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はじめに 
 
本書はSK-320BTシリーズと通信して 
使用する専用アプリ「SKSATO320BT」 
の取扱説明書です。 
◎ご使用前に必ず本体付属の取扱説明書を
見て本体の操作方法を確認してください。 

◎本書ではスマートフォン/タブレット端
末を携帯端末、「SKSATO320BT」を
専用アプリ、SK-320BTシリーズ本体
を本器と記載します。 

◎本書に登場する画面表示は、携帯端末に
よって、ボタンやアイコン形状、位置な
どが異なる場合があります。 

◎携帯端末の動作条件はあらかじめ弊社ホ
ームページで確認してください。 

P. ○-○は関連する参照項目を示します。 
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概 要 
 
専用アプリは、本器の記録データを無線で

受信し、データ保存してグラフ表示するこ
とができます。 
また、本器の測定値をリアルタイムで確認

することや、本器へ各機能を設定すること
ができます。 
 
 
 

使用方法 

 
 
携帯端末に専用アプリ「SKSATO 320BT」

をインストールします。 

 

 

●携帯端末の動作条件 

対応 OS：Android 5.0 以上 

無線機能：Bluetooth 4.0 以上を搭載し

ていること 

対応機種：弊社ホームページをご確認く

ださい。 

１．専用アプリをインストールする 



 

注意：専用アプリ「SKSATO 320BT」 

は上記OS に対応しております 

が、全ての携帯端末での動作を 

保証するものではありません。 

動作確認済み携帯端末の最新情 

報は弊社ホームページをご確認 

ください。 

 

●専用アプリのインストール 

①Google PlayTMに接続する 

②検索フィールドに「SKSATO 320BT」

と入力する 

③「SKSATO 320BT」を選択し、イ

ンストールする 

注意：通信費はお客様のご負担になります。 
 
 
 

 
 
本器と携帯端末をペアリングします。携帯

端末１台に対して、最大８台まで接続でき

ますが、ペアリングは１台毎に実施してく

ださい。 

 

２．登録する（ペアリング） 



注意：本器はペアリングの際に携帯端末の

時計と同期します。携帯端末の時計

を合わせてから実施してください。 

注意：電池残量が少ない場合はペアリング

ができません。新しい電池と交換し

てください。 

電池交換の方法は、本体付属の取扱 

説明書をご覧下さい。 

①携帯端末のBluetooth機能をONにする 

携帯端末にBluetoothマークが点灯します。 

※設定方法は携帯端末によって異なり

ます。各携帯端末の取扱説明書をご確

認ください。 

②本器の「PAIR」ボタンを５秒以上押す 

LED ランプが青色にウェーブ点灯し約1

分間携帯端末との接続待機状態になります。 

ウェーブ点灯とは「徐々に暗く、徐々に

明るく」を繰り返す点灯を意味します。 

③専用アプリ「SKSATO 320BT」を起

動し、画面左上の「＋」をタップ 

「センサとペアリング」のメッセージが表示

され、本器のシリアル番号が表示されます。 

※本器底面のシリアル番号と照合してくだ

さい。 

 



※「製品が見つかりません」と表示された

場合は、もう一度②の操作を実施してく

ださい。 

④シリアル番号をタップする 

ペアリングを完了すると本器の測定値

を表示します。 

※本器にデータが記録されている場合、

以下のメッセージが表示されます。デ

ータの取り扱いを選択してください。 

  消去する：記録データを削除してペア 

リングします。 

  保持する：記録データを保持してペア 

リングします。 

注意：一度消去したデータは元に戻す 

ことはできません。 

ペアリング後でも記録データを

消去することができます。 

※１分以上測定値が表示されない場合

は②の手順からもう一度実施してくだ

さい。 



⑤続けて別の機器をペアリングする場合

は５秒程度間隔をあけてから②～④の

手順を繰り返してください。 
 

 
 
