１．はじめに

AX-ADCWD-T／AX-ADCWD-R

ワイヤレス通信ユニット
送信機／受信機
取扱説明書 保証書付
ご注意
(1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイ
の書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行
うことはできません。本書の内容の一部、また
は全部の無断転載は禁止されています。
(2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様
は、改良のため予告なしに変更する場合があり
ます。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成して
おりますが、お気づきの点がありましたらご連
絡ください。
(4) 運用した結果の影響については、前項にかかわ
らず責任を負いかねますのでご了承ください。
1WMPD4003490A

このたびは、AX-ADCWD-T ワイヤレス通信ユニット送信
機／AX-ADCWD-R ワイヤレス通信ユニット受信機をお
買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製
品は本製品専用のコネクタを有するエー・アンド・デイ製
の機器でのみ使用可能です。本製品をより効果的にご利用
いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み
ください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂
いた後も大切に保管してください。

送信機（AX-ADCWD-T）
コネクタ
送信ボタン

注意

初めてお使いになる場合は、受信機のコンピュータ
へのデバイス･ドライバーのインストールと、送信機
の受信機への登録が必要です。
送信機は、受信機に登録した順に、１番から 8 番ま
での番号が自動的に記憶されます。
以下の手順で登録をしてください。

２．安全にお使いいただくために
本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買
い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、 受信機（AX-ADCWD-R）
キャップ
USB コネクタ 設定ボタン
守っていただきたい事項を示しています。

LED（緑色）

警告表示の意味
取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然
に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。

注意

この表記は、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負ったり、物的傷害の発生が
想定される内容を示します。

注意

３．取り扱い上の注意
● 本器は防水型ではありませんので、水中や直接水のか
かる様な場所でのご使用は避けてください。
● 強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでくださ
い。故障の原因になります。
● 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い
所での使用は避けてください。
● 強い磁場や電界のある場所(テレビや IH 調理器具、電
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６．機器の準備

LED（緑色）

Microsoft Windows および Excel は、米国およびその他
の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標ま
たは、商標です。

･ 万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師の指示
を受けてください。
･ 本製品各部の端やとがった部分は鋭利になっており
ます。けがをしないように取り扱いには十分に注意し
てください。
･ 修理
ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わない
でください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷
及び機能を失う恐れがあります。
･ 機器の異常
機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をや
め、「故障」であることを示す貼紙を機器につけるか、
あるいは誤って使用されることのない場所に移動し
てください。そのまま使用を続けることは大変危険で
す。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、
または弊社にお問い合わせください。
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子レンジなど)では、機器に影響を与える恐れがあり ･ 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、
ます。そのような場所でのご使用は避けてください。
分解、火中への投入はしないでください。
● ３ヶ月以上使用しない場合は本製品から電池を取り
･ 電池は幼児の手の届かないところに置いてくだ
外して保管してください。電池の液漏れにより故障の
さい。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の指
原因になります。
示を受けてください。
･ 環境保全のため、使用済電池は、市町村の条例に
４．各部の名称
基づいて処理するようお願いします。

５．電池の交換方法
ご購入時、送信機に電池は入っていません。以下の手順
で電池を正しく入れてください。
LED が点滅しなくなった、動作しなくなった場合は、
以下の手順で電池を交換してください。
※電池は、お近くのコンビニエンスストアー、スーパーマーケット、
ホームセンター、電器店でお求めになれます。

① 受信機をコンピュータの USB ソケットに挿入する
と、デバイス･ドライバーがコンピュータに自動的
にインストールされます。特にエラー等が発生し
なければ、インストールは成功です。インストール
完了後、受信機本体の LED が点灯します。
デバイス･ドライバーは「HID キーボードデバイス」
、
または「USB Game Controller」として登録されま
す。
（お使いの OS により異なります。
）
② コンピュータでエクセル等を開き、データ入力を
行う場所にカーソルを置きます。
（日本語入力は、半角英数字のモード）
③ ノギス上部のキャップを外し、電池が挿入された送信
機をノギス本体上部のコネクタに挿します。
キャップ

送信機

電池の交換方法
① 本体裏面の電池フタを、コインを使って回し、開きます。
② 古くなった電池を取り出します。
③ 電池の（＋）側を上にして新しい電池をセットします。
④ コインを使って元のように電池フタをはめます。

注意
④ 受信機の設定ボタンを 3 秒以上長押して、受信機
電池使用上の注意
の LED が点滅したら離します。
･ 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合
設定ボタン
ＬＥＤ
があります。
･ 本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り
外して保管してください。
受信機
･ 電池は必ず指定のもの(ＣＲ２０３２コイン型電池１個)
をご使用ください。
･ 電池は極性を間違えないようにセットしてください。
⑤ ノギス本体の電源がオンの状態で、送信機の送信
電池を逆に入れると正常に動作しないばかりか、故障
ボタンを 3 秒以上長押しして、送信機の LED が
の原因になります。
点滅をしたらボタンを離します。
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送信機のブザーがピッと１回鳴り、受信機のブザーが
ピッと鳴り、1 台の設定が完了します。
このとき、データが１回送信されます。開いていたエク
セルにデータが転送されたことを確認してください。
⑥続けて登録する場合は、⑤の操作を繰り返します。
⑦ 設定を完了する場合は、受信機の設定ボタンを長押
しして、LED が点灯に変わったら離してください。
＊ 8 台登録をすると、自動的に設定を終了します。

