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  はじめに  

  この度はデルタトラック社製品をご購入頂き、まことにありがとうございます。  

  製品は継続的に改善されております為、予告なく仕様が変更される事があります。予めご了承下さい。  

  お客様からご提供頂く情報や製品改良にもとづく取扱説明書の内容更新は、次回版で反映致します。  

  設計規格通りの製品ご使用に際し、本説明書の記載内容に誤植、欠落、誤ったデータ等がある場合には、  

  お手数ですがデルタトラックジャパンまでご連絡下さい。（連絡先は裏表紙に記載しております）  

                    

  取扱上の注意               

   製品のご使用にあたっては、以下の事項を守ってご使用下さい。  

   ● 絶対に製品を分解しないで下さい。 故障の原因となる恐れがあります。  

   ● 直射日光にさらされる場所や、極端に高温多湿になる環境では使用しないで下さい。  

   ● 水や液体にさらさないようにして下さい。  

   ● 製品のクリーニングは柔らかい布で拭くのみにして下さい。  

   ● 有機溶媒等の液体で、絶対に本製品を拭かないで下さい  

   ● 落下したり、衝撃を受ける恐れのある場所に設置しないで下さい。  

                    

  その他の注意事項  

   ● 電池交換する際には、新しい電池挿入する前に電池ホルダーの端子をきれいにして下さい。  

   ● 1.5V 単 4 リチウム電池以外はご使用にならないで下さい。故障の原因になります。   

    また、電池メーカーの安全及び使用マニュアルに従って下さい。   

                    

  本製品の特長  

   ● ユーザーによる条件設定 都度、ご自身でニーズに応じたカスタマイズ設定が可能  

   ● リユーザブル(繰返し使用型) 電池の寿命期間内で 100 回程度の繰返し使用が可能  

 

    (注) 使用頻度や使用環境等により、電池寿命は短くなります。 

特に、低温環境での稼働・保管は電池容量を低下させ、

電池寿命が短くなります。 

 

   ● 温度校正証明書 当社 ISO 17025 認定校正施設で、全数温度校正作業を  

    (有償オプション) 実施して、校正証明書を添付します。  

   ● 温度・湿度逸脱監視 逸脱監視のリミットは低温、低湿、高温、高湿の 4 点  

 

  ● 

 

 

PC 側の推奨条件 Windows 10 

Adobe Acrobat Reader DC 

USB2.0/3.0/3.1 Type-A 

 

   ● ダウンロードファイルの種類 PDF の他、CSV ファイルの形式でもダウンロードします。  

   ● CFR21Part11 対応 ダウンロードに際して、改ざん不能な PDF レポートを自動作成  

   ● 別売のダウンロードソフト必要 FlashLink プログラムマネージャーでロガーの設定が可能  

  

注意 

測定・動作条件の設定及び温度データのダウンロードには「FlashLink プログラムマネージャー」  

  ソフトウェア（有償）が、データのダウンロードのみには「FlashLink データマネージャー」ソフト  

  ウェア（無償）が必要です。  
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  お買い上げ品の確認  

   以下が製品内容です。 欠品がある場合は購入先、又は当社にご連絡下さい。  

   ⚫ ① ロガー本体  ⚫ ② 取扱説明書（本書）  

   ⚫ ③ 保証書  ⚫ ④ 温度校正証明書（有償オプション）  

   ⚫ ⑤ 温湿度対応 USB リユーザブルデータロガー設定マニュアル  

                    

                    

  ご使用になる前に (事前確認のお願い)        

   シャドーアイコン   が表示されているか確認して下さい。 シャドーアイコン  

   表示されていない場合は使用せず、購入先、又は当社にご連絡下さい。  

   製品を交換させていただきます。  

                    

                    

                    

  製品外観  

  

 

 

   

   

   

   

   

   

  液晶表示部の説明  

  

 

①  バッテリーアイコン  

  ②  チャンネル表示：温度１ 湿度２  

  ③ シャドーアイコン  

  ④ 起動モードアイコン  

  ⑤ 停止モードアイコン  

  ⑥ 上限側、下限側の識別アイコン  

  ⑦ アラームアイコン  

  ⑧ ℃、%アイコン  

  ⑨ Day、Hour、Minute アイコン  

  ⑩ High/Low アラーム設定点アイコン  

            ⑪ 状況確認アイコン  

            ⑫ 7 セグ、4 桁 数字ディスプレイ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湿度センサー 
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  製品スペック  