①本器を測定したい場所に設置する 

本器の通信距離は、見通しの良い直線で

概ね３０ｍです。 

通信を妨げないために、他の電波を発す

る機器から離して設置してください。 

※本器と携帯端末の間に金属製の扉や厚

い壁などがあると、通信距離が短くなっ

たり通信できない場合があります。 

②設置後数分経過してから、本器の測定値

が専用アプリに表示することを確認する 
測定値が更新されない場合は本器から
の電波を受信していない可能性があり

ます。電波を受信できる場所に移動して
ください。 

③本器を測定環境になじませる 

専用アプリに正確な測定値が表示されます。 
※SK-320BT は 30 分以上なじませて 
ください 

※本器の測定値は約１分毎に更新します。 
 
 

３．測定する 



 

注意 
 
・設置前にカバーの締め付けを確認してく

ださい。 
 締め付けが緩いと水が浸入する恐れが
あります。 

・測定対象と外気温の差が大きい場合ケー
ス内部に結露が発生する恐れがありま
すので、ケース内にシリカゲル等の乾燥

剤を入れることをお勧めします。 
・本器の周囲温度や測定対象の温度が急激
に変化した場合、温度変化に追従できな

い場合があります。 
・使用環境により、通信できない、通信が
遅い、通信が不安定になる場合がありま

す。時間をおいても改善しない場合は設
置場所を変えてください。 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
  



アプリの画面説明 
 
●メイン画面 

 

※携帯端末によって、ボタンやアイコン形

状、位置などが異なる場合があります。 

 

 

 

台接続時

①

③
④

⑥

⑦

⑧

⑤

②

１台接続時 



 

 

 

 

※携帯端末の画面サイズによっては 1 画

面６台表示の場合があります。 

 

 

８ 台接続時

※画面サイズによっては 1 画面
　 6 台表示の場合があります。

８台接続時 



①センサ登録：本器と携帯端末をペアリン

グするときにタップします。 

②アプリ設定：ペアリングした本器の管理

や説明書の表示ができます。 

③センサ名称：設定したセンサ名称を表示

します。（初期設定はシリア

ル番号） 

④LED 表示：設定した LED の色を表示

します。（記録中の本器の

LED ランプと同じ色が表

示されます。） 

⑤更新情報：測定値の更新日時を表示しま

す。（30 分以上通信していな

い場合は赤文字になります。） 

⑥測定値：本器の測定値を表示します。 

⑦アラーム：設定したアラーム値を超えた

とき、Hi、Loを表示します。 

⑧MAX/MIN：測定値の最高値（MAX） 

最低値（MIN）を表示します。 

 

 

 

 

 

 



 

●センサ詳細画面 
 
メイン画面で詳細情報を表示したいセン

サ領域をタップすると切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

②

④

⑥

⑩

⑫

⑮

⑧

①

③

⑤

⑦

⑪

⑬

⑨

⑭



①戻る（←）：メイン画面に戻ります。 

②センサ設定：本器の各種設定画面に切り

替わります。 

③センサ名称：設定したセンサ名称を表示

します。（初期設定はシリア

ル番号） 

④LED 表示：設定した LED の色を表示

します。（記録中の本器の

LED ランプと同じ色が表

示されます。） 

⑤測定値：本器の測定値を表示します。 

⑥更新情報：測定値の更新日時を表示しま

す。（30 分以上通信していな

い場合は赤文字になります。） 

⑦MAX/MIN：測定中の最高値（MAX）、

最低値（MIN）および更新

日時を表示します。 

⑧アラーム：設定したアラーム値を超えた

とき、Hi、Lo を表示します。 

⑨データ更新（同期開始）： 

タップすると本器に記録し 

た最新データをダウンロー 

ドします。また、データの 

更新日時を表示します。 

 



⑩電池残量：電池残量の目安表示です。 

タップすると電池残量を％

で表示します。 

⑪カーソル線：測定日時、測定値、アラー

ム設定値を表示します。 

グラフを2秒以上長押しす

ると表示されます。 

⑫記録状態：記録状態およびメモリ使用量

（％）を表示します。 

タップすると、記録モード、

記録状態、メモリ使用量を表

示します。 

⑬グラフ表示：専用アプリに保存されてい

るデータをグラフで表示

します。 

⑭範囲切替：グラフ表示の横軸を 1 時間～

1年の6種類から選択します。 

⑮アラーム設定値：アラーム Hi、Lo の設

定値を点線で表示し

ます。 

 

