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１．安全上のご注意 
この商品を安全に正しく使用していただくために、事前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分

にご理解ください。 

お読みになったあとは、いつもお手元に置いてご使用ください。 

 

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 

表示と意味は次のようになっています。 

 

警告サイン 内            容 

警告 
この表示を無視して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ています。 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、物的

損害の発生が想定される内容を示しています。 

 
 

   注意 
・手すりには、寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒の恐れがあります。 
・計量台に飛び乗ったり、乱暴に取り扱わないでください。けがや故障の原因となります。 
・ 計量台の下に物が入りこんだ状態や、周囲壁等の接触を避けてください。測定に影響します。 
・使用を開始する前には、必ず本機が安全に動作することを確認してからご使用ください。 
  なお、万一異常が発見された時は速やかに使用を中止して、故障中の表示を行い弊社営業所

へご連絡ください。 

・本機を改造しないでください。 
  改造された製品については、弊社はいかなる責任も負いかねます。 

 

 1-1 設置場所のお願い 
・ 振動や風の影響を受けない平らな場所で、かつ本体および被測定者の重さにも耐えうる床上に

設置してください。 

・ 直射日光の当たる場所は避けてください。 

・ 外来電源ノイズや強力な電波、磁気等による影響を受けない場所に設置してください。 

・ 引火、爆発する恐れのある物質が近くにある場所には設置しないでください。 

・ 設置場所の温度は本機の使用温度範囲以内にしてください。 

・ 機器の消費電力を十分供給できる医用（３Ｐ）コンセントが用意されている場所に設置してく

ださい。 

・ 接地端子を備えている場所に設置してください。 
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 1-2 使用上のお願い 
・ ボールペン等尖った物でスイッチを押さないでください。故障の原因となります。 

・ 接地をとってください。 

・ 体重を測定する際は静かに乗り、測定が終了するまでは体を動かさないでください。 

・ 本機は人間の体重を測定することを目的としています。これ以外の目的で使用しないでください。 

・ 身長体重計は精密機器ですので、取り扱いには十分ご注意ください。 

・ 足型にあわせ、正しい姿勢でお乗りください。 

・ 計量台には静かに乗り降りしてください。 

・ ポールに寄りかかるなど、強い力をかけないでください。 

・ 通常、 小表示は１００ｇとなっています。取引または証明における計量に使用する場合は

小表示１００ｇの状態でご使用ください。 

  小表示を２０ｇで測定することも可能ですが、２０ｇの桁は補助表示で、取引または証明にお

ける計量には使用できません。 

・ 本機は検定付きの計量器ですので使用できる地域が決められています。表示部背面の銘板に記

載されている使用地域内でご使用ください。使用可能な地域は、銘板に記載されている地区番

号と取扱説明書の重力加速度マップでご確認ください。 

・ 身長部は検定対象外です。 

 

 1-3 定期検査（検定） 
ひょう量５ｔ未満の質量計を取引や証明に使用する場合、計量法施行令第１１条により２年に１回

定期検査（検定）を受けることが義務づけられています。 

当定期検査は、都道府県の指定した施設にて行いますので、詳細は各都道府県にお問い合わせください。 

 

「はかり」は、長時間使用していると精度のくるいが生ずることがあります。 

性能維持のため定期点検をお奨めします。定期点検については、弊社にお問い合わせください。 
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２．概要 

ＡＤ－６２２８／ＡＤ－６２２８Ｐは、光センサによる高速身長測定とロードセルによる高精度重

量測定を実現した全自動身長体重計です。 

主な特長は、 

１）床面から計量面まで５センチと非常に低く、手すりが付いているので高齢の方も楽に計量台に

乗り降りすることができます。 

２）手すりを装備したことにより、計量中などふらつくことなく安定して測定できます。 

３）ロードセルを４本使用することで、重量を正確に測定できます。 

４）メモリ風袋引き機能が付いていますので、同じ着衣や椅子の重量を事前に入力しておきますと

ワンボタンで測定できます。 

５）光センサを用いることで身長測定時間を短縮しています。 

６）身長測定部のポールは、身長測定範囲を３通り設定できるので、用途、被験者に 適な身長測

定ができます。 

７）測定した値を印字できます。（ＡＤ－６２２８Ｐのみ） 

８）ＲＳ－２３２Ｃ通信が可能で、簡単に測定結果をパーソナルコンピュータなどに取り込むこと

ができます。 

９）身長値と体重値からＢＭＩを算出します。 

ＢＭＩは、ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）／（身長（ｍ）×身長（ｍ））で計算される指標であり、肥

満度が判定できます。 

判   定 ＢＭＩ 
や  せ １８．５未満 
普  通 １８．５～２５未満

肥  満 ２５以上 

ＢＭＩは日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会２０００年度報告により算出しています。 
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３．各部の名称と機能 
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 3-1 スイッチ機能 
 

 

 

 

 

 

 
 名  称 機  能 

① 電源スイッチ ・電源のオン・オフを行います。 
 
② 

 
測定／ゼロスイッチ 

・通常の測定を行います。（風袋量なし） 
・表示固定中の解除を行います。 
・エラー表示になった時、測定モードへ移行します。 

 
③ 

 
表示切替スイッチ 

・測定モードが「体重＋身長」、「体重」、「身長」と切り替わります。

・ファンクション設定で手動印字を選択した場合のみ、印字スイッチ

となります。（表示固定中のみ）※ 
 

④ 

 