  温度測定範囲 -40°C ～ 87°C  

  温度測定精度 ±0.5℃ (0℃ ～ 66℃)、それ以外の温度域：±1.0℃  

  分解能 0.1℃  

  湿度測定範囲 1％ ～ 99％ RH  

  湿度測定精度 ±３％（50％RH, 25℃にて）  

  データポイント 21,000 データポイント  

  表示機能「 液晶ディスプレイ、赤色 LED（アラーム用）  

  筐体外寸 87ｍｍ (W) × 24mm (D) × 40mm (H)  

  重量 63g (電池、マグネットを含む)  

  筐体材質 ABS 樹脂  

  防水性 IP56(シリコンキャップ装着時)  

  保管条件 -20℃～50℃（推奨 15℃～25℃）、0％～95％RH（結露無きこと）  

  電池規格 3V CR2032 リチウムコイン電池×1 個*１  

 
 

PC 側の要件 

Windows 10 Adobe Acrobat Reader DC 

USB2.0/3.0/3.1 Type-A 

 

  以上がインストール済みであること。  

  「Arial Unicode MS 標準」 が使用可能な状態にあること。*2  

  表示データ形式 ※ FlashLink プログラムマネージャー (有償) 使用時：PDF, CSV, TXT  

  CFR 21 Part11 対応 ダウンロードに際して、改ざん不能な PDF レポートを自動作成  

  耐落下衝撃 高さ１ｍからの自由落下試験に合格  

  規格・認証 RoHS 対応、CE マーク、NIST*３トレーサブル   

  温度校正証明書（有償オプション） ISO/IEC 17025:2017 
*4  

  湿度校正証明書 米国デルタトラックにて ISO9001 基準にて実施  

  (註) *1 電池寿命は製品本体を設置している周辺温度により異なります。  

   1.5V 単 4 リチウム電池以外はご使用にならないで下さい。故障の原因になります。  

   *2 Windows 10 では「Arial Unicode MS 標準」は標準でインストールされていません。インストール願います。   

   *3 NIST：米国国立標準技術研究所  

   *4 ISO/IEC 17025:2017 は国際標準化機構が、国際的に権威ある第三者認定機関が  

      試験所及び、校正機関の適格性を審査する為に制定した国際規格です。  

      デルタトラックジャパンではこの適格認定を受けており、温度校正を実施した製品には、  

      国際的に認められ、国内外の計量基準にトレーサブルである事を示す認定シンボル付き  

      『温度校正証明書』 を発行致します。この『温度校正証明書』はロガー個体毎のもの  

      ですので大切に保管頂きますようお願い致します。  
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  ISO/IEC 17025：2017 温度校正証明書  

    

     

    

    

   

    

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本校正証明書は、JIS Z 8710 温度測定方法通則に基づく、白金抵抗温度計と被校正温度計を恒温 

循環槽で一定温度に保持し、指示計器の読取温度を比較する校正を行ったものです。 

校正された測定の不確かさは、正規分布による 95％の包含確率に対応する包含係数κ＝２を乗じることで

拡張不確かさとしております。 

本校正に用いた参照標準は、SI 単位で NIST（米国国立標準技術研究所）にトレーサブルです。 

被校正機器の次期校正周期は、当社が規定する機器本体のメーカー保証期間を基に記載しております。 
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  ロガーの設定方法  

 

   温湿度対応 USB ユーザブルデータロガーの初期設定およびプログラミングは、別紙「温湿度対

応 USB リユーザブルデータロガー設定マニュアル」をご参照の上、設定にご使用頂く PC に

FlashLinkプログラムマネージャーを正しくインストール頂き、ロガーをご使用いただく前に測定・動

作条件等をあらかじめ設定頂いてからロガーをご使用下さい。ロガーは何度でも繰り返しご使用

頂けます。測定・動作条件はご自身で設定されたものになります。ご使用頂ける回数の電池の

寿命は 100 回程度またはご購入から 1 年を目安とお考え下さい。 

 

                    

  ロガーの温度・湿度データを取得する方法  

    FlashLink プログラムマネージャー（有償のロガー測定設定、ダウンロード用ソフトウェア）  

    もしくは FlashLink データマネージャー（無償のダウンロード用ソフトウェア）を使用して温度・  

    湿度データをダウンロードします。このダウンロード方法は本書 11 ページ以降に詳しく記載  

    しています。  

                    