 

 

 

 



アプリのフロー 
 
 
 

 

 

 

 

をタップ

メ イン画面 ※８ 台接続時

センサ詳細画面 

メイン画面 

センサ領域をタップ 

※８台接続時 

アプリ設定画面 P．３ をタップ 



 

 

 

 

   をタップ（データダウンロード） 

 

センサ詳細画面

その他の機能 2.グラフ表示  

センサ詳細画面 

をタップをタップ 

戻るをタップ メイン画面 

センサ設定画面 P．１ 



 

 

 

 

 

 

 

Ｐ ． １ １

Ｐ ． １ ２

Ｐ ． １ ４

Ｐ ． １ ５

Ｐ ． １ ３

センサ設定画面 Ｐ ． １

戻るをタップ センサ詳細画面 

センサ設定画面 P．１ 



 

 

 

 

 

 

 

Ｐ ． ２ １

Ｐ ． ２ ２

Ｐ ． ２ ３

Ｐ ． ２ ４

Ｐ ． ２ ５

機能設定およびダウンロード 画面 Ｐ ． ２機能設定およびダウンロード画面 P．２ 

戻るをタップ センサ設定画面 P．１ 



 

 

 

 

 

 

 

Ｐ ． ３ １

Ｐ ． ３ ２

Ｐ ． ３ ３

Ｐ ． ３ ４

アプリ設定画面 Ｐ ． ３アプリ設定画面 P．３ 

戻るをタップ メイン画面 



本器の通信状態について 

本器は、複数台の携帯端末で同時に受信で

きる「単方向通信」と各種機能設定のため

携帯端末１台と１対１の通信を行う「双方

向通信」があります。 
 
●単方向通信 

本器から測定値等を送信している通常

の状態です。複数台の携帯端末で同時接

続ができます。 

●双方向通信 

本器と携帯端末の 1 対 1で双方向通信

をおこない、機能設定やデータのダウン

ロードをおこないます。 

本器が次の状態のとき「双方向通信」を

おこないます。 

・機器の登録（ペアリング）中 

・データ更新またはデータダウンロー

ド中 

・機能設定およびダウンロード画面表

示中 

注意：双方向通信中は他の携帯端末とは

通信できません。SK-320BT-C

は計測値を更新しますが、SK- 

320BT は更新しません。 

 



各種機能および設定情報の共有について 
 
本器に保持している情報は、他の携帯端末

と共有できます。 
 
●共有する情報（本器に保持） 

「シリアル番号」「MAX/MIN 値」 

「アラーム通知」「アラーム設定値」 

「記録条件設定」「LED 設定」 

注意：共有する情報はいつでも上書きで

きますので、変更の際はご注意く

ださい。 

●共有しない情報（専用アプリに保持） 

 「センサ名称」「センサの表示順」 

 

 

P.１ センサ設定 

 
 
機器固有のシリアル番号を表示します。 

※「シリアル番号」は変更できません。 

 

 

 

Ｐ．１-１ シリアル番号 



 
 
本器に任意の名称を登録します。 

※初期設定は「シリアル番号」です。 

 
●設定方法 

①センサ設定画面でセンサ名称をタッ

プする 

キーボードが表示されます。 

 ②任意の名称を入力する 

※設定した名称は専用アプリに保持され

ます。他の携帯端末と共有されません。 

 

 

 

 
 
本器の各種機能を設定します。 

※各機能の説明は P.2 機能設定およびダ

ウンロードをご覧ください。 

 

