
この度はBluetooth体重計Airscaleをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本体重計は家庭用製品であり、自宅で使用し、個人の健康状態をモニターできるよう設
計されています。業務用（病院やその他の医療機関）では使用しないでください。
また、本体重計は、補助を受けずに体重計の上に立つことができる成人用です。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書
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、足りないものがございましたら、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ございます。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。

※専用App「Airscale」のインストールはインターネット環境下でおこなってください。
※専用App「Airscale」は無料でお使いいただけますが、ダウンロード時の通信費用は別途
発生する場合がございますのでご注意ください。

※充電式電池は使用しないでください。
※子供のいない場所で電池交換をおこなってください。電池などを飲み込むおそれがあります。
※長期間使用しない場合は、電池を取り外してから保管してください。電池の液漏れなどによ
り故障の原因となります。
※電池交換時は新しい電池と古い電池が混ざらないようご注意ください。また、必ず同じ種類
の電池4本をお使いください。
※電池を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体のルールに従ってください。

※ペアリングできない場合は、体重計から電池を取り外
しもう一度付け直してください。
※Airscaleデバイスが見つからない場合は、iOSデバ
イスを再起動してください。

※ 本体重計では充電式電池は使用しないでください。

■セット内容

本体重計は単体で体重を測定できますが、iOSデバイスに接続することでBMI値の測
定や体重の管理をおこなうことができます。専用App「Airscale」をインストールして
いない場合は以下の手順に従いインストールしてください。

①iOSデバイスでApp Storeを起動し、「Airscale」というキーワード
で検索してください。
②右図と同じアイコンのAppをインストールしてください。

■専用App「Airscale」のインストール 

初めてご使用になる場合、および本体画面に”Lo”と表示される場
合は電池の装着、または交換してください。

①本体裏面の電池カバーを取り外してください。

②電極の向きに注意して電池をセットしてください。電池交換時は古い電池を取り出し
てから新しい電池をセットしてください。電池をセットすると本体が起動します。

③電池カバーを閉じます。

■電池のセット

本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、
本体重計が損害を受ける場合があります。

■保管に関するご注意

本製品はひずみゲージを用いたデジタル体重計です。
足で強くタップするだけで電源が入り、使用後は自動でオフします。
また、iPhoneやiPod touchとBluetoothで連携し、専用App「Airscale」を用いて体
重を記録することができます。

■本製品の特長

■仕様

製 品 サ イ ズ 約W243mm×D180mm×H31.5mm

重　　量 約740g（電池含まず）

測定範囲 2.0kg ～ 150.0kg（測定誤差：0.1kg）

表示単位 kg

電　　源 アルカリ乾電池単四型（1.5V）×4本 （※）

動作環境温度 10℃～40℃

保管温度 －25℃～60℃

対応OS iOS 4.2以降（2013年1月現在）

Bluetooth規格 V3.0+EDR Support

Bluetooth体重計 Airscale
取扱説明書

●Bluetooth体重計 Airscale本体
●単四乾電池（テスト用）
●取扱説明書

＜インストール方法＞

電池カバー

※iPhone、iPod touchはApple Inc.の商標であり、米国およびその他の国で登録されてい
ます。

本体重計はiOS4.2以降のバージョンを搭載した、以下のモデルと連携させることがで
きます。
また、本書では以下の対応デバイスをiOSデバイスと表記します。

■対応iOSデバイス

●iPhone 5
●iPhone 4
●iPhone 4S
●iPhone 3GS

●iPod touch（第5世代）
●iPod touch（第3世代）
●iPod touch（第4世代）

①「対応iOSデバイス」の項目をお読みになり、お使いのiOSデバイスが本体重計に対
応していることを確認してください。

②iOSがVer4.2以降であることを確認してください。Ver4.2以降でない場合は、本体
重計をご使用になる前にお使いのiOSをアップデートしてください。

■本体重計とiOSデバイスをペアリングする （初めてお使いになる場合）

③お使いのiOSデバイスを操作し、ホーム画面の
　「設定」よりBluetoothを有効にしてください。
　（設定 → Bluetooth → オン）
　体重計の検索が始まります。

④「電池のセット」の項目をお読みになり、電池を
セットしてください。体重計が起動し、しばらくす
るとBluetoothマークが点滅します。
既に電池が入っている場合で表示が消えている
場合は、軽く体重計に力をかけて起動してくだ
さい。しばらくするとBluetoothマークが点滅
します。

