんt．）  

ページ 7  
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野 匡室］マークが点滅している間はサンプルを  

動かさないでください。（精度を更新中で  

すし）  

匡萱召マーク消灯後、精度は更新されます。  

この作業を繰り返すごとに、計数精度は更  

に向」二します。また、100個を越えてか  

らのACAIの範凶の上限は特に定めてあ  

ー）ません。表示個数と同程度の個数を［】安  

として追加してください。  

粁  

5－6 パーセント計量   
基準となるサンプル重量を100％とした場合、これに対し計量したものが何   

％に相当するかを表示します。基準重量に対し、何％かの許容範囲を設けて判   

定できます。  

％計量モードヘの切替  

野匪司キーを押し、単位を国にします。   

100％重量の登錦（パーセント計量の準備）  

野師至］キーを押し、100％重量登録  

モードに入ります［二．  

㌢匹：］キーを押し、ロ空耳の表示に  

します。  

野100％に相当するサンプルを載せますこ・  

控鍵」キーを押すと、100％重量を登  

録してパーセントの値を表示します＝  

lrlrlrI  
圧Iu．U   

パーセント計量  

匪  
パーセント計昆が可能です。  

注意 小数点以下の桁数は100％重量の重さに  

よって異なります。  
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5－7 ホールド機能   
ホールド権能は生きた動物を計量する機能です」⊃ この様能は、計量他の変動が   

平均化幅以内で一定時間（平均化時剛経過した時、ホールドマーク（図）を   

点灯させ、そのときの平均値を計量結果として固定表示します。計量した動物   

を降ろすと、自動的に表示がゼロになります 

注意 内部設定の白粥戸，1ト侮乙dを1にしてくださいt二．計量単位は、個数  
モード以外にしてください 

ホールド機能の開始条件   

計量値がゼロ表示から次の倍以上になるとホールド機能を開始します。また、   

計量倍がこの値以内に戻ると表示をゼロにします【J  

開始条件の幅  対象機種   

0．50g   EK－60（〕H、EK－400Ⅰ・Ⅰ   

5．Og   El（－6000H、EK－∫′10〔IOIl   

ホールド機能の平均化時間   

このホールド機能では内部設定白粥Fnい ごロnd応答特性が次のように対応   

します。、   

白市5戸∩亡 環境・表示   
内容・用途  

設定値      動物計量時の天びんの平均化時間を設定します。  

J「  U  （作業 

q 土日∩ロ  ＊／  

平均化時間              Jコ   夜さ優先，   

＊は出荷時設僅です。  

ページ り   



ホールド機能の安定検出幅  

このホールド棍能では内部設定白市5戸口ト5と一缶の設定が次のように相応し  

ます。  

白市う戸．「⊂ 環境・表示  

内容・用途  

設定値      動物計壷時の天びんの平均化帽を設定しますご．  

√I LJ  －  

変動′ト  
平均化処理を行います。  

5と・占  ＊J  表示の変動幅が計畏値の】2．5ウ！1以内なら、  

平均化帽  平均化処理を行います。  

～  

コ      －                コ  

：変動大  
平均化処理を行います。  1  

＊は出荷時設売です。  

ホールド機能の使用例  

内部設定占符5Fnト＃ロLdを1（オ  

ン）にします．。  

（EK－600Hの例）  

また、個数モード以外の単位にします。  個数モード以外の単位  

風袋を椛せて園キーを州し、ゼロ表示に  

します．＝．  

酢 動物を載せます0  

処理中マーク  

（平均伯計算中）  

ホールドマーク  
ホールドマークが点灯したら（固定したら）   

読み取ります。  

評 動物を降ろすと表示がゼロになりますc・  

ペーン 11）  
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キャリブレーションは天びんが正しく計景できるよう校正する機能です．、校正  