測定／風袋スイッチ 

・風袋引き測定を行います。 
・測定モード中に長押しすると実重風袋量の値を記憶し、風袋引き測

定モードへ移行します。 
・待機状態中に長押しするとプリセット風袋量の設定を行うことがで

きます。 

⑤ ▲／２０ｇスイッチ ・表示固定ＬＥＤまたは安定ＬＥＤが点灯している時に２０ｇ表示に

切り替えることができます。 
 
⑥ 

 
時計スイッチ 

・測定モードから待機状態へ移行します。 
・待機状態中に長押しすると時計設定を行うことができます。 
・待機状態中に紙切り動作を行います。※ 

⑦ 紙送りスイッチ ・紙送りを行います。（測定中は行いません。）※ 

※はＡＤ－６２２８Ｐのみです。 

 

 3-2 表示部の説明 
 

 名  称 機  能 
① 身長ＬＥＤ 身長測定モードの時、点灯します。

② 体重ＬＥＤ 体重測定モードの時、点灯します。

③ 安定ＬＥＤ 体重表示が安定している時、点灯し

ます。 

④ 表示固定ＬＥＤ
体重表示を固定している時、点灯し

ます。 

⑤ 風袋ＬＥＤ 風袋引き重量測定時、プリセット風

袋設定時に点灯します。 

⑥ 補助表示ＬＥＤ
補助表示２０ｇを選択した時、点灯

します。 
 

⑦

 

マイナス符号 

表示をゼロにした重さより軽い時、

表示されます。 
メモリ風袋引き値にも表示されま

す。 
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４．使用前の準備 

 4-1 組立 
１．梱包箱から本機（計量台など）を取り出します。 

 

２．計量台をひょう量（２００ｋｇ）と本機自重に

十分耐え得る平らで水平な場所に設置します。 

 

３．表示器と表示器用スタンドを付属ネジで固定します。 

 

４．電源ケーブルを電源コンセントに差し込みます。 

 

５．計量台に付いている水平器の円（赤色）の中に

気泡がくるように、計量台の四隅の足を回して

計量台の水平を調整します。また、計量台の足

以外の部分が床と接触しないように注意して  

ください。 

   注意 
本体は重量がありますので、指など挟まないよ

うに注意してください。 

 

６．身長測定範囲は、６０ｃｍ～１６０ｃｍ、１００ｃｍ

～２００ｃｍ、１２０ｃｍ～２２０ｃｍの    

３段階に切替可能となっています。ポール後部

のノブを引っ張り（①）、ポール上部を持って  

スライド（②）させてください。所定のマーク

の位置に来ると、ノブが「カチッ」と引っ込んで

固定されます。 

適切な位置で固定してください。 

 

注意：ポールの伸縮は、必ず電源オフまたは待機状

態で行ってください。 

 

７．以上で組立終了です。 

 

８．移動する場合は、「５．移動方法」の手順に    

従って行ってください。 

 



 8

 4-2 電源オンおよび待機状態 
計量台の上に何も載っていない状態にして、計量台後部の電源スイッチを入れます。ブザーが「ピッ

ピッ」と鳴り、表示が全点灯し、内部動作の安定後に測定モードになります。 

測定または風袋引き測定中に時計スイッチを押すと、待機状態に戻ります。 

 

注意：以下の事項が満足されないと電源を入れた時、測定モードに移行しないことがあります。 

・計量台の上に何も載っていないこと。 

・計量台が他の物に接触していないこと。 

 

 4-3 時刻設定 
１．電源スイッチを入れ、時計スイッチを押して

待機状態にします。 
２．時計スイッチを長押しすると（１秒間以上）、

年（１行目）、月・日（２行目）、時・分（４

行目）が表示されます。 
３．「年」の表示が点滅しています。 
４．▲／２０ｇスイッチを押すと、数値が１つづ

つ増え、測定／風袋スイッチを押すと、数値

が１つづつ減ります。 
５． 時計スイッチを押すたび、月→日→時→分と

表示の点滅（変更可能な部分）が移り変りま

す。（数値の変更方法は、上記「４．」参照） 

※「分」の表示が点滅している時に、時計スイッ

チを押すと、変更された内容（年～分）は設定

（変更）されず、待機状態に戻ります。 
６．時刻データの変更が終わったところで、    

測定／ゼロスイッチを押すと、時刻データが

設定（変更）されて、待機状態に戻ります。 
(ア) 「年」データの設定可能範囲は、２０００

～２０９９年です。 

(イ) 本機の時計は、２４時間制です。（閏年に

対応しています。） 

(ウ) 本機の時計は、リチウム・バッテリでバッ

クアップされていますので、電源を切った

状態でも動作しています。 
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 4-4 プリンタ用紙セット（ＡＤ－６２２８Ｐのみ） 
プリンタの用紙をセットする前に、電源スイッチを入れ、時計スイッチを押して待機状態にします。 

※ 本プリンタは、感熱紙タイプです。専用のプリンタ用紙ＰＰ－１４７をご使用ください。 

 

１．プリンタカバーを押し開きます。 

 

 

２．プリンタ用紙の先端をまっすぐに

切り揃えてください。 

 

 

 

 