  ロガーを再度ご使用いただく方法  

    FlashLink プログラムマネージャーによるロガーのリセット方法  

    温度・湿度の測定が終了し、温度・湿度データを取得されましたら、ロガーをリセットすることで  

    お客様が測定条件を設定し、再度ご使用可能となります。  

    この方法は、別紙「温湿度対応 USB リユーザブルデータロガー設定マニュアル」をご参照の上、  

    上記マニュアル 6 ページ、ロガーの設定/リセット方法の手順に従いロガーの設定を行って  

    ください。  

     

   
注意 

ロガーに使用している電池の寿命は原則ご購入から１年としておりますが、使用頻度、  

   使用環境等により、電池寿命が短くなる場合があります。 また、電池の特性上、  

     低温になる場所での稼働・保管は電池容量を低下させ、電池寿命が短くなります。  

                    

   
注意 

電池の交換及び温度再校正が必要な場合は別途費用にて申し受け致します。  

   経年劣化が激しい場合は温度校正をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。  
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注意 本書の以降の手順は、あらかじめ設定された温湿度対応 USB リユーザブルデータロガーの一例となります。 

 

    

   ロガーの起動（貨物出荷）の手順  

    

  

1. 起動前のデータロガーにはシャドーアイコンが表示されています。  

    表示されていない場合は使用せず、購入先、または当社に  

    ご連絡下さい。 製品を交換させていただきます。  

      

                    

                  

     2. ロガーを起動します。  

      START   ボタンを画面が切り替わるまで長押しして下さい。  

                 

                    

    3. 遅延スタートが設定されている場合は、事前設定が行われた  

    遅延（時差）時間が表示され、カウントダウンが始まります。  

    ここでは遅延時間 30 分の場合を図示しています。 カウント  

    ダウンが進み、30 分が 0 分になると温度測定が始まります。  

                    

      

 

            

       遅延設定がされていない場合はこの画面は表示されません。  

                  

                    

    4. 温・湿度測定がスタートすると、最初に温度が表示されます。  

      

      

      

               

    5. 次に、湿度が表示されます。  

      

      

      

               

                    

                    

 
注意 を押すと４・５の表示の切替えが可能です。また、ログ間隔ごとに４・５と自動的に切替わります。 

(ログ間隔が 30 分で設定した場合は４⇒(30 分後)⇒５⇒(30 分後)⇒４と自動的に 30 分毎に

画面表示が切替わります。) 

 

  

                    

 
注意 4・5 の表示を手動で切替える際は   を長押しするとロガーが止まりますのでご注意下さい。 

(本書 9 ページを参照の上、ロガーが止まらないようご注意下さい。) 
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  測定中 (2) 液晶画面による測定データの確認  

    

  動作（測定）中にデータサマリーを液晶画面で確認することができます。   ボタンを続けて押すと  

  画面が ２～13 順にループ状に切り替わります。 １に戻るには   ボタンから指をはなします。  

  

 
この操作はロガー停止後も有効です。 

         

           

                    

  1. 測定中画面   ９. MAX  ２   

     ボタンを押す   期間中記録した  

   毎に画面切替え   最高湿度  

            

  2. MAX   10. MIN  ２    

   期間中記録した   期間中記録した  

   最高温度   最低湿度  

            

  3. MIN   11. AVG  ２    

   期間中記録した   期間中記録した  

   最低温度   平均湿度  

            

  4. AVG   12. HI ２    

   期間中の   高湿リミット  

   平均温度   High  

            

  5. HI  1    13. HI hrs min  2    

   高温リミット   高湿リミット  

   High   累積逸脱時間  

            

  6. HI hrs min 1    12. LO  2    

   高温リミット   低湿リミット  

   累積逸脱時間   Low  

            

  7. LO  1       13. LO hrs min  2    

   低温リミット       低湿リミット  

   Low       累積逸脱時間  

                    

  8. LO hrs min  １               

   低温リミット               

   累積逸脱時間          2. 最高温度に戻る  
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  アラーム表示の例 (低温 10℃、高温 40℃、低湿１０％、高湿 90％と設定されている場合)  

                    

     一回以上のログで低温リミット１０℃を逸脱して動作中  

    温度のチャンネルを示す  、低温を示す  及び逸脱を示す   が  

    低温逸脱を表示します   

    ※ またアラームを警告する赤色 LED が点滅します。  

       

     一回以上のログで低湿リミット１０％を逸脱して動作中  

    湿度のチャンネルを示す  、低湿を示す  及び逸脱を示す   が  

    低湿逸脱を表示します。  

    ※ またアラームを警告する赤色 LED が点滅します。  

           