が必要なのは、天びんを新たに設置した場合、移動した場合、使桐環境が変化  

した場合などです〔，また、設置した天びんの定期的な枚正も必要です。  

お手持ちの分銅によるキャリブレーション  

30分間以上通電してください。   

叫キーと趣些」キーを同時に押  

し続け、「諏i盲五Flの表示のときキー  

を離します〔二．  

押し続ける  

P竺一‾  

：＿．・・≡⊥・  野・1  
ださい。  

批  野へ進んでく  

天びんが記憶している分銅の値で校正す  

る場合野へ進んでくださいr）  

坤キーを州すと、分銅の値を次の  

キーで変更できます‥変更できる分銅値  

は下表の通りです。また、器差設定範阿  

は±10デジットです．，   

匡巨堅萱］キー 点滅する桁の値を変更しま  

す。仝桁点滅時は分銅の選  

択、下2桁が点滅している時  
は器差の設走です。．器差の設  

定では＋10デジットの次は  
一10デジットです事二．   

叫キー点滅する桁を移動します。  

二 

。          ます〔二】  

キーを離す   

H 機種名 校正分銅 ・は出荷時設定  EK－400日  EKェ600日  EK－400（ 2000g   200g   300g   300g  400g  3000g   －400g  場500g 600g  叫000g n   