⑤Bluetoothマークが点滅している間（約2分間）
に、デバイスの項目から「Airscale ペアリング
されていません」を選択してください。

⑥PINコードの入力画面が表示されますので
　「0000」を入力し「ペアリング」を選択してくだ
さい。

Bluetoothマーク

⑦「Airscale 接続されました」が表示され、体重
計のBluetoothマークが点滅表示から点灯表
示に切り替わります。本体重計とiOSデバイス
が接続されました。

1台
4本
1部
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※同日中に同じアカウントを使用して複数回体重を測定すると、最後に測定した結果がiOSデバ
イスに記録されます。

※体重計の中央に立ち、測定結果が表示されるまでで
きる限り動かないでください。
※スケールの端に立たないでください。転倒したり、測
定精度に影響などが生じます。

①iOSデバイスの画面回転をロックしている場合は、ロックを解除してください。
②専用App「Airscale」を起動し、「ユーザー管理」タブを開いてユーザー名を選択し
てください。
③iOSデバイスを回転させ横画面表示にしてください。
④画面をフリックすると、これまでに測定した体重データをグラフ形式、リスト形式で順
に表示します。

①専用App「Airscale」を起動してください。

⑤専用App「Airscale」を起動してください。

②測定値が点滅表示すると測定終了です。

■専用App「Airscale」にユーザー情報を登録する

■体重計単体で体重を測定する(iOSデバイスと接続されていない場合)

③足で強くタップすると体重計が起動し、しばらく
するとBluetoothマークが点滅表示します。

Bluetoothマーク

①足で強くタップして体重計を起動し、体重計に
　”0.0kg”が表示されたことを確認し、ゆっくりと
　乗ってください。

■iOSデバイスを用いて体重を測定する

⑥「ユーザー管理」タブを開き、ユーザー名を選択してください。

③体重計から降りて約10秒間経過すると、電源は自動でオフに切り替わります。

⑧測定値が点滅表示すると測定終了です。体重計
の中央に立ち、測定結果が表示されるまで、で
きる限り動かないでください。測定値がiOSデ
バイスにも表示されます。

⑦体重計に”0.0kg”が表示されたことを確認し、Appの日付を確認の上、ゆっくりと体
重計に乗ってください。

⑨体重計から降りて約10秒経過すると、電源は自動でオフに切り替わります。

②「ユーザー管理」タブを開き、「＋」（ユーザー情
報の追加）を選択してください。

②お使いのiOSデバイスを操作し、ホーム画面の
　「設定」よりBluetoothを有効にしてください。
　（設定 → Bluetooth → オン）
　体重計の検索が始まります。

③氏名、性別、生年月日、身長、目標体重を入力し、
「確定」ボタンを押してください。

④ユーザー情報が登録されました。

④Bluetoothマークが点滅表示している間に、デ
バイスの項目から「Airscale 接続されていま
せん」を選択してください。デバイスの項目が
　「Airscale 接続されました」に切り替わります。

　選択前に点滅表示が終了した場合や「Airscale 
接続されました」に切り替わらない場合は③に
戻ってください。

①本体重計は複数のiOSデバイスとペアリングさせることができますが、同時に複数の
iOSデバイスと接続することはできません。測定前に他のiOSデバイスが接続されてい
ないことを確認してください。

■測定履歴を確認する

測定画面 測定履歴（グラフ） 測定履歴（リスト）

■保証規定

■専用App「Airscale」の設定

警告・注意事項

①専用App「Airscale」を起動し、「設定」タブを開いてください。
②「表示単位」、「言語」、「針の回転音」、「測定状態」の設定をおこないます。また、「標準
値計算機」で年齢、身長、性別を入力すると標準体重を調べることができます。　

※表示単位は、このデバイスでは「kg」しか表示できません。

●本体重計は自宅で使用し、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。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。けがなどの原因となります。
●本体重計は、補助を受けずに一人で立つことができる使用者向けに設計されています。低年
齢のお子様や自力で立てない方には使用を推奨しておりません。

●測定時は体重計の端に立たないでください。転倒したり、測定精度に影響を及ぼすことがあります。
●本製品は、水平で安定した場所にて使用してください。また、平らでない床、柔らかい床、カー
ペットの上などでは正しく測定できない可能性があります。

●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・保管はお止めください。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。
●本体重計の分解、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。
●本体重計の上に物を置かないでください。故障の原因となります。
●本体重計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。
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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 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。 
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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■ユーザーの削除方法
　削除したいユーザーの覧の上で、指を右から
　左へ動かすと削除するメニューが出ますので
　タップします。

設定