Ｐ．１－３ 機能設定およびダウンロード 

Ｐ．１－２ センサ名称 



●操作方法 

 ①双方向通信が可能か確認する 

可能な場合「設定の準備ができました。」

と表示されます。 

「待機中または距離が離れています。」

と表示されている場合は、以下のよう 

なことが考えられます。 
 

原因 対処 

他の携帯端末が双

方向通信をしてい

る。 

少し時間を空けてか

ら再度実施してくだ

さい。 

本器との距離や障

害物の影響で通信

できていない。 

通信できる距離に移

動してから再度実施

してください。 

本器が電波ＯＦＦ

モードに設定され

ている。 

その他の機能 ４.電  

 波ＦＦモードを 

参照して電波ＯＦＦ

モードを解除してく

ださい。 
 

②「機能設定およびダウンロード」を 

タップする 

本器と双方向通信をおこない、機能設

定およびダウンロード画面に切り替わ
ります。 



※１分以上画面が切り替わらない場合

または接続中と表示している場合は

「戻る」をタップして、もう一度実

施してください。 

 

 

 
 
専用アプリに保存しているデータを CSV

データに変換し、E メールで送信します。 

CSV データは表計算ソフト（エクセル等）

で編集できます。 

 
●操作方法 

①本器に記録したデータを専用アプリ

にダウンロードする 

「センサ詳細画面」で  をタップして

データをダウンロードします。 

（その他の機能 ２.グラフ表示 を参照） 

②センサ設定画面で保存データメール

送信をタップする 

メールアプリの選択画面が表示されます。 

Ｐ．１－４ 保存データメール送信 



 ③メールアプリを選択する 

 ④送信先を入力し送信する 

注意：メール送信の通信費はお客様の

ご負担になります。 

 

●CSV データ 

CSV データには以下の情報が含まれます。 

 ・データ番号 

 ・測定日時 

 ・測定値 

 ・アラーム設定値 

 ・アラーム判定 

注意：CSV データにセンサ名称、

MAX/MIN 値（更新日時）は含

みません。 

CSV ファイルのファイル名はシ

リアル番号と送信日で構成され

ます。 

 

 



 
 
本器のバージョン情報を表示します。 

 

 

P.２ 機能設定およびダウンロード 
 
各種機能設定および本器にメモリしてい

る全データのダウンロードができます。 

 

注意：設定中は本器と双方向通信をおこな

うため他の使用者が接続できなくな

りますのでご注意ください。 

設定中に3分以上操作がない場合は

メイン画面に戻り、設定中の内容は

以下のように確定または無効になり

ます。 
 

項目 ３分間無操作時の動作 

記録条件設定 無効 

ＬＥＤ設定 確定 

アラーム設定 無効 

各種データ消去 無効 

 

Ｐ．１－５ センサバージョン 



 
 
記録条件を設定して、測定値を本器のメモ

リに記録します。 

注意：記録開始時間は設定した記録間隔に

より異なります。記録開始は、設定

した記録間隔により異なります。 

記録条件設定の決定後、下表の記録開始時

間より記録を開始します。 
 

記録間隔 記録開始時間（分） 

１分 次のサンプリング 

５分 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55 

１０分 00, 10, 20, 30, 40, 50 

１５分 00, 15, 30, 45 

３０分 00, 30 

６０分 00 

例）記録間隔が 10 分の場合、10:01
に記録条件設定を決定すると、
10:10 より記録を開始します。 

メモリはブロック毎に管理しています。 
エンドレスの場合、フルデータになると
先頭の 1 ブロック（１ブロック＝128 

データまたは 256 データ。データ数は
機種によって異なります。）を消去して
記録を継続します。このため最大データ

Ｐ．２－１ 記録条件設定 



数も変動します。 
ワンタイムの場合、最大データ数は

8960 データです。 

 
●設定方法 

①「機能設定およびダウンロード画面」

で「記録条件設定」をタップする 

  １）記録モード 

エンドレス：本器のメモリがいっ
ぱいになると、先頭
データから上書きし

て記録を続けます。 
ワンタイム：本器のメモリがいっ

ぱいになると記録を

停止します。 



  ２）記録間隔 

1 分、5分、10分、15分、30

分、60 分から選択します。 

※サンプリングは記録間隔の設定

に関わらず 1 分です。 

  ３）記録状態 

    停止：記録を停止します。 

    記録：記録を開始します。 

②記録条件を設定後、確定をタップする 

注意メッセージが表示されます。表示

内容に従い設定してください。 
 

確定後「機能設定およびダウンロード

画面」に戻り、記録を開始します。 
 

注意：記録モードをエンドレスからワ

ンタイムに変更する場合、メモ

リ残量が少ないと変更できま

せん。データを消去してから変

更してください。 

 