７．操作方法

受信機が正常に動作していない可能性があります。
受信機の LED が点灯しているか、確認をしてくださ
い。LED が点滅している場合は、設定ボタンを長押
しして、点灯に変わったら離します。設定ボタンを
長押ししても LED が点灯に変わらない場合は、一度
受信機のコネクタを抜き、10 秒間待ってから、もう
一度 USB コネクタに挿入してください。
受信機の LED が点灯している場合は、送信機の登録
が消えている場合があります。再度設定を行ってくだ
さい。

送受信データは、以下のキーボード入力を行ったと ･ デバイス･ドライバーの確認をしたい。
受信機が正常に動作していない場合は、デバイス･ドラ
きと同じ動作をします。
イバーが正常に動作していない場合があります。以下
機器番号⇒右シフト（→）⇒測定値⇒下シフト（↓）
の方法でお使いのコンピュータで確認をお願いします。
⇒左シフト（←）
Microsoft Excel など、表計算ソフトを起動し、カー
WindowsXP／7 の場合
ソルを入力したい場所に置くことで、データの入力
画面の左下のスタートボタンを押し、メニューのコント
がされます。
ロールパネルを開きます。
入力例
1 27.26 ＊ 日本語入力は、半角英数字のモードに
してください。
1 27.26
コントロールパネル
ノギスで測定を行い、送信機の送信ボタンを押すこ
とで、表示している測定値のデータがコンピュータ
に送信されます。
送信機がピッと鳴り、LED が 1 回点滅します。
受信機がピッと鳴り、LED が 4 回点滅します。

スタートボタン

･ 使用後は、付属のプラスチックケースに入れて保
存してください。

コントロールパネルの「キーボード」を開きます。
キーボード

８．リセット方法
正常に動作しない場合は、受信機の情報をリセット
することができます。
受信機の設定ボタンを 10 秒以上長押しします。ブザー
がピーと鳴り、音が止まったら手を離してください。
受信機の情報がリセットされます。
＊ ブザーが鳴り終わる前に手を放すと、ブザーが鳴り
っぱなしになります。この場合は、一度コネクタを
抜いてからもう一度挿入してください。
＊ 8 台登録済みの場合は、設定ボタンを押すとブザー
が鳴りっぱなしになりますが、そのまま 10 秒以上
長押ししてください。ブザーが鳴り終わればリセッ
ト完了です。

キーボードのプロパティで「ハードウェア」タブを開き、
「HID キーボードデバイス」が認識されていることを確
認してください。

９．こんなときには
･ 送信機のボタンを押しても、何も起こらない。
（LED 点滅せず、ブザーも鳴らない）
電池が消耗しています。新しい電池に交換してく
ださい。
･ 送信機のブザーがピピッと鳴り、データが転送さ
れない。
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Windows10 の場合
画面左下のスタートボタンを押し、メニューの設定ボタン
を押します。
設定ボタン

スタートボタン
「Windows の設定」の「デバイス」
を開きます。

設定画面で「接続中のデバイス」を選択します。
その他のデバイスに「USB Game Controller」
が認識されていることを確認してください。
USB Game Controller

接続中のデバイス

１０．仕様
2400 ～ 2483.5MHz
2400 MHz FSK／GFSK
-88 dBm＠2M モード､誤差 500 KHz
約 10 m 以内
送信距離
(室内で障害物の無い見通し距離)
送信機接続数
8台
ブザー音量
約 40 dB／10cm
0 ～ 40 °C 、80%RH 以下
動作温湿度範囲
（結露しないこと）
-20 ～ 70 °C、80％RH 以下
保存温湿度範囲
（結露しないこと）
送信機 CR2032（リチウム電池）1 個
電源
DC5 V、300 mA
受信機
（コンピュータのUSB ポートから供給）
約1年
（保存時）
電池寿命
10,000 回 （送信時）
送信機 約 25(W)×48(H)×12.5(D) mm
寸法
受信機 約 20(W)×76.5(H)×11.2(D) mm
送信機 約 12ｇ（電池含む）
質量
受信機 約 10ｇ
付属品
電池（モニタ用）、取扱説明書
材質
ABS 樹脂
周波数
変調方式
感度
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保証規定
万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場
合の補償は本製品の購入代金の範囲とさせていた
だきます。また、次のような場合には保証期間内で
も有償修理になります。
1. 誤ったご使用または取扱による故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、およびご使用者の責
に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れ
による故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使
用およびその他の天災地変や衝撃などによる故
障または損傷。
5. 保証書のご提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの
記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属
品の交換。
8. 消耗品（電池）は保証範囲外。
9. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管
してください。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
※ お買い上げ店または弊社営業所にご持参いただく
に際しての諸費用は、お客様がご負担願います。

製品に関するお問い合わせはお客様相談センターへ
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00
(日・祝日、年末年始、弊社休業日を除く)
通話料無料 0120-514-019
〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
株式会社エー・アンド・デイ FE 課
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