   温度（湿度）逸脱時間を設定頂いたログ間隔以上に設定にすると、逸脱が一回のログ以上  

  発生するまでアラームを表示させない事が可能です。また、アラーム遅延をご指定頂きますと、逸  

  脱開始から設定遅延時間を超えて逸脱が継続した場合にのみアラーム表示します  
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  ロガー停止（貨物到着時）の手順  

       1. ロガー設置場所（貨物から）回収します。   

                 

   2. ボタンを画面が変わるまで長押しします。   

    StoP の表示が点滅か点灯に替わり、測定を終了します。   

                

    3. StoP の表示が固定し、ロガーが停止します。   

    停止すると、ロガーの再スタートは出来ません。再度使用するに   

    はロガーのリセットを行う必要があります。   

                

  ロガー停止時の液晶画面表示の例  

                    

                 

    温度湿度リミットから逸脱することなく、停止された場合の画面   

    アラームベルのアイコンは表示されません。   

                

                    

                 

    低温、高温両方   の温度リミット逸脱があった後に停止され   

    た場合の画面。 赤 LED が点滅します。   

                

                    

                 

    低湿、高湿両方    の温度リミット逸脱があった後に停止   

    された場合の画面。 赤色 LED が点滅します。   

                

                    

    温度・湿度両方が逸脱している場合、   

  LED がチャンネル  、  を交互に表示し   

  します。   

  ＊   ボタンを続けて押してご確認下さい。   

    

    

                    

  

注意 

低温環境で使用・保管されていたロガーが取り出されて外気に接すると、結露を生じます。USB  

  端子の結露は PC 接続時の通信異常の原因となりますので、取り出し後 30 分以上の期間  

  放置して下さい。キャップを外して USB 端子に結露が無い事を確認後、PC に接続して下さい。  
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  FlashLink ソフトウェア（有償/無償）でのダウンロード方法  

                    

  1. 最初に PC に 「FlashLink プログラムマネージャー」 もしくは 「FlashLink データマネージャー」が  

   インストールされていることをご確認下さい。  

 

 

 

インストールされていない場合、別紙「温湿度対応 USB リユーザブルデータロガー設定マニュアル」をご

参照の上、上記マニュアル 2 ページ目、ソフトウェアのダウンロードとインストールの手順に従いインスト

ールを行って下さい。 

 

     

  2. FlashLink ソフトウェアが起動している（FlashLink ソフトウェアのアイコン   がタスクトレイに表示  

   されている）ことを確認します。  

     

  3. ロガーを PC に接続するとダウンロードが開始され、進捗状況が表示されます  

                    

  
 

 

   

   

   

                    

  4. ダウンロードが終了すると、PDF 形式の測定レポートが自動的に表示されます。（次ページ参照）  

                    

  5. PDF レポートの 2 ページ目以降  
 

 

   には、ログ間隔ごとの温度・湿度と   

   測定日時、測定データポイントが    

   表示されます。   

           

           

                    

   高温又は高湿逸脱時は赤色白抜  
 

 

   き文字で、低温又は低湿逸脱時に   

   は青色白抜き文字で表示されま   

   す。            

                    

  
注意 

PDF レポートは、FlashLink ソフトウェアで設定した言語設定に従った言語（日本語で動作し

ている場合は日本語）で表示されます。 
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  PDF レポート (CFR21 Part 11 対応) – FlashLink ソフトウェア（有償/無償）によるレポート  

  PDF レポートはグラフ、データテーブルの 2 部構成です。 「以下の例」では、データロガーのシリアル番号は  

  59520543 です。PDF レポートでは、最初にアラーム状態が表示され高温アラームリミットは 25℃、低温  

  アラームリミットは 10℃で設定されていることが判ります。  

   緑色で表示された温度データの詳細を見るには、次のページのデータテーブルをご覧いただくと、25.3℃より  

  記録が開始され、最低温度として、ポイント 90 に於いて-9.0℃を表示しています。一方で、紫色で表示さ  

  れた湿度データは、57％より記録が開始され、最低湿度として、ポイント65他に於いて27％を表示していま  

  す。このように、レポートとデータテーブルを照らし合わせることで、温度記録の詳細をご確認頂けます。  

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PDF レポート データテーブル  
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   #： ログ シリアル番号        

   時： ログ時刻を西暦年/月/日/時/分/秒で表示します。        

   C(F)： 摂氏（華氏）の順で温度を併記します。        

   ％RH ％（RH）で湿度を表示します。        
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 ご自身で温度測定・動作条件の設定を行いたい方  

