
取扱説明書単四乾電池（テスト用）×4本

Bluetooth 体重計本体

この度はAndroid対応Bluetooth体重計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は個人向け製品であり、Androidデバイスへデータを蓄積、モニターできるように設計されてい
ます。また、通常の体重計としても使用できます。
業務用、医療機関向けではありませんので、医療機関へのデータの提出などはしないでください。
また、ご使用の前に本取扱説明書をよくご覧ください。読み終わった後も本取扱説明書は大切に保管して
ください。

■はじめに

最初にご確認ください。

※万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
※デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名および製品名は各社
の商標または登録商標です。

■セット内容

本製品は通常の体重計として単独で使用できますが、データ蓄積などの機能を使用するためには、
専用アプリ「Bt Android Scale」のインストールが必要です。
下記手順に従い、ダウンロード・インストールしてください。

■専用アプリ「Bt Android Scale」のダウンロード

①電池のフタを開けてください。
②電池を入れてください。

■電池のセット

Bluetooth体重計は精密電子機器です。必ず乾燥した場所に保管してください。正確な結果を保証
するため、磁場からは離れた場所で保管してください。磁場が通信に影響を及ぼし、Bluetooth体重計
が損害を受ける場合があります。本製品は防水仕様ではありません。

■保管に関するご注意

●Android端末にデータを蓄積できるBluetooth体重計です。
●身長を入力することで、BMIも自動計算され、表示します。
●日々のデータはグラフ化され、数字の遷移も見やすくなっています。
●4人までユーザー登録でき、家族内での共有などもできます。
●記録は、メールなどで共有、転送することができます。※1
※機能をすべて使用するためには、専用のアプリをダウンロードする必要があります。
※1：データ共有については、端末にインストールされているアプリに依存します。

■本製品の特長

Android対応Bluetooth体重計
取扱説明書

Bluetooth体重計はAndroid2.3以降のバージョンを搭載したモデルと連携させることができます。
■対応Androidデバイス

①アプリを開くと、ユーザー登録画面が表示されます。
※デバイス内でのみ使用するものであり、通信により
データが自動的にアップロードされることはありません。

②必要事項を入力し、「確認」をタップしてください。

※電池を入れて電源を入れる際は、必ず床に置いて電源ON
ボタンを押してください。
　不安定な場所でONすると、初期値がずれることがあります。
そのような場合は、「体重計の自動電源OFFについて」を参照
頂き、一度電源をOFFにして再起動してください。

■初回アプリ設定・ペアリング方法

■セット内容と各部の名称 

1台
4本
1部

●Bluetooth体重計本体
●単四乾電池（テスト用）
●取扱説明書(保証書)
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⑥「パスコードを入力して下さい」、という画面が出た
　場合には、パスコード「1234」を入力してください。
　※自動的にこの画面が表示される場合があります。

⑦これでペアリング、接続は完了です。
　完了すると、右のような画面が開き、左下に、
　「接続中：SANWA 400-HLS004」と表示されます。

電源ONボタン

③完了したら、体重計をペアリングするための画面が
表示されます。

④体重計の電源ボタンを押し、液晶に「　　　」という
表示が出た後、「0.0kg」の表示が出ますので、その
状態でアプリの「機器検索」をタップしてください。

⑤「SANWA 400-HLS004」というデバイスが見つかり
ますので、タップします。
　※デバイスのBluetooth電源は事前にONに
　　してください。

①AndroidデバイスでPlayストアを開き、「Bt Android Scale」で検索してください。

②ダウンロードが終了したらインストールしてください。
※アプリは無料ですが、ダウンロードには通信費用がかかります。
※アプリは改良のため予告なくアップデートされることがあります。
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Q：体重計が自動的に接続されなくなった。
A：何らかの原因でこのような状況になる場合があります。この場合、お手数ですが、下記の手順で再度
ペアリング操作をしてください。
(1)Androidデバイスから、SANWA 400-HLS004のペアリングを削除する。ご使用のAndroidデバイス
の「設定」画面より、「Bluetooth」のメニューを開き、SANWA 400-HLS004を一度削除してください。

(2)「初回アプリ設定・ペアリング方法」の④から再度やり直してください。

Q：電源が入らない。
A：電池切れの可能性がありますので、電池を交換してください。
※付属している電池はテスト用です。消耗している場合がございます。

■仕様

適合規格 Bluetooth2.1 + EDR

周波数範囲 2.4GHz

対応プロファイル SPP

送信出力 class2

測定後（一度でも記録数値が安定）

測定前（電源が入ってから一度も測定していない状態)

測定後（記録が一度も安定していない)

約7秒

約1分

約10秒

測定単位(目量) 0.1kg

最大測定重量(ひょう量) 150.9kg

使用電池 単四乾電池×4本

動作期間 約3ヶ月

サイズ W287×D276×H21mm

重量 1272g（内蔵電池含まず）

対応機種 Android2.3以降の端末で、Bluetoothに対応している機種

付属品 テスト用単四乾電池×4本、取扱説明書×1部

■ [鉛筆マーク]メインメニュー

①測定日付

②ユーザー名・・・測定・記録するユーザーを選択します。

③身長・・・・・・・・・・・・登録されている身長が表示されます。特
に編集する必要がない場合は、編集する
必要はありません。

④確認・・・・・・・・・・・・確認ボタンを押せば、入力・記録が確定さ
れ、データとして保存されます。

⑤体重・・・・・・・・・・・・今回記録する体重を入力します。体重計が
接続されている状態になっている場合は、
測定値が安定すると、そのデータがここに
インプットされます。手入力も可能です。