３． プリンタ左横の青色のレバーが下が

っていることを確認してください。 

 

４． プリンタ用紙の光沢のある面を下

にして先端をローラの下の位置に差

し込みます。 

 

５． 自動で紙送りし、停止します。 

 

６． 時計スイッチを押して、余った紙を

切ります。その後、プリンタカバー

を閉じます。 

 

 

注意：プリンタ使用時の注意事項 

・ 紙づまりした時は、プリンタ左横の青色のレバーを上にあげ、紙を取り除いてください。

その後、レバーを止まるまでしっかり下げてください。 

・ レバーが下がっていないとエラーになります。（Ｅｒｒｏｒ ８） 

・ 表示固定をＯＦＦに設定してプリンタを使用しないでください。印字が連続する場合があ

ります。 
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５．移動方法 
１．計量台後部にキャスタが付いていますので、手すりを持って傾けてください。 

    注意 
・本体のまわりに人や物がないことを確認してください。 
・本体は重量がありますので足や手など挟まないように十分に注意してください。 
・ポールやカーソルを持って移動しないでください。 

 

２．キャスタを使って移動させてください。 

    注意 
移動中に本体を壁や物等にぶつけないように注意してください。故障の原因となります。 

 

３．移動する場所に着いたら、静かに降ろしてください。 

    注意 
乱暴に取り扱わないでください。故障の原因となります。 

 

    注意 
カーソルにぶら下がったり、無理に上下に動かしたりしないでください。故障の原因と

なります。 
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６．操作方法 
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 6-1 測定モード切替 
１．測定モード、または待機状態にします。 
２．表示切替スイッチを押すたび、ブザーが「ピッ」と鳴り、測定モードが「体重＋身長」、       

「体重」、「身長」と切り替わり体重ＬＥＤと身長ＬＥＤがモードによって点灯します。 
・「体重＋身長」モードは、体重を測定後に身長を測定します。さらにＢＭＩを表示します。 
・「体重」モードは、体重のみ測定します。 
・「身長」モードは、体重も測定しますが身長のみ表示します。 

 

 

 

 

 

 

 6-2 測定 

１．電源を入れます。 
２．ブザーが鳴り、全点灯後に安定ＬＥＤが点灯します。 

・「体重＋身長」モードの時は身長表示に“－．－ ”表示、ＢＭＩ表示に“－．－”と表示さ

れます。 

・「体重」モードの時は身長表示、ＢＭＩ表示は無表示になります。 

・「身長」モードの時は身長表示だけが“－．－ ”表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．表示切替スイッチを押して、使用したい測定モードに切り替えます。 

     ------------------------------------------------------（体重測定）------------------------------------------------------ 

４．安定ＬＥＤが点灯したら足型にあわせて静かに計量台に乗ります。 

・ゼロ表示がずれた場合は測定／ゼロスイッチを押してください。 

５．体重が安定し、表示固定（※１）されるとブザーが「ピッピッ」と鳴り体重測定が終了します。 

   注意 
測定中は体を動かさないでください。測定誤差の原因となります。 
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・表示固定は、測定結果が７ｋｇ以上の場合に適用され、その後、自動的に表示固定解除（※２）され

ます。 

※１ 測定値が一度安定すると、ある一定期間、表示し続ける機能です。 

※２ ・表示固定解除の条件（解除までの時間）や表示固定のオン／オフは、必要に応じて変更でき

ます。（「6-5ユーザ設定モード」参照） 

     ・表示固定中に測定／ゼロスイッチを押せば、固定状態を手動で解除できます。 

・表示固定解除後、オートパワーオフ設定時間内に次の測定を行わないと、待機状態に自動的に

戻ります。 

・体重測定、体重・身長測定の場合は、計量総質量が２００．８ｋｇを超えると計量範囲外（ひ

ょう量超過）になり、“－．－ ”を表示します。 

     ------------------------------------------------------（身長測定）------------------------------------------------------ 

６．体重値が表示固定されるとカーソルが降りてきます。 

７．頭部にカーソルが当たり、ブザーが「ピッピッ」と鳴って、身

長測定を終了します。 

※カーソルが降りてくる途中に計量台から降りてしまい、カーソル

が下部まで下がってしまった場合には、本機は測定不可能と判断

し、身長表示・ＢＭＩ表示に“Ｅｒｒ”を表示します。 

   注意 
カーソル移動中は、頭にカーソルをぶつけないよう頭を動か

さないでください。また、測定誤差がないよう顔を正面に向

け、頭を動かさないでください。 

８．測定が終わったら計量台から降ります。そのまま再測定したい場合は、計量台から降りないで

測定／ゼロスイッチを押すと再測定します。 

     -------------------------------------------（印刷）ＡＤ－６２２８Ｐのみ --------------------------------------- 

９．測定終了時に自動印字されます（出荷時は自動印字するように設定されています）。 

 また、手動印字設定の場合は、表示固定中に表示切替スイッチを押すと印字します。 

 印字方法（自動印字か手動印字）や印字する内容は、必要に応じて変更することができます。

詳しくは「6-5 ユーザ設定モード」を参照してください。 

・待機状態に戻る時には、時計スイッチを押してください。ブザーが「ピッピッ」と鳴って、

待機状態に戻ります。 

・測定しない時は、計量台後部の電源スイッチをお切りください。本機電源が切れ、全ての動

作が停止します。 

注意： 取引または証明における計量に使用する場合は、 小表示１００ｇの状態でご使用ください。

小表示を２０ｇで測定することも可能ですが、２０ｇの桁は補助表示と言い、取引または

証明における計量には使用できません。 
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 6-3 プリセット風袋量設定および実重風袋量設定 