EK－6000日  

3000g  
4000g  

■5000g  

6000g  

野野のとき匝夏型キーを押すと、計景  
mに何も載っていない状態を計量しま  

すコ計量中は振動などを加えないでくだ  

さい．。（ゼロ点の計量）  
ページ 11  



評 表示した分銅を載せ、匡竪至司キーを押す  

と、分銅が載っている状態を計罷しま  

す。計量中は振動などを加えないでくだ  

さい．〕  

野口亘亘コを表示した後、計劉m・に峨って  
いるものを取り除いてください。  

終了後、計量表示に戻ります「．  

この校正機能は、「機能の禁止／許可」の  

設定により「機能する」または「機能しな   

い」を選択できます。（P19参照）  

天びんを設置した環境（振動、風など）や位相方法に応じて応答特性を変える設  

定です。   

AMPLEキーを押し続けると、  

陣5叫 を表示し内部設定モードに入  

ります．〕  

評F国璽］キーを押すと、固を表示  
します。  

押すごとに  
0→卜→2と  

切り替わる  
匡至軍司キーを数回押して仲を選択してく  

ださい。（内部設定［ロndP16参照）  

断固キーを押すと確定し、匹］を  
表示後l叫を表示します・・  

野から抜ける  

ペーン  】2  

計縁表示になります。   



注意 内部設定は、「機能の禁止／許可」の設定により「変更可能」または  

「変更不可」を選択できます．。（P19参照）   

内部設定のキー   

操作を中止して表示をオフします。、  

項目の選択キー   
分類項目や設定項目を選択します。   

（計量表示のとき押し競けると、  
内部設定を変更できる状態になります二）  

確定キー   

選択した分類項目に入ります。  設売値を分類項目毎に登録し 
、次の分類項目   

に進みます。  

佃の選択キー   
設定値を選択します。  

キャンセルキー  を 
操作中＿1l二して設定項目を出ますご′   

内部設定の変更を終了します。  

内部設定の入り方  

計量表示のとき坤キーを押し続けると内   

部設定モードに入りけ拓㍍亡lを表示します0  

この状態で岬キーを押すたびに分類項目  

が順次切り替わります，－．また、おのおのの分類  

項目を確定すると、設定項目に入りその設定値  

を変更することができます「．（P16 「設定  

項目一覧」参照）  

それぞれの  
キーで設定   

ページ 13  



設定例   

応答特性を「ゆっくり計量、安定した表示」に、表示沓換周期を「10回／  

秒」に設定する例ですt二▲  

野匡麺司キーを押し競けて内部枇モー   

ドの脚を表示させます0  

㌢匝型トを押すと、匡垂直］を表示し  
ます。  

抑すごとに  
0－・1→2と  

切り替わる  

野回押して、固の  

許国璽］キーを数回押して、ロ璽□の  
表示にします。．  

押すごとに  
0－・l→0と  

切り替わる  

㌢匡堅司キーを押して、匹□の表示  
にします。  

野国司トを押し、登乱ます0［亘互］を  
表示後、叫を表示します0  

許国キーを押し、計量表示にしますn  

「警∃・。ミ・′ち、                         ‾■ ′  
計；逼塞示になります。   

、ヾ ペーン  t4  



単位の登銀方法   
本器の表示単位ほ、g唖畳表ホモード）、PCS（個数モード）、％（パーセン   

トモード）の3種類です。単位の登録方法は以下の通りです。  

野匝垂空室室］キーを押し続け、匹二］の  
表示にしますリ  

野圃キーを抑して、［垂：□の表示  
にします。  

野園キーを抑します・」  

nI  。  

ぎ、＼押すごとに  

野凹キーを数糾して、単位を選択  
します1つ 画、匝可または匝】  

匪園キーを押し、登録します1・   

野匡］キーを州しますl一［亘亘コの表示  

後l∫d  匪ホになりますゥ  

し岬キーを押すと、選択した単位の計  

量表示になります。  

計量表示になります〔 
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設定項目一覧  
分類項t≡l   設定項目  設定値  内容・用途   

［ロnd   ∩ U   素早く計盈、鋭敏な表示   糧朋  

応答特性  ・J  ◆   では、平均化時間  

＝l L   ゆっくり計量、安定した表示  

白月与戸∩亡                                    5と－わ   「I リ   厳密に判冤 （士1デジット）  表示変動が基準値   
環境・表示  安定検出幅 ＊1  円 ■l  

◆   

マークを表示。  

では、平均†げ忘を  
「 ⊂            揺やかな判定（土3デジット）  

〟ロ乙d   暮β   オフ   る機能。  

ホールド犠能   n u   オン  

と一一亡  √】 リ   オフ   して畏示をゼ  

ゼロトラック  ■／   寸ン  ね ヒ○  

5Pd  ・ロ   5回／秒  】期．．  
表示書換周期  n U   10回／抄  

P．1と  ・訂   （ポrント）   犬。  

小数点  n U   ． （カンマ）  

クー口一1  ■ 訂   オフ   を摺結すると  

オートパワーオン  示になる。  

■ロ  

山 u  

rP戸口⊂  （ゼロ†寸近を除く）  

コンパレーク   

（ゼロ付近を含七）  

ヨ  

リ  

・ロ   上下限値をデジタル入力ナる  P【8を選択  

rP．∩  上下限値を荷蛋牒で登録する  

他の設定方法  基撞値をデジタル入力する  ごP 乙占とを選  

基堰倦を荷価値で登録する  

占∈P＿   ・β   オフ   ■－を鳴らさな  

オン   選択  

LOブザー           bぎP一   ■    オフ   しを鳴らさな   

いと表不し  Ol（ブザー  オン   選択  
ません。）  

占ど戸‾  1ロ   オフ   しを鳴らさな  

HIプザ」  円 u  選択  

【P〃■  

上限値の設定  「9．コンパレーク」を参照  値による比較」  

【P乙ロ  き表示します。  

下限値の設定   

rP．－占F  容範囲による比   

基準値の設定  「9．コンパレーク」を参照    たとき表示しま   

rPトミと  

基準値かちの許容範囲の設定  

■は出荷時設定ですl、  

串1「デジット」は最小表示の単位です。  
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分欄項月   設定頃日  設定値   内容  
・ロ  キーキード   きPRINTキー  