 
最高・最低温度やログの間隔、アラーム条件等のデータロガーの測定・動作条件を、ユーザーご自身で設定・編集・

変更しながら、多様なご用途に何度でも使用可能なデータロガーです。 

 

                    

 Model 40510 USB PDF リユーザブルデータロガー  

 1 測定温度範囲：-40℃ ～ 50℃ 

 2 リユーザブル：繰り返し使用が可能 

 3 自由に測定・動作条件を設定・変更可能です 

  (注) 専用ソフトウェア*1 が必要です。 

 4 一般的なセンサー内臓型です 

   

 Model 40520 USB PDF リユーザブルデータロガー 

 1 測定温度範囲： -40℃ ～ 85℃ 

 2 リユーザブル：繰り返し使用が可能 

 3 自由に測定・動作条件を設定・変更可能です。 

  (注) 専用ソフトウェア*1 が必要です。 

 4 外部センサー：丸棒状プローブ型 

                    

 
デルタトラックジャパン製品のラインナップ(USB PDF リユーザブルデータロガー) 

ご使用される温度帯・運用方法によってさまざまなラインナップの製品があります。(繰返し使用可能) 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

40510

USB PDFリユーザブルデータロガー

(-30℃) (+40℃)

40515

外部センサー式

USB PDFリユーザブルデータロガー

(針状プローブ)

(-30℃) (+40℃)

40520

外部センサー式

USB PDFリユーザブルデータロガー

(丸形プローブ)

(-30℃) (+40℃)

40503

定温保管液体用

USB PDFリユーザブルデータロガー

(-30℃) (+40℃)

40570

ドライアイス用

USB PDFリユーザブルデータロガー

(-80℃) (+40℃)

40555 / 40556

超低温フリーザー用

USB PDFリユーザブルデータロガー

(-80℃) (+40℃)

40565 / 40566

液体窒素用

USB PDFリユーザブルデータロガー

(-196℃)

(-80℃) (+40℃)

温度測定範囲 -200℃ -100℃ -80℃ -50℃ -40℃ -30℃ -20℃ 0℃ +20℃ +40℃

※            /           はISO/IEC17025:2017に認定されています温度校正の温度帯です。

※リユーザブルデータロガーを使用する際は専用のソフトウェア(Model：21027　FlashLinkプログラムマネージャー)が必要になります。

データロガー本体・プローブ部分の除菌に使用

50009

アルコール除菌パッド
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 デルタトラックジャパン製品のラインナップ(最高・最低アラーム付デジタル温度計)  

   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 温度ラベル              

                 

   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 デルタトラックジャパン製品のラインナップ(USB PDF イントランジットデータロガー) 

 ご使用される温度帯・運用方法によってさまざまなラインナップの製品があります。(１回使い切り) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

12218-01

最高/最低アラーム付

デジタル温度計プローブタイプ

(-30℃) (+40℃)

12238-01

最高/最低アラーム付

デジタル温度計グリコールボトルタイプ

(-30℃) (+40℃)

12239

超低温フリーザー用
最高/最低アラーム付デジタル温度計

(-30℃) (+40℃)

温度測定範囲 -200℃ -90℃ -80℃ -50℃ -40℃ -30℃ -20℃ 0℃ +20℃ +40℃

※            はISO/IEC17025:2017に認定されています温度校正の温度帯です。

31010~31012

Mini PDF

イントランジットデータロガー

40909 / 40910

BLEイントランジットデータロガー

40458-03

PDF VUイントランジットデータロガー

20847

PDF

イントランジットデータロガー

(-30℃) (+40℃)

40701 / 40701-05

ドライアイス対応　USB PDF

イントランジットデータロガー

(-80℃) (+40℃)

温度測定範囲 -200℃ -100℃ -80℃ -50℃ -40℃ -30℃ -20℃ 0℃ +20℃ +40℃

※          はISO/IEC17025:2017に認定されています温度校正の温度帯です。

51050~51066

テンプドットプラス

温度上昇時積算温度表示ラベル

0℃ 5℃　8℃ 10℃ 24℃ 30℃

反応温度 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

0℃以下になると反応

54001

テンプドット　フリーズインジゲーター
0℃

反応温度 -30℃ -20℃ 0℃ +20℃ +40℃



 

 

 

 ● 保証事項  

 1. 取扱説明書や貼付ラベル等の注意書きに従った適切な使用状態で、下記の保証期間中に生じた故障や

不具合については、無償修理の実施、または当社独自の判断により製品・部品の無償交換をいたします。 

尚、故障や不具合によるデータ喪失等の、直接的、間接的に生じた損害については、製品保証の対象外と

させて頂いております。 あらかじめご了承下さい。 

 