 プリセット風袋量設定                                                      

プリセット風袋量設定は、着衣などの重量が前もって分かっている場合に、数値で風袋量を入力（設

定）することができる機能です。 

１．電源を入れます。 
２．時計スイッチを押し、待機状態にします。時計のみの表示になります。 
２．測定／風袋スイッチを長押しします。（１秒間以上） 

４．表記が下記のようになります。設定されている風袋量がＢＭＩ表示部に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ＢＭＩ表示部に表示されている風袋量を変更してください。 

設定範囲は０．０～１０．０ｋｇです。 

▲／２０ｇスイッチ ： 増加します。（長押しすると連続して増加します。） 

測定／風袋スイッチ ： 減少します。（長押しすると連続して減少します。） 

６．測定／ゼロスイッチを押すと、風袋量を記憶し、待機状態に戻ります。 

 

 実重風袋量設定                                                          

着衣などを計量台の上に載せて風袋量を入力（設定）できる機能です。 

１．電源を入れます。 
２．表示切替スイッチを押して「身長」モード以外に切り替えます。 

３．測定／風袋スイッチまたは測定／ゼロスイッチを押します。（待機状態の場合） 

４．ブザーが鳴り、体重表示が全点灯後、安定ＬＥＤが点灯します。また、風袋量が設定してあれ

ば、マイナス符号をつけた風袋量（風袋量を差し引いた値）が表示され、風袋ＬＥＤが点灯し

ます。 

５．着衣など（１０ｋｇ以下）を計量台の上に載せ、重量安定時に測定／風袋スイッチを長押し

すると風袋量を入力（設定）できます。 

 

※風袋量の設定値は、上記２通りの設定方法のうちで 後に設定された風袋量が使用できます。 
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 6-4 風袋引き測定 
風袋引き機能を使用することで、着衣等の重量をあらかじめ設定しておき、測定重量から差し引く

ことにより正味の重量を測定することができます。風袋量設定方法は、「6-3 プリセット風袋量設

定および実重風袋量設定」を参照してください。 

１．電源を入れます。 
２．測定／風袋スイッチを押します。 

３．ブザーが鳴り、体重表示が全点灯後に安定ＬＥＤが点灯します。また、風袋量が設定してあれ

ば（「プリセット風袋量設定」または「実重風袋量設定」）、マイナス符号をつけた風袋量（風

袋量を差し引いた値）が表示され、風袋ＬＥＤが点灯します。 

・「体重＋身長」モードの時は、身長表示に“－．－ ”ＢＭＩ表示に“－．－”と表示されます。 

・「体重」モードの時は身長表示、 ＢＭＩ表示は無表示になります。 

・「身長」モードの時は身長表示だけが“－．－ ”表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．表示切替スイッチを押して使用したい測定モードに切り替えます。 

      -----------------------------------------------------（体重測定）----------------------------------------------------- 

５．安定ＬＥＤが点灯したら足型にあわせて静かに計量台に乗ります。 

・ゼロ表示がずれた場合は測定／風袋スイッチを押してください。 

６．体重が安定し、表示固定（※１）されるとブザーが「ピッピッ」と鳴り体重測定が終了します。 

    注意 
測定中は体を動かさないでください。測定誤差の原因となります。 

・表示固定は、測定結果が７ｋｇ以上の場合に適用され、その後、

自動的に表示固定解除（※２）されます。 

※１ 測定値が一度安定すると、ある一定期間、表示し続け

る機能です。 

※２ ・表示固定解除の条件（解除までの時間）や表示固定のオ

ン／オフは、必要に応じて変更できます。（「6-5ユーザ

設定モード」参照） 

・表示固定中に測定／ゼロスイッチを押せば、固定状

態を手動で解除できます。 
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・表示固定解除後、オートパワーオフ設定時間内に次の測定を行わないと、待機状態に自動的に

戻ります。 

・体重測定、体重・身長測定の場合は、計量総質量が２００．８ｋｇを超えると計量範囲外（ひょう量

超過）になり、“－．－ ”を表示します。 

      -----------------------------------------------------（身長測定）----------------------------------------------------- 

７．体重値が表示固定されるとカーソルが降りてきます。 

８．頭部にカーソルが当たり、ブザーが「ピッピッ」と鳴って、身長測定を終了します。 

※カーソルが降りてくる途中に計量台から降りてしまい、カーソルが下部まで下がってしまった

場合には、本機は測定不可能と判断し、身長表示・ＢＭＩ表示に“Ｅｒｒ”を表示します。 

   注意 
カーソル移動中は、頭にカーソルをぶつけないよう頭を動かさないでください。また、測定

誤差がないよう顔を正面に向け、頭を動かさないでください。 

９．測定が終わったら計量台から降ります。そのまま再測定したい場合は、計量台から降りないで

測定／ゼロスイッチを押すと再測定します。 

      ---------------------------------------（印刷）ＡＤ－６２２８Ｐのみ ----------------------------------------- 