け】●4▲る。  

doL．と  戸一－と  P－Pと鍔f一一缶   

n u  オートノリント Aモード    データ拙力  地え安定表示  

（基準＝ゼt」点）   

する。  
（川－イI311八151t   「 ⊂  オートプリント Hモード   

が接続され  （基準＝直前の安定値）  ■する。  

ないと来示  引 二I  ストリームモード   川力  

しません）                   鍔P一戸  ・訂  プラスのみ   三計箭偶が愁礫より大きい  

オートプリント極性          n 凹  マイナスのみ  …計丘依が基準より小さい  

コ L  両棲性   萱基準との大小に閥様なく  

何戸一缶  ・ロ   10デジット   

牒揺と引見岨との差分指定  オートプリント帽  
テ 

PL／5ど  ・ロ  空けない   潤沢します。  

データ出力帽  n ロ  1．5秒間空ける  

鍔と一戸  ・ロ  しない   の自動紙送り  

オートフィード  n u  する  

…fロ  ・β  出方しない   る出力方法の  

GI－P出力  n u  AD8ユ 217寸一マ・ノト  

～  汎用7す－マット  

・葺  しない  胃．‥d、  
出力後来示ゼロ  n u  する   

r′ LJ  600bps  

5一戸   bP5  n 以  12（10l二■l）S   

シリアルイン  ■～  2′100bps  

ターフェイス  ヨ  4800bps  
しl d  9600bI）S  

（OP・031岬511  t葺  7ビットEVEN  

が接続され  

ないと表示  l；I  SビットNON  

しませ人）   ・β  CR LF   ODhコード  

ターミネータ  円 u  CR  OAhコード  

とゴP亡  ・β  
フォーマット  n 凹   ヨン」の「デー  

～  KFフォーマ・：′ト  卜」を参照。  

「 コ  

ヾ   

と－むP  訂  削限なし   rllの待ち時間  

タイムアップ  －／  1秒けりの糾聞あり  

ど．一rJ  ・訂  出力しない   06hコード  

AK、エラーコーー・ ド          円 u  出力する  

ごと与  ・訂  制御しない   S17）制御。  

鳳倍別榊  
れする時は必  

n u  制御する   ださい。  

・は出荷時設定です．  
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山「止   ■ g  グラム   P15の「単位の登鐘方法」   

単位の選択   PCS  個数計の単位   を参照。  
％  パーセント   

一d  

ID番号の設定   「11）．GLPと】Dナンパ」を参照  

・は出1御特設定ですt】  

初期言支定   

夫びんが記憶している設定を二L場から出荷したときの設定に戻します。初期化  

されるのは、内部設定・校正分銅値・個数・％・機能の禁止／許可です。  

野［萱空巨巨］キーを押してにニコの表示に  

します。（表示をオフします。）  

L∵∵1  
抑しながら  

野匡垂廼堕］キーと匪］キーを州しなが  

ら師評1キーを押し［至亘二ニコの表示に  

します。  

和深警‾を押して、圧∈＝二］の衆  
評［戸垂堅司キーを押して、正己二重二］の表  

示にします。  

野匡堕司キーを押して、四の表示  
にします。（出荷時設定）  

IP由Nf］キーを押すと設定を初期化し、  

匹互コを表示しますn  

野計量表示になります〔・  

計量表示になi）ます。   

ページ18  



機眉巨の禁止／許可   
天びんが記憶している設定の変更を禁止または許可します。  

訂：禁IL  

／：許lけ  

内部設定  

キャリブレーション  

（使用しない）  

（使用しない）  

出荷時設定  

′
′
 
n
U
 
〔
U
 
 

野匪］キーを押してに二二二］の表示にし  

ます。（表示をオフします。．）  

亡二二二］  
押しながら  

二賢一」二三晋  
許［亘垂夏空萱］キーと国璽］キーーを押しなが  

ら岬キーを押すと、［竺≡］を表示  

します。  

評一国キーを州し、四て1の表示  

にします1  

次のキーで禁止と許可を変更できます．コ  

匡萱亘キー   点滅する桁の禁止と許  

可を変更します†二▲  

tsAM軋引キー 点滅する桁を移動しま  

す。  

園キー  設定を更新し匹瑠  

を表示します、一′ 

進みます。  
野へ  

岬キー  登録を中止します．．2  

回押してください．＝  

野へ進みます0  

■‾‾‾‾、 それ 「ZEROi  

キーを使っ て値を設定  →0一てSAMP  

野計品表示になります  
計量表示になります。   
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コンパレ一夕の結果は阿∩閻！垂】で表示します。  