※データのダウンロードは、センサ詳細

画面の  同期開始 をタップ 

 （その他の機能 ２.グラフ表示 を参照） 

 

 



●記録状態 

センサ詳細画面のアイコンで記録状態

が確認できます。 

また、アイコンをタップすると記録状態

が表示されます。 
 

アイコン 記録モード 記録状態 

 

 

エンドレス 記録中 

 

 

記録停止 

 ワンタイム 記録中（メモリ１

７％使用）（例） 

 記録停止（メモリ

フル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
記録中の本器のLED ランプを任意の色と
明るさに設定します。 

設定した色は専用アプリのLED 表示にも
反映します。 
 

 
●設定方法 

①「機能設定およびダウンロード画面」で

「LED 設定」をタップする 

  １）ON/OFF 

右が ON（緑）、左が OFF です。 

注意：OFF 設定でもペアリング

待機中は点灯します。 

  ２）色 

    お好みの色を選択してください。 

Ｐ．２－２ ＬＥＤ設定 



  ３）明るさ 

    5 段階より選択してください。 

    注意：数字が大きいほど明るくな

りますが、電池寿命が短く

なります。 

※設定中に反映されますので、確認しなが

ら設定できます。 

 

●LED 状態の識別 

LED 状態により本器の状態を識別する
ことができます。 
 

ＬＥＤ色 ＬＥＤの状態 本器の状態 

赤色 6秒間に2回点滅 初期設定(ペ

アリング実施
前) 

青色 ウェーブ点灯 ペアリング待
機状態 

任意 

（設定可） 

6秒間に1回点滅 記録中 

１２秒間に1回点
滅 

電波ＯＦＦモ
ードで記録中 

緑色 6秒間に２回点滅 記録停止中 

１２秒間に2回点

滅 

電波ＯＦＦモ

ードで記録停
止中 

※記録中の初期設定は緑色です。 

 



 
 
設定した温度を超えたとき、メイン画面お
よびセンサ詳細画面にお知らせします。 

アラーム監視は記録間隔に関わらず、サン
プリング（1分）毎におこないます。 
アラーム通知は本器に保持し、他の携帯端

末と共有します。 
 

 
●設定方法 

①「機能設定およびダウンロード画面」で「ア

ラーム（Alarm）設定」をタップする 

Ｐ．２－３ アラーム（Alarm）設定 



②アラーム ON/OFF で ON にする 

右が ON（緑）、左が OFF です 

③ Hi（上限値）および Lo（下限値）を

上下にスワイプして、設定する 

※「機能設定およびダウンロード画面」 

に戻ると反映します。 

 

●アラーム動作 

・アラームはサンプリング（1分）毎で

監視します。 

・上限値または下限値を超えたとき、メ

イン画面やセンサ詳細画面に「Hi」ま

たは「Lo」が表示します。 

・CSV データにアラーム設定値を記録

し、アラーム設定値を超えた記録デー

タに「Yes」と表示します。 

例）下記の CSV データでは、Lo ア

ラーム設定値が 17.5℃、測定値が

17.４℃であるため、Alarm Lo に

「Yes」と表示されています。 

・アラーム通知は本器に保持され、他の 

携帯端末と共有します。 

・アラーム通知はクリアできます。



（Ｐ．２- ４ 各種データ消去を参照） 

※CSV データのアラーム設定値、ア

ラーム判定はクリアされません。 

注意：記録中は記録間隔設定に関わらず、

アラーム設定値を超えたとき（下回

ったとき）またはアラーム設定範囲

内に戻ったときにも測定値を記録

するため、予定している記録期間よ

り早く終了する場合があります。 
 
 