10．測定終了時に自動印字されます（出荷時は自動印字するように設定されています）。 

 また、手動印字設定の場合は、表示固定中に表示切替スイッチを押すと印字します。 

 印字方法（自動印字か手動印字）や印字する内容は必要に応じて変更することができます。詳

しくは「6-5 ユーザ設定モード」を参照してください。 

・待機状態に戻る時には、時計スイッチを押してください。ブザーが「ピッピッ」と鳴って、

待機状態に戻ります。 

・測定しない時は、計量台後部の電源スイッチをお切りください。本機電源が切れ、全ての動

作が停止します。 
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 6-5 ユーザ設定モード 

ユーザ設定モードはブザー、表示固定、オートパワーオフ、プリンタ、通信の設定ができます。こ

のモードの入り方、設定方法は以下の通りです。 
１．待機状態にします。 

以下各スイッチを押すたびにブザーが「ピッ」と鳴ります。 
２．測定／風袋スイッチと▲／２０ｇスイッチを同時に押します。 

３．表示１行目に“ＦｕｎＣ”と表示されます。 

※以降の操作（設定）中に時計スイッチを押すと、ユーザ設定モードを中止して、待機状態に

戻ります。（それまで設定された内容は記憶されません。） 
     

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

４．“ｉｎｉｔ”（２行目）、“ｏＦＦ”（３行目）表

示させている時、▲／２０ｇスイッチまたは、    
測定／風袋スイッチを押すと、３行目の表示の“ｏｎ”

と“ｏＦＦ”が切り替わります。 

 “ｏｎ”表示の時、測定／ゼロスイッチを押すと、  

ユーザ設定内容を全てデフォルト値にして、時刻表示

状態に戻ります。“ｏＦＦ”表示の時、測定／ゼロ  

スイッチを押すと以下の設定ができます。 
     

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 
５．“ｂ－ＳＥｔ”（２行目）表示は、ブザー出力設定

です。３行目の表示を▲／２０ｇスイッチ（増やす）

と測定／風袋スイッチ（減らす）で任意の値にして、

測定／ゼロスイッチを押します。 
   （大きい数値の方が高音です） 
 

 
     

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 
６．“ＨｏＬｄ”（２行目）表示は、計測結果を表示固定

解除する条件設定です。３行目の表示を▲／２０ｇス

イッチ（増やす）と測定／風袋スイッチ（減らす）

で任意の値にして、測定／ゼロスイッチを押します。 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------- 
７．“Ｐ_ｏＦＦ”（２行目）表示は、オートパワーオフ

条件の設定です。４行目の表示の“秒”と“分”を

表示切替スイッチで切り替えた後、▲／２０ｇスイ

ッチ（増やす）と測定／風袋スイッチ（減らす）で

任意の値にして、測定／ゼロスイッチを押します。 

 
 
      
-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
８．“Ｐｒｉｎｔ”（２行目）表示は、サーマルプリンタ動

作設定です。印字内容（３行目）と改行数（４行目）を

表示切替スイッチで切り替えた後、▲／２０ｇ 

スイッチ（増やす）と測定／風袋スイッチ（減らす）

で任意の値にして、測定／ゼロスイッチを押します。 
 （ＡＤ－６２２８Ｐのみ） 

 
      

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 
９．“ＳＣｉ１”（ＣＯＭ１）の表示は、通信条件の設定

です。２行目（右端）の通信スタイルと３行目の通信

データ長、パリティ、ストップビットと４行目の通信

速度（１／１０ｂｐｓ）を表示切替スイッチで選択し

た後、▲／２０ｇスイッチ（増やす）と測定／風袋  

スイッチ（減らす）で任意の値にして、測定／ゼロ

スイッチを押します。 
      

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
10． 後に“ＳＡｖＥ”表示になります。▲／２０ｇスイ

ッチと測定／風袋スイッチを用いて３行目の表示を

“ｏｎ”または“ｏＦＦ”にして、測定／ゼロスイッ

チを押します。“ｏｎ”表示の時だけ、設定された値

をメモリします。少しして待機状態に戻ります。 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ユーザ設定一覧 
２行目表示 表示説明 内  容 
ｉｎｉｔ 初期化 ユーザ設定を初期化します。 
ｂ_ＳＥｔ ブザー設定 クリック音、測定開始、終了音を設定します。 

 
Ｈｏｌｄ 

 
表示固定設定 

測定値（体重）が一度安定すると、ある一定期間表示し

続ける動作の設定です。（７ｋｇ以上で固定） 
また、一定時間経過後固定値±３ｋｇの範囲を超えると

表示固定解除されます。 

Ｐ_ｏＦＦ オートパワーオフ設定
７ｋｇ未満の状態で設定時間が経過すると自動的に待

機状態に戻る時間の設定です。 

Ｐｒｉｎｔ プリンタ設定 プリンタ機種ＡＤ－６２２８Ｐの印字内容と改行数の

設定です。 
ＳＣｉ１－６ 通信ＣＯＭ１設定 通信ＣＯＭ１動作設定です。 
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２行目表示 設定項目 設定範囲 内  容 