比較の適用範阿には次の5種類があります。  

「比較しない」、「安定時・オー一－パー時に比較する（ゼU付近を除く）」、  

「安定時・寸－パー時に比較する（ゼロ付近を含む）」、  

「常に比較する（ゼロ付近を除く）」、「常に比較する（ゼロ付近を含む）」  

比較の基準には「上限値と下限帖」と「基準値と許布範囲」があります。  

各位の入力方法には「デジタル入力」と「サンプル重量による人力」があi）ま  

す。 

内部設定叫を参照してくださいt   

単位を変更したら再度コンパレーク値を人力してください。  

設定例1（ゼロ付近を除き常に比較、基準値・許容範囲のデジタル入力）  
比較方法の選択（適用範囲と比較基準、値の入力）  

し続ける  

野匝頭重亙キーを抑し続けて内部設定モー   

ドの㈱を表示させます0  

nど  

琶ミ干   
評F匡垂壁至亙キーを数回押して、［：萱至二三司  

の表示にします【］  

野間キーを押します・－  

野園キーを鮒押して、四の表  
示にします。  

匪匝蚕室団キーを抑して、圧仁∃の表示  

にします。  

町－棚して、匹ニヨの  
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野国軍キーを押すと、選択した方法を登  

録します。  

値の入力  

野匹二］を表示しているとき、匝喝  
キーを押すと全点滅し、園キーを押  

すと次のキーで基準値を登録できます．。  

師lキー 点滅する桁を移動します－ 

匡巨萱］キー   点滅する桁の値を選択しま  

す二】抑し続けると極性反転  

します。  

r  

野へ進みま  画キー  登録し、   

す仁〉  

匡司キー キャンセルし、野へ進  
みます「．  

信田  

rlでIrIrIrlrI  
L11‖．1LILILl  

それぞれの  
キーで設定  野巨亘：固を表示しているとき、匝画  

キーを押すと、次のキーで許容範囲を登録  

できます。許容範剛は基準値を100％と  

する値で入力します「  

嘲キー 点滅する桁を移動します〔 

園キー  点滅する桁の値を選択をし  

ます． ＝．′ 田 ‡ ％ l  
L  

粁●  
へ進みま  匝璽キー 登録し、  

す．．   それぞれの  
キーで設定  酢へ進  岬キー キャンセルし、  

登録する   

∴二、、・  
みます。  

野 
。 

野国キーを押すと、計景表示に戻りま  
す。  

計量表示になります。   
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設定例2（ゼロ付近も含め常に比較、上下限胤デジタル入力）  
比較方法の選択（適用範囲と比較基準、佃の入力）   

野匡垂墾司キーを押し続けて内部設定モードのL嘩1を表示させま  

す〔・（野、許の内容に関しては設定例1参照）   

㌢［亘室匪空］キーを押して、正三三重二］の表示にします。   

野匝率司キーを州し正至：ニコの表示にします・ 

㌢匪司キーを数醐して、［空コ］の表示にします口   

許匝麺堅司トを数回押して、［聖二可の表示にしますっ   

肝匡堅司キーを数脚して、四の表示にしますり   

許匝司キーを押すと、選択した方法を崩します仁・  

イ直の入力  

許［二萱空耳コを表示しているとき、匝堕  
キーを押すと全点滅し、［萱垂亘キーを押  

すと、次のキーで上限値 を登録できま  

すt二，  

持心肝LElキー 点滅する桁を移動します。 

匡堅司キー   点滅する桁の値を選択しま  

す。．押し続けると極性反転し  

ますリ  

設定例1参照  

一  

F ［至至壁司キー  

担蚕室司キー  

登録し、  

キヤンセフレし、評へ進み  

、．  m rIれrl「lrl「l  ます。  

二型塑里世＿＿」  

それぞれの  
キーで設定   
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野  
を表示しているとき、圃  ごP 仁ロ   