 
 
MAX/MIN、アラーム通知、記録データを
消去します。 
消去後は再び、MAX/MIN の更新、アラー
ムの監視、データ記録が実施されます。 

 

Ｐ．２－４ 各種データ消去 



注意：本器の記録データを消去すると元に
戻すことはできません。メモリから

消去されるため他の携帯端末でもダ
ウンロードができなくなります。 

 

●設定方法 

①「機能設定およびダウンロード画面」

で「各種データ消去」をタップする 

②消去したい項目をタップする 

MAX/MIN クリア、アラーム通知クリ

アを選択した場合、注意メッセージが

表示されます。ご確認のうえ実行して

ください。 

③データ消去を選択した場合、下の画面

より消去したい項目をタップする 

消去内容は次の表を参考に選択してく

ださい。注意メッセージをご確認のう

え実行してください。 

 



注意：各種データは双方向通信を終了

したとき消去されますので記

録条件設定を変更する場合は

一度メイン画面に戻ってから

設定してください。 

消去したデータは元に戻せま 

せんのでご注意ください。 
 

項目 内容 

アプリとセンサ 専用アプリに保持して

いるデータと本器の記

録データの両方を消去

します。 

アプリのみ 専用アプリに保持して

いるデータのみ消去し

ます。 

センサのみ 本器の記録データのみ

消去します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
本器のメモリ内に記録されている全ての

データをダウンロードします。 

ダウンロードしたデータは自動的に携帯

端末に保存されます。 

 
●設定方法 

①「機能設定およびダウンロード画面」

で「センサの全データダウンロード」

をタップする 

データ数のカウントが始まりデータを

ダウンロードします。 
 

※操作するたびに全てのデータをダウン

ロードするためダウンロードに１０分

程度かかることがあります。 

データのダウンロードは、センサ詳細

画面  の同期開始からもおこなえます。 

 （その他の機能 ２.グラフ表示 を参照） 
 

※ダウンロードにかかる時間は携帯端

末の種類、データ数などの条件によ

り異なります。 

 

Ｐ．２－５ センサの全データダウンロード 



P.３ アプリ設定 

 
 
センサの登録解除や表示順の変更をおこ

ないます。 

 

●操作方法 

①メイン画面右上の   をタップする 

②「センサの管理」をタップする 

③機器の削除や並べ替えをおこなう 

・✖をタップすると、登録機器を削除 

します。専用アプリにダウンロード 
したデータも削除されます。 

・ 矢印↑↓をタップするとメイン画面

の表示順を変更することができます。 

④画面左上の「戻る」をタップする 

Ｐ．３－１ センサの管理 



 
 
本器のペアリング手順を表示します。 

 
●操作方法 

①メイン画面の   をタップする 

②「ペアリング手順」をタップする 

 

 

 
 
専用アプリの取扱説明書を表示します。 

 
●操作方法 

①メイン画面の   をタップする 

②「取扱説明書」をタップする 

 取扱説明書が表示されます。 
 

注意：取扱説明書を見るためには、携帯端 

末で PDF ファイルを見られる環境 

（アプリなど）が必要です。 

 

 

Ｐ．３－２ ペアリング手順 

Ｐ．３－３ 取扱説明書 



 
 
専用アプリのバージョンを表示します。 

 
●操作方法 

①メイン画面の   をタップする 

②「アプリバージョン」を表示します 
 
 

その他の機能 

 
  
電池セット後、または MAX/MIN クリア

後の測定値の最高値（MAX）、最低値（MIN） 

を表示します。 
・メイン画面に最高値（MAX）最低値（MIN）
を表示します。 

・センサ詳細画面に最高値（MAX）最低
値（MIN）および更新日時を表示します。 
更新日時は、同じ最高値（MAX）最低

値（MIN）を測定した場合、最初の測定
日時を表示します。 

・MAX/MINは消去できます。（Ｐ．２－4   

 各種データ消去 を参照） 
※MAX/MIN機能は記録間隔にかかわらず
サンプリング（1分）毎に更新されます。 

Ｐ．３－４ アプリバージョン 

１．MAX/MIN機能 



 
 