ＯＮ ユーザ設定の内容を初期化します。 
ｉｎｉｔ 初期化 

  ＯＦＦ* ユーザ設定の内容を初期化しません。 

ＯＦＦ ブザーが鳴りません。 

ｂ_ＳＥｔ ブザー設定 ３.０～６.０ 

（４.０*） 

ブザーが鳴ります。ブザーの音域を設定します。

（３ｋＨｚ～６ｋＨｚ  ０.１ｋＨｚ単位） 

ＯＦＦ 

表示が安定しても表示固定しません。定期検査で使用

する設定です。通常時は設定しないでください。“ｏＦＦ”

のまま主電源を切ると、設定が“０”となります。 Ｈｏｌｄ 表示固定設定 

０～２８（１０*）
表示が安定してから解除までの時間を設定します。 

（０～２８秒  ２秒単位） 

ＯＦＦ* オートパワーオフ機能を使用しません。 

Ｐ_ｏＦＦ 
オートパワー

オフ設定 １:００～４０:００
自動的に待機状態に戻る時間を設定します。 

（１～４０分  １０秒単位） 

Ｓ－０* 印字しません。 

 Ｓ－１* 自動印字：日時、身長、体重、ＢＭＩを印字します。

Ｓ－２ 自動印字：身長、体重、風袋、ＢＭＩを印字します。

Ｓ－３ 
自動印字：ＩＤ、日時、身長、体重、風袋、ＢＭＩを

印字します。   

Ｓ－４ 手動印字：日時、身長、体重、ＢＭＩを印字します。

Ｓ－５ 手動印字：身長、体重、風袋、ＢＭＩを印字します。

印字設定 

Ｓ－６ 
手動印字：ＩＤ、日時、身長、体重、風袋、ＢＭＩを

印字します。   

Ｐｒｉｎｔ 

改行設定 
Ｌ－００～１５ 

（０４*） 
印字後の改行数を０行から１５行まで設定可能です。

ＳＣｉ１－０ 送信しません。 

ＳＣｉ１－１ ＡＤ－６２２５Ａ互換 オート出力モード 

ＳＣｉ１－２ ＡＤ－６２２５Ａ互換 コマンドモード（ＣＲ） 

ＳＣｉ１－３ ＡＤ－６２２５Ａ互換 コマンドモード（ＣＲ＋ＬＦ）

ＳＣｉ１－４ ストリームモード 

ＳＣｉ１－５ コマンドモード 

ＳＣｉ１－６* オート出力モード 

ＳＣｉ１－７ 
バーコードスキャナ 

（詳しくは、販売店までお問い合わせください。）

ＳＣｉ１－８ 
外部プリンタ 

（詳しくは、販売店までお問い合わせください。）

スタイル 

ＳＣｉ１－９ 内蔵プリンタ選択 

７ 通信データ長を７に設定します。 
データ長 

８* 通信データ長を８に設定します。 

Ｅ パリティを偶数（ＥＶＥＮ）に設定します。 

ｏ パリティを奇数（ＯＤＤ）に設定します。 パリティ 

ｎ* パリティをなし（ＮＯＮ）に設定します。 

１* ストップビットを１に設定します。 
ストップ 

２ ストップビットを２に設定します。 

２４０ ボーレートを２４００ｂｐｓに設定します。 

４８０ ボーレートを４８００ｂｐｓに設定します。 

９６０* ボーレートを９６００ｂｐｓに設定します。 

１９２０ ボーレートを１９２００ｂｐｓに設定します。 

ＳＣｉ１－* 

（ＣＯＭ１） 

ボーレート

３８４０ ボーレートを３８４００ｂｐｓに設定します。 

*は、工場出荷時の設定です。 

   プリンタ印字設定項目（Ｐｒｉｎｔ）の工場出荷時設定は、ＡＤ－６２２８：Ｓ－０、ＡＤ－６２２８Ｐ：Ｓ－１ 



 21

７．通信機能（ＲＳ－２３２Ｃインタフェース） 

 7-1 インタフェース概要 
通信スタイルの設定により、オート出力モード、コマンドモード、ストリームモードが選択でき

ます。通信条件（データ長、パリティビット、ストップビット、ボーレート）を通信する機器に

あわせてください。 
通信スタイルと通信条件の設定は「6-5ユーザ設定モード」を参照してください。 
※ＣＯＭ２は、工場オプションです。通常は、内蔵プリンタに使用されています。 

 

 7-2 通信スタイル 
各通信スタイルについて説明します。“Ｘ”の文字は、「体重」や「身長」の数値を表わしています。 

 
オート出力モード （通信スタイル ＮＯ．１、ＮＯ．６） 

測定が終了すると自動的にデータが１回だけ出力されます。 

通信スタイルＮＯ．１ 
測定モード 返信内容 

「体重＋身長」 ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 

「体重」 ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
「身長」 ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 

通信スタイルＮＯ．６ 
測定モード 返信内容 

「体重＋身長」 ＳＴ，＋ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 

「体重」 ＳＴ，＋ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
「身長」 ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 

 
ストリームモード （通信スタイル ＮＯ．４） 

体重計が表示している値と同じ値を常時出力します。出力されるデータは、約２回／秒です。 

通信スタイルＮＯ．４ 
測定状態 返信内容 

安定時 ＳＴ，±ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
非安定時 ＵＳ，±ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
ひょう量超過 ＯＬ，±９９９９９９．９ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 

※風袋モード時は、上記返信内容の後に、ＴＲ，＋ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞が追加されます。 
 