キーを押すと全点滅し、匪キーを押す  

と、次のキーで下限値を登録できますし．  

晒キー 点滅する桁を移動しま  

すし．  

匡匡司キー   点滅する桁の値選択をしま  

すし押し続けると極性反転  

します 

野へ進みま  ［至璽至］キー  登録し、   

．       Eヨ nrlrIrIrlrl  
Uむ几ILILILl  

l鵬  

す．二．   

匡堅］キー キャンセルし、 酢へ進  

みます．＝．  

野匡壁司キーを押すと、匝司を表示後、   
匹亘亘コを表示します・＝・  

それぞれの  
キーで設定  

野国璽］キーを押すと、計量表示に戻りま  
すtコ  

計量表示になりますし  

言安定例3（ゼロ付近も含め安定時・オーバー時に比較、上下限値、荷重入力）  
比較方法の選択（適用範囲と比重較基準、偶の入力）   

野圃キーを押し続けて内部設定モードの圃を表示させま  

すc（野、野の内容に関しては設定例1参照）   

野匡麺堅司キーを押して、匹□の表示にしますご   

貯圃キーを押し匠＝コの表示にしますニ 

許匡司キーを数回押して、四の表示にします〔   

野間キーを押して、［三笠互］の表示にします［・   

野匡司キーを数剛甲して、正匹⊂□の表示にしますn   

野図キーを押すと、選択した方法を登録しますゥ  
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値の入力  

野口聖□を表示しているとき、［至憂国  
キーを押すと全点滅し、国キーを押す  

と、計量値を表示します。  

許 上限値の重さのサンプルを天びんに載せ、  

匝堅ロキーを押します：）（上限値を登録しま  

す）  

ここで、園キーを押すと、表示がゼロ  

になります。  

野終了すると、正三亘］を表示しますc  

評E至二⊆□を表示しているとき、［至壁蚕  
キーを押すと全点滅し、匡萱堅司キーを押  

すと、計量値を表示します。  

炉 下限値の重さのサンプルを天びんに載  

せ、仰キーを押します。（下限値を  

登録します）  

ここで、匡］キーを押すと、表示がゼロ  

になります。  ●  
野匝司キーを州すと、［蔓司を来示後、   

匝三至コを表示します⊂  

野  
し叫キーを州すと、計崖表示に戻りま  

す。  

計量表示になります．っ   ページ  2」l  



口 内部設定．．1FoをL E，に設定すると、GLPに対応した次のデータをAD   

－8121プリンタやパソコンへ出力できます。   

「キャリブレーション時の校止結果」と「キャリブレーション・テストの結   

果」  

口IDナンバは天びんの識別に使用できます．〕  

注意データ出力には、オプション（OP－03HまたはOP－05H）が必要で  

す。出力フォーマットは、内部設定－∩声ロによります。1オプションの取扱説  

明書も参照してください。．  

lDナンバの言蔓定  
坤キーを抑し続け、内部設定モー  

ドに入りl吋の表示にしますl  

野匝璽司キーを数馴化て、ロ司の表  

示にします。  

土塁星型旦キーを押すと、次のキーでIDナ  

ンバを人力できます．二l   

匪］キー 点滅する桁の文字を変更しま  

す．二．「表示の対応表」を参  

jl鮎   

岬キー点滅する桁を移動します。  

［至空軍］キー 登録し、野  
［廼竪琴］キー キャンセルし  

ます1  

へ進みます．二．  

・野へ進み  

■                             1 吉∩亡J  

野終了すると、匡司を表示後、匡堅司  
を表示します。  

匪 間キーを押すと、計量表示に戻りま  

す。  
計量表示になります。  

表示の対J芯表  

ーSpace  
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キャリブレーション・テスト  

分銅によるキャリブレーション・テスト  

分銅を使って天びんの計量の正しさを確認しますごこの綬能は、オプション（OP－  

0卦lまたはOP－05H）及び、プリンタ、 パソコンが必要となります二  

lSAMPL畑キーLPRINTlキーを押し競け、  

押し続ける  印刷の次に表示される  

の表示のときキーを離します。  

江 口Uと  

・t ′ ∴・・＼           J  

キーを離す  

r r rl  
I, I, dl 野圧∈訂を表示します一二  

このときISAMPL引キーを押すと、分銅  

の値を次のキーで変更できます。  

匡堅塁司キー  点滅する桁の帖を変更し  

ます．，  

岬キー 点滅する桁を移動しま  

す。  

図キー 登録し、正三：：訂の表示  

に戻りますc（’㌢へ）  

弓＿  

それぞれの  
キーで設定  

野［了⊂互］のとき（評のとき）圃  
キーを押すと、ゼロ点を計量し、約2秒  

間計量値を表示します。  

一  

nn  
u几Ig   
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野表示した分銅を載せ、匝司キ‾を押す  