   

   

   

  ● 製品について：ご購入日から１年間  

  ● 外付けプローブセンサー等の付属品について：ご購入日から 3 ヶ月  

  ● 修理及び､校正作業等の諸サービスについて：ご購入日から 3 ヶ月  

 2. 但し、以下の事例にあてはまる場合は、保証期間中であっても保証対象となりませんので、ご注意下さい。  

  ● 取扱説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷  

  ● 接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷  

  ● 他の機器との接続時の不備に起因する故障もしくは損傷  

  ● 当社技術者以外の方が、修理・分解・改造等をされた場合  

  ● 指定以外 (定格外) の電源を使用したことによる故障、または損傷  

  ● 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天変地異・公害等に起因する故障もしくは損傷  

  ● その他、当社の判断にもとづき有償と認められる場合  

 3. 保証の適用は、保証書や納品書等、ご購入日を確認できる書類をご提示頂ける場合に限ります。  

 4. 無償修理や製品交換のため製品や付属品を返送される場合は、保証書やご購入日を確認できる書類を  

  必ず添付して下さい。 尚、送料についてはご負担下さい。  

 5. 製品の故障、その使用により生ずる損失の補償はその製品のご購入金額の範囲内とさせて頂きます。  

 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective Only in Japan.  

 7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。  

 ※ 保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理、同一製品の交換をお約束するものです。  

  したがって、保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。  

  保証期間終了後の修理等について、詳しくはお買い上げの販売店、あるいはデルタトラックジャパン株式会社  

  テクニカルサポートまでお問合せ下さい。  

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

           

            

            

 デルタトラックジャパン株式会社              

 大阪府大阪市住之江区南港北 2 丁目 1 番 10 号           

 アジア太平洋トレードセンター ITM 棟４F          

 PHONE:06-6616-5900  FAX:06-6616-5902        

 https://www.dtijapan.co.jp/              

 ※ 取扱説明書の記載事項及び製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。  

 ※ 本製品の裏側の QR コードから取扱説明書を PDF ファイルでダウンロード出来ます。  

  (取扱説明書をダウンロードする際は製品の Serial Number が必要です。)  

 

● 保証事項 
1．保証の範囲について 
（1） 保証期間 
取扱説明書や貼付ラベル等の注意書きに従った適切な使用状態で、下記の保証期間中に生じた故障や不具
合については、無償修理の実施または当社独自の判断により製品・部品の無償交換を致します。 

⚫ 製品について：ご購入日から１年間 
⚫ 外付けプローブセンサー等の付属品について：ご購入日から 3 ヶ月 
⚫ 修理及び､校正作業等の諸サービスについて：ご購入日から 3 ヶ月 

（2） 製品保証の対象 
ア 製品の故障や不具合によって生じた損害について 
 製品の故障や不具合によって生じた、データ喪失などのすべての損害(間接的に生じた損害についても含む。) 
については、当該製品の価格の範囲内での賠償とさせて頂いております。あらかじめご了承ください。 
イ 製品の使用によって生じた損害について 
製品の使用によって生じたデータ喪失などのすべての損害(間接的に生じた損害についても含む。)については、
当該製品の価格の範囲内での賠償とさせて頂いております。あらかじめご了承ください。 
2.保証の例外について 
前項（1）にかかわらず、以下の事例にあてはまる場合は、保証期間中であっても保証対象となりませんので、ご
注意ください。 

● 取扱説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷 
● 接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷 
● 他の機器との接続時の不備に起因する故障もしくは損傷 
● 当社技術者以外の方が、修理・分解・改造等をされた場合 
● 指定以外 (定格外) の電源を使用したことによる故障、または損傷 
● 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天変地異・公害等に起因する故障もしくは損傷 
● その他、当社の判断にもとづき有償と認められる場合 

3.保証の適用は、保証書や納品書等、ご購入日を確認できる書類をご提示いただける場合に限ります。 
4.無償修理や製品交換のため製品や付属品を返送される場合は、保証書やご購入日を確認できる書類を必
ず添付してください。尚、送料についてはご負担下さい。 
5.保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective Only in Japan. 
6.保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。 
※保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理、同一製品の交換をお約束するものです。 
したがって、保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 
保証期間終了後の修理等について、詳しくはお買い上げの販売店、あるいはデルタトラックジャパン株式会社テク
ニカルサポートまでお問合せ下さい。 