コマンドモード （通信スタイル ＮＯ．２、ＮＯ．３、ＮＯ．５） 

体重計とパーソナルコンピュータ等を接続し、コンピュータから体重計にコマンドを送って、  

表示データを出力させたり、表示をゼロにすることができます。 
用意されているコマンドは、以下の通りです。 
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通信スタイルＮＯ．２ 
受信コマンド 返信または対応（処理）内容 

？ＨＴ＜ＣＲ＞ ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 
？ＷＴ＜ＣＲ＞ ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
？ＨＷ＜ＣＲ＞ ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 

通信スタイルＮＯ．３ 
受信コマンド 返信または対応（処理）内容 

？ＨＴ＜ＣＲＬＦ＞ ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 
？ＷＴ＜ＣＲＬＦ＞ ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 
？ＨＷ＜ＣＲＬＦ＞ ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ＷＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 

通信スタイルＮＯ．５ 
受信コマンド 返信または対応（処理）内容 

Ｚ＜ＣＲＬＦ＞ 測定／ゼロスイッチと同様の動作 
Ｔ＜ＣＲＬＦ＞ 測定／風袋スイッチと同様の動作 
Ｕ＜ＣＲＬＦ＞ ▲／２０ｇスイッチと同様の動作 
Ｓ＜ＣＲＬＦ＞ 測定／風袋スイッチと同様の動作 
Ｗ＜ＣＲＬＦ＞ 時計スイッチと同様の動作 
Ｐ＜ＣＲＬＦ＞ 紙送りスイッチと同様の動作 
Ｃ＜ＣＲＬＦ＞ ＣＯ，ＸＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ 

（ＸＸＸは動作状態により、値が変わります。） 
Ｑ＜ＣＲＬＦ＞ 測定結果を送信します。 

（体重値、風袋量、身長値、ＢＭＩ、ＩＤ番号等） 
 

受信コマンド 返信または対応（処理）内容 
？ＩＤ＜ＣＲＬＦ＞ ＩＤ，ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ 

（ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸは登録ＩＤ番号です。） 
？ＭＣ＜ＣＲＬＦ＞ ＭＣ，ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＸＸＸＸＸＸＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ 

（ＸＸＸＸＸＸＸＸの前部は測定回数、後部はエラー回数です。） 
？ＴＭ＜ＣＲＬＦ＞ ＴＭ，２０ＸＸ／ＸＸ／ＸＸ，ＸＸ：ＸＸ：ＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ 

（時刻データ（年／月／日，時：分：秒）を返信します。） 
？ＷＴ＜ＣＲＬＦ＞ ＳＴ，±ＸＸＸＸＸＸＸＸ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞（安定時）か、 

ＵＳ，±ＸＸＸＸＸＸＸＸ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞（非安定時）か、 
ＯＬ，±９９９９９９．９ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞（ひょう量超過） 
（測定質量値を返信します。） 

？ＱＴ＜ＣＲＬＦ＞ ＱＴ，±ＸＸＸＸＸＸＸＸ ＰＣ＜ＣＲＬＦ＞（安定時）か、 
ＵＳ，±ＸＸＸＸＸＸＸＸ ＰＣ＜ＣＲＬＦ＞（非安定時）か、 
（測定内部カウント値を返信します。） 

？ＨＴ＜ＣＲＬＦ＞ ＨＴ，＋ＸＸＸＸ．Ｘ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ 
ＨＴ，＋９９９９．９ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ （エラー時） 
ＨＴ，＋００００．０ ｃｍ＜ＣＲＬＦ＞ （未決定時） 
（測定身長値を返信します。） 

？ＢＭ＜ＣＲＬＦ＞ ＢＭ，＋ＸＸＸ．Ｘ＜ＣＲＬＦ＞ 
（ＢＭＩを返信します。） 

？ＡＤ＜ＣＲＬＦ＞ ＡＤ，ＸＸＸＸＸＸＸＸｗａｄ，ＸＸＸＸＸＸＸＸｓａｄ＜ＣＲＬＦ＞ 
（ＸＸＸＸＸＸＸＸの前部は重量ＡＤカウント、後部はショートＡＤカウント

です。） 
？ＴＲ＜ＣＲＬＦ＞ ＴＲ，＋ＸＸＸＸＸＸ．Ｘ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ 

（登録風袋量を返信します。） 
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？ＷＯ＜ＣＲＬＦ＞ 前回測定結果を返信します。 
設定コマンド 内  容 

ＩＤ，ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ ＩＤ番号の登録 
ＴＭ，２０ＸＸ／ＸＸ／ＸＸ，ＸＸ：ＸＸ：ＸＸ＜ＣＲＬＦ＞ 時刻データの変更 
ＴＲ，＋ＸＸＸＸＸＸＸＸ ｋｇ＜ＣＲＬＦ＞ または 
ＴＲ，＋ＸＸＸＸＸＸＸＸ  ｇ＜ＣＲＬＦ＞ 

風袋量の登録 

 
通信エラー送信 エラー内容 
ＥＣ，Ｅ０ オーバーラン、パリティ等のエラー 
ＥＣ，Ｅ１ 受信コマンドエラー 
ＥＣ，Ｅ２ ｎｏｔ ｒｅａｄｙ 
ＥＣ，Ｅ６ フォーマットエラー 
ＥＣ，Ｅ７ 設定コマンドの設定値範囲外エラー 

 