と、約2秒間計量値を表示します。・  

rl「lrl「l  
LILILILlg  

匪匝亘：］を表示した後、計釧に載ってい  
るものを取り除いてください－  

分銅を降ろす  

匪匹互至二］を表示してオプションから結果  

を出力します〕  

評終了後、計量東和「こ戻ります－  

計量表示になります。   
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出力例  
キャリブレーション時の出力例  
A D－8121フォーマット  汎用フォーマット  

‥．A．J＆〕D＜rE斤〟ゝ  
lJODEL、．叫‖‖－－EK－600ト1＜丁亡斤〟♭  

S／N止し］」－1234567く閻仏  
ID‥．＿．．‥トノし．‥．ABCDEF＜丁亡月山♭  

DATEくTF月ル♭  

＜丁亡月〃ゝ  

Tl＝E＜丁亡月〟♭  

くTFRM＞  

CALIBRATED（EXT．）＜TERM＞  
CAL．WELGHT＜TEAM＞  

L＿し．．山一】十500．00．＿仙g＜丁∈片桐＞  

S［GNATURE＜TERM＞  

くTFRんす＞  

＜丁亡Rル，＞  

－－－－－－－－一一－－－＿－－ くTFR〟ゝ  

＜TE月M＞  

くrF円ル♭  

R ㌫l二：  

伸二lしiEし  Eに・▼－い二Il；三l＝  

・  l三三ヰヨら7  

：【［てi  l］E：亡［二1；：F  

l◆ニーロTE   う「：一′臼iノ14  

日三；5コニ：三i Prl  

仁RL王E：RRTEじt（：E…く：Tレ：：  

仁l〕L∴uEi弓卜IT  

す≡日日；日日 ・∃  

5い訃膵IHi－u巳E  

・－メーカー名－－－－－－→  

■一 銭純毛 一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・－→  

←－－－－－－－－製j基番号－・  

→－サイン記入欄  

分銅によるキャリブレーション・テストの出力例  

AD－8121フォーマット  汎用フォーマット  

‥．．－▲．一＿‥．－－A，＆．．Dく花月帖  
MODEL．”．EK－600日＜TEF7M＞  

S／Nい．山一－1234567＜丁亡榊わ  

ID．ルし．＿．．．．－＿▲▲入日CDEFく・丁∈■円M＞  
DATE＜丁仁斤〟♭  

く丁ど斤Mゝ  

T川E＜丁仁丹M＞  

＜TERル♭  

CAL．TEST（EXT．）＜TERM＞  

ACTUAL＜TERM＞  

山一仁一．．．．＿0．00－〕g＜丁亡月M＞  
L」山〕山十500．00し】gく花月几わ  

TARGET＜TERM＞  
山」】＋500．00両gくTERM＞  

SIGNATURE＜TERM＞  
くT仁丹M＞  

＜丁ど月Mゝ  

－－－－－－－－－－－－一一－－ くTE片肘＞  

＜丁亡月M＞  

＜丁亡月〃ゝ   

R 昆 にI  

r・ほ巨EL  Eに一引封ヨ＝  

．≡∴・ノトj  lココヰ5ら7  

Ⅰ［：｛  ドほぎこ［：1≡：r：●  

に・l］TE   ぎデノ・■貞i／■lヰ  

臼コ；ユ5誓ヰ〔喜 F●巨1  

1二：：i二iL∴l●－1；三：：ヨて一t：I；≡：ぺ1‾，：－  
時別  

←－－－－－－－－－－－一  一－ キャリプ  

ン ヨ ／ ●丁  

一トーゼロ点の  窃。昏尋  
十ヨ∈憫け章卓  

q
…
q
仙
 
 