携帯端末にダウンロードしたデータをグラ

フで表示します。 

アラームを設定している場合、アラーム設定

値を点線（Hi：赤、Lo：青）で表示します。 
 

 
●操作方法 

①本器のメモリからデータをダウン 

ロードする 

 をタップすると、前回ダウンロー 
ドしたデータ以降の新しいデータを
ダウンロードします。 

ダウンロードしたデータは自動的に 
携帯端末に保存されます。 
「ダウンロードをキャンセル」を 

タップするとダウンロードを途中 
で終了します。 

２．グラフ表示（データダウンロード） 



②センサ詳細画面下部にグラフが表示

されます 
 

●グラフ表示画面の操作方法 

・グラフ横軸の範囲切替 

1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月、3 ヶ

月、1 年から選択します。 

初期値は 1日表示です。 

 ・グラフの表示日時範囲変更 

グラフを左右にスワイプすると、表示

日時を変更します。 

 ・データ情報 

グラフを長押しするとカーソル線が現

れ、測定日時、測定値、アラーム設定

値を表示します。カーソル線を左右に

移動してデータを確認できます。 

 注意：グラフは目安表示です。 

横軸が1 時間以外の表示では、画

面解像度の制限により測定値を平

均化して表示しますので、実際の

測定値とグラフ表示（見え方）が

異なる場合があります。 

詳しく解析する場合は、1 時間表

示に切り替えるかCSV データを

ご活用ください。 

 



 注意：アラーム設定していない期間でも

前後データでアラーム設定され

ていた場合は、アラーム設定値の

点線が表示されます。 

 

 

 
 
本器の電池残量を電池キャラクタで表示

します。 

 
●操作方法 

 ①電池キャラクタをタップする 

％表示に切り替わります。 

もう一度タップするか、メイン画面や

センサ設定画面に切り替わると電池キ

ャラクタ表示に戻ります。 

 

※電池残量が 10%以下（赤）になりま 

したら、電池を交換してください。 

電池交換の方法は、本体付属の取扱 

説明書をご覧下さい。 
 
 

３．電池残量表示 



 

電池残量による記録時間の目安は以下に

なります。 
 

％表示 記録時間の目安 

100％ 記録間隔60分で約1 年 

50％ 記録間隔60分で約半年 

30％ 記録間隔60分で約1ヶ月 

記録条件：測定環境常温付近、LED の

明るさ設定３、双方向通信  

1日 60 秒の場合 
 
 

 
 
本器からの電波送信を停止することがで

きます。 

航空機内など、電波送信ができない場所で

記録するときにご利用ください。 
 

●操作方法 

 ①PAIR ボタンを 2 回連続で押す 

LED点滅が6秒毎から12秒毎に変わり、

電波OFFモードに切り替わります。 

電波OFFモードを解除したい場合は、

もう一度PAIRボタンを2回連続で押す 

LED点滅が12秒毎から6秒毎に変わ

り、電波OFFモードが解除されます。 

４．電波 OFFモード 



 注意：電波OFF モード中は、測定値の

受信、データダウンロード、各種

設定やペアリングができません。 

 
 

 
 
電池を交換した場合は、各種設定値がクリ 
アされて初期設定に戻ります。 
※記録データは保持されます。 
 
注意：ペアリングの時に、本器に記録され

ているデータを「消去する」を選択

した場合は、記録データは保持され
ません。一度消去したデータは元に
戻すことはできません。 

 
設定項目 初期設定 

記録条件設定 記録モード：エンドレス 
記録間隔：１分 
記録状態：停止 

LED 設定 ON 
緑色、明るさ 5 

アラーム設定 OFF 
上限値（Ｈｉ）４０.0℃ 
下限値（Ｌｏ）15.0℃ 

 

 

 