 7-3 ハード仕様 

（１）インタフェース仕様 
出力規格 ＥＩＡ ＲＳ－２３２Ｃに準ずる。 
伝送形式 調歩同期式（半二重方式） 

信号速度 ２４００、４８００、９６００、１９２００、

３８４００ｂｐｓ 選択可 
データビット長 ７､８ビット 選択可能 
パリティ ＥＶＥＮ、ＯＤＤ、ＮＯＮ 選択可能 
ストップビット １、２ビット 選択可能 
使用コード ＡＳＣＩＩ 

 

（２）インタフェース回路 

コネクタ：Ｄ－ｓｕｂ ９ピン（オス） 
ピン番号 信号 方向＊ 

１ ＣＤ 入力 
２ ＲＤ 入力 
３ ＴＤ 出力 
４ ＤＴＲ 出力 
５ ＳＧ  
６ ＤＳＲ 入力 
７ ＲＴＳ 出力 
８ ＣＴＳ 入力 
９ ＲＩ 入力 

 ＊表示器から 

      ※通信ケーブルは、市販のクロスケーブルをご使用ください。 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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８．修理を依頼される前に！ 

修理を依頼される前に、下記の事項をご確認ください。 

現  象 確  認 

電源をＯＮしても、何も表示しない。
・電源ケーブルは、しっかりとコンセントに差し込まれ

ていますか？ 
 
“－．－”を表示したまま変わらない。

・計量台の上に何か載っていませんか？ 
・電源投入時、２０ｋｇ以上の物が載せてあると表示さ

れます。 

負荷した重さと表示がズレている。 ・水平に設置されていますか？ 
・計量台と何かが接触していませんか？ 

スイッチがきかない。 
表示が変化しない。 

・計量台後部の電源スイッチで一度電源を完全に切っ

て、再度入れ直してください。 

測定／ゼロスイッチが機能しない。 ・電源を入れた時、計量台に何か載っていませんか。計

量台の上の物を降ろし、電源を入れ直してください。

印字しない。 ・プリンタ用紙が正しくセットされていますか？ 
・弊社指定のプリンタ用紙を使用していますか？ 

 

エラーが出た場合は、下記の対処をしてください。 

エラー 内  容 対処法 
Ｅｒｒｏｒ １ メモリ回路エラー 
Ｅｒｒｏｒ ２ 校正エラー 
Ｅｒｒｏｒ ３ 体重、身長部回路エラー 
Ｅｒｒｏｒ ５ 体重測定エラー 

・電源を再度入れ直してください。 

Ｅｒｒｏｒ ６ 身長測定エラー 

・ポールを適切な位置で固定し、電源を入れ

直してください。 
・カーソルを上部まで移動した後、電源を入

れ直してください。 
・表示部側のヒューズが切れていないか確認

してください。 
Ｅｒｒｏｒ ７ プリンタエラー ・電源を再度入れ直してください。 

Ｅｒｒｏｒ ８ プリンタエラー 

・プリンタ用紙が正常に入っているか確認

後、電源を入れ直してください。 
・プリンタ左横の青いレバーを下げ忘れてい

ないか確認後、電源を入れ直してください。

（「4-4 プリンタ用紙セット」参照） 
 ※電源を入れ直しても、再度同じエラーとなった場合は修理の依頼をしてください。 
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９．仕様 
身長部 
測定範囲 ６０～１６０ｃｍ／１００～２００ｃｍ／１２０ｃｍ～２２０ｃｍ 
小表示 ０．１ｃｍ 

表示方法 ＬＥＤ表示  文字高 １４．２ｍｍ ４桁 
 

体重部 
大ひょう量 ２００ｋｇ 
小表示 １００ｇ（補助表示として２０ｇ） 

表示方法 ＬＥＤ表示  文字高 １４．２ｍｍ ６桁 
使用範囲 ７ｋｇ～２００ｋｇ 
風袋量範囲 ０ｋｇ～１０ｋｇ ０．１ｋｇ単位設定 

 

全体 
ＢＭＩ表示 ＬＥＤ表示  文字高 １４．２ｍｍ ３桁 
時計表示 ＬＥＤ表示  文字高 １０ｍｍ ４桁 
使用温度範囲 ５℃～３５℃ 
重 量 本体 約３２ｋｇ 
電 源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ ５０ＶＡ 

付属品 
取扱説明書、電源ケーブル、接地アダプタ、  
表示器用スタンド（高さ６９０ｍｍ）、付属ネジ（Ｍ４）２本 
プリンタ用紙（ＡＤ－６２２８Ｐのみ）・（紙幅５８ｍｍ：ＰＰ－１４７）
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  付録Ａ：外形寸法図 

本体部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表示部 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      単位：ｍｍ 
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  付録Ｂ：重力加速度マップ 
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  付録Ｃ：印字例（体重＋身長測定時） 
 

   印字内容１ 

 

 

 

 

 

    

印字内容２ 

 

 

 

 

 

 

 

   印字内容３ 

 

2004/04/01 07:15

体重　　　60.5 kg

身長　　 175.0 cm

BMI　　　19.8

体重　　　60.5　kg
身長　　175.0　cm

BMI　　　19.8

風袋　　　 5.0　kg

2004/04/01 07:15

体重　　 60.5　kg

身長　　175.0　cm

BMI　　　19.8

風袋　　　 5.0　kg

ID 0000000000000000