⑥履歴・・・・・・・・・・・・今まで記録した体重のリストです。

⑦BT接続・・・・・・・BT接続画面を開きます。一度ペアリング
している場合は特に開く必要はありません。
ペアリングしなおすなどの操作が必要に
なった場合は、ここから再度設定します。

⑧Bluetooth状態表示・・・Bluetooth、および体重計の
状態を表示しています。

　 ・ 「Bluetooth機器未接続」・・・Bluetoothで体重計が接続されていません。
　 ・ 「接続しています」・・・Bluetooth体重計と接続処理をしている状態です。
　 ・ 「接続中：SANWA 400-HLS004」・・・Bluetooth体重計と接続されています。

⑨「×」・・・アプリを終了します。

■よくある質問
初回アプリ設定、ペアリングを行った後に使用する場合は、アプリを起動した後、体重計の電源をONに
すれば自動的に接続されます。(Android端末のBluetoothがONの場合。OFFの場合はONにしてく
ださい。)

※アプリ画面下部に、「Bluetooth機器未接続」と表示されている部分が、「接続しています・・・」「接続
中：SANWA 400-HLS004」という順番で変わっていきます。体重計の電源をONにしてから、「接
続しています・・・」の表示に変わるまで数秒かかることがあります。

●体重計ON時、「Lo」と表示されると電池が少なくなっています。4本全て交換してください。

■2回目以降に使用する場合

■画面説明

体重計は、電源をONにした後は自動的に電源がOFFになります。体重計の状態によって電源OFFに
なる時間が異なりますので、下記を参照してください。

■体重計の自動電源OFFについて

■保証規定

警告・注意事項
●本製品は自宅で使用し、個人の健康をモニターできるよう設計された家庭用製品です。業務用（病院や医療機関）では使
用しないでください。
●本製品は精密電子機器です。必ず乾燥した場所に保管してください。また、正確な結果を保証するため、磁場から離れた
場所で保管してください。磁場が通信に悪影響を及ぼし、損害を受ける場合があります。
●風呂場などの湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。また、濡れた手でのご使用は絶対におやめください。感
電の原因となります。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがや誤飲などの原因となります。
●投げたり、振り回したりしないでください。故障やけがの原因となります。
●万一、本製品が極端に発熱している、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止
してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
●直射日光や、高温になる場所には置かないでください。火災・故障の原因となります。
●極端な温度条件下や急激な温度変化にさらされる場所での使用・保管はおやめください。故障・破損の原因となります。
●長時間ご使用にならない場合は本製品から電池を取り外して保管してください。液漏れやサビにより故障の原因となります。
●電子レンジなど強い磁場を避けて使用、保管してください。
●万一、本製品が破損した場合はご使用を中止してください。故障やけがの原因となります。
●本製品の分解、改造、修理は絶対におやめください。故障やけがの原因となります。また、それらをおこなった場合の保証
は致しかねますのでご了承ください。
●本製品の上に物を置かないでください。故障の原因となります。
●本製品は高度な信頼性を必要とする設備や機器、あるいはそれらの制御システムに組み込んでの使用は想定されておりません。
　かかる設備、機器及び制御システムなどに本製品を使用し、事故、災害、損害などが生じても弊社ではいかなる責任も負いかねます。
●本パッケージに含まれる全てのものについて、その一部または全部を無断で複製、複写する事はできません。
●お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益に付いて、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了
承ください。

型番

保 証 書
シリアルナンバー

お名前（ふりがな） ご住所

販売店名・住所・TEL

ご購入日から保証期間　6ヶ月　　　　　　　　　　　　 お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

〒

TEL

TEL

担当者名

お
客
様

販
売
店

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げ
の販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　（１）保証書をご提示いただけない場合。 
　（２）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 
　（３）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 
　（４）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。  
　（５）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷による場合。 
　（6）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。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性
を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人
身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。
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〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1TEL.086-223-5680  FAX.086-235-2381
BF/AE/NSDaNo

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト

■ [グラフ」グラフメニュー

[鉛筆]メインメニューで選択しているユーザーの記録履
歴を元にしたグラフを表示します。タップして拡大、縮小
します。

①体重・・・・・・・・・・・・体重グラフの表示/非表示を設定します。

②BMI・・・・・・・・・・・・BMIグラフの表示/非表示を設定します。

③色設定・・・・・・・・・グラフが見えやすいように、体重、BMIの
折れ線の色を変更することができます。

■ [設定]設定メニュー

①ユーザー新規登録・・・・・・・・・ユーザーを新規で追加登録します。

②ユーザー削除・・・・・・・・・・・・・・現在登録されているユーザーを
削除します。

※削除した場合、それまでに記録したデータも全て削除
されます。

③ユーザー履歴削除・・・・・・・ユーザー情報は残したまま、記録
だけをリセットします。

④「電子メールアドレス」・・・下記「記録を共有する」メニュー
より、メールで共有する場合に
宛先を指定します。

⑤「記録を共有する」・・・・・・・・測定記録を共有します。共有に
対応しているアプリを選択し、
実行してください。基本的には
全てテキストファイルになります。

①

②
③
①

①
②
③

⑤
④

②

③
⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨

④

輸入・販売事業者名：
商品名：Android 対応 Bluetooth 体重計
商品型番：400-HLS004
ひょう量：150kg
目量：0.1kg