←・－・－一夕ーゲット分排  

荷重の結果  

←使用したター  
ゲット分銅他  

●T■！］汽蔓ヨET  

サイン記入欄一一－－－－→  

ー スペース、ASCl120ho  

＜TERM＞ ターミネータ、CIミ LFまたはCR。  

CR キャリッジリターン、ASC”ODh。  

L F ラインフィード、ASCl10Ah。  
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EK－Hシリーズには以下のオプションが川恵されています。  

R S－232Cシリアルインタフェース  

コンパレ一夕・リレー出力  

プリンタ用インタフェース（カレントループ山力）  

峠下ひょう量フック  

NiC dバッテリ・パック   

OP－04卜し OP－05日は同時に使用できません。詳  

（1）OP－03H  

（2）OP－04H  

（3）OP－05H  

（4）OP－07H  

（5）OP－09H   

注意 OP－03日、  

しくはオプションの取扱説明書をお読みくださいこ，  

カレントループはP a s siv eタイプなので20mAを供給できる電源  

が必要です√，ただし、AD－8121を接続するときは不要です．。  

手入れ   

汚れたときは中性洗剤を少ししみこませた柔らかい布で拭き取ってください。  

有機溶剤や科学ぞうきんは仕わないでください。  

天びんは分解しないでください。 

輸送の際は専用の梱包箱をご使用くださいし∫  

エラー表示・  

計昆パl、計量mに計境備問を越える荷重が加わったこと  

を警告していますい速やかに計量皿からものを降ろして  

ください。  

計j．川＝】、計量…1．の部分が！怪くなi）過ぎて計崖範囲を下  

【ulったことを警告しています〔．計量皿に何か接触等して  

いないか周岡を確認してください。．また、キャリブレー  

ションも試∴てください‘ 

サンプルの重さが悼すぎる為、このサンプルでは計数で  

きません。  

［王ニコ  
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サンプルの重さが唯すぎるので、表示した故になるよう  

にサンプルを追加い型」キーを押してください。   

注意 サンプルを追加せずに圃キーを押した場合、  

計数精度が悪くなる恐れがあります。  

キャリブレーション中、校正分銅の重さが重すぎるので  

キャリブレーションを中止しました。計量皿lに何か載っ  

ていないか確認してくださrr固キーを押すと計量表  

示に戻ります。  

キャリブレーション中、校正分銅の重さが帰すぎるので  

キャリブレーションを中止しました∩計量此が接触して  

いないか周闇lを確認してくださ。圃キーを押すと計  

量表示に戻ります。  

計量値が安定しないため、データを耽り込めません。計  

量皿の周りや振動、風等を確認してください。IMOD珂  

キーを押すと計量表示に戻ります。  

これ以外のエラー表示のとき、または上記のエラー表示  

が解消できないときは、電源を切り最寄りの販売店へご  

連絡ください。  
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EK－400H  EK－6001」  EK－4 DOOH  EK－6000H   
ひょう量（g）   4 00   600   4 000   6000   

最小表示（g）   0．01／0．1  0．1／1   

サンプル致   10、25、50または100個   

最大計数値   40000個  6DOOO佃  40000個  60000個   
最小単位重1   0．01g  0．1g   

最小％表示（％）   0．01／0．1／1   

最小％重量（g）   1．00  10．0   

表  示   7セグメント液晶表示 文字高16mm   

使用温・湿度範囲   5～40℃ 85％RH以下（結露しないこと）   

再現性（標準偏差）   0．01g  0．1g   

直 線 性   ±0．02g  ±0．2g   

感度ドリフト   ±10ppm／℃（10℃～30℃）   

表示書替回数   約5回／秒（高速表示のとき約10回／秒）   

市源 
ACアダプタ  規格名：TBlOl、入力電圧：AClOOV（＋10％、－15％）、消費電力：約4VA   

Nicdハ・ッテ岬ック  規格名：OP－09H、最大使用時間：約8時間（オフ●ション使用時は約6時間）   

計量皿寸法   133mnlX170mm   

重  量   約1．5kg  約1．6kg   

200   300   2000   3000  

3 00   4 0 0   
校正分銅（9）  

3000   4 000  

400   50 0   4 000   5000  

600  60DO   

ペ・一ジ 3l   



外形寸法図  
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