５．初期設定 



エラーメッセージ 
 
本器に異常が発生した場合、専用アプリの

測定値表示部にエラーコードを表示して

お知らせします。 
 

エラーコード 内容 対策 

Hi 

測定値が表示範

囲の上限を超え

ています。 

測定範囲内でご使用くだ

さい。 

 

Lo 

測定値が表示範

囲の下限を超え

ています。

（SK-320BT、

SK-320BT-C

共通） 

測定モジュール

がセットされて

いません

（SK-320BT-

C） 

カバーと測定モジュール

をしっかりセットしてく

ださい。 

－－ 

測定モジュール

がセットされて

いません

（SK-320BT） 

Er1 

送信エラーです。 ノイズや静電気の影響が

考えられます。2 分程度

放置しても復帰しない場

合は設置場所を変えてく

ださい。 



 本器と携帯端末

が通信していま

せん。 

・通信距離や障害物の影

響で通信できない場合

は、本器の近くに移動

してください。 

・他の使用者が双方向通

信中の場合は、少し時

間を空けてください。 

・電波 OFFモードの場 

合、その他の機能 ４.  

 電波ＯＦＦモード 

を参照して電波ＯＦＦ

モードを解除してくだ

さい。 

上記の対策をしても改善しない場合は、本器と携帯端末を近くにお

いて、登録（ペアリング）の操作をおこない、再度通信を確認して

ください。 

それでも改善しない場合は、本器の故障が考えられます。お買いあ

げ店または弊社にご相談ください。 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



トラブルシューティング 
不具合症状 予想される原因 対策 

本器と携帯端末の

ペアリングができ

ない。（本器のシリ

アル番号が表示さ

れない） 

携帯端末が動作条件

に適合していない。 
携帯端末の動作条件は

使用方法 ２.専用アプ 

リをインストールする  

をご参照ください。 

動作確認済みの携帯端末

は弊社ホームページをご

確認ください。 

本器の電池残量が少

ない。 
本体付属の取扱説明書を

参照して電池を交換して

下さい。 
携帯端末で本器の

測定値は受信でき

るが、双方向通信

ができない。 

または本器と通信

できない。 

通信障害が発生して

いる。 

本器の近くに移動してく

ださい。 

携帯端末の

Bluetooth に一時的

なエラーが発生して

いる。 

専用アプリを終了して、

BluetoothをOFFに設定

した後、BluetoothをON 

に設定して、専用アプリを

起動してください。 

他の携帯端末が双方

向通信をしている。 

他の携帯端末が双方向通

信をしている。 

本器が電波ＯＦＦモ

ードに設定されてい

る。 

その他の機能 ４.電源  

 OFF モードを参照して

電波ＯＦＦモードを解除

してください。 

CSVファイルの

記録データの記録

開始時間があって

いない。 

以前にダウンロード

したデータが保存さ

れている。 

CSVファイルは携帯端

末に保存されている全て

のデータを出力します。 

携帯端末の時計がズ

レている。 

携帯端末の時計をあわせ

てください。 
 
上記の対策をしても通信に関する不具合症状が改善しない場合は、

本器と携帯端末を近くにおいて、登録（ペアリング）の操作をおこ

ない、再度通信を確認してください。 
 
それでも改善しない場合や上記以外の症状が発生した場合はお買い

あげ店または弊社にご相談ください。 
  



免責事項について 
 
株式会社佐藤計量器製作所は本製品に関

して動作確認はおこなっておりますが、全
ての状況下において動作を保証している
わけではありません。 

本製品により生じた損害は、直接的および
間接的損害を問わず、弊社に一切の賠償責
任はないものとします。 

操作上のミス、注意を無視した操作、ご使
用になられている携帯端末に起因する不
具合、お客様の使用環境により発生した無

線通信の不通等により生じたデータ欠損
及び消失に対して弊社は責任を負いかね
ますのでご了承ください。 

 

 

著作権について 
 
・専用アプリのプログラム及び関連ドキュメ

ントに関する著作権は株式会社佐藤計量器
製作所に帰属します。 

・逆コンパイル、ファイル解析、改変等を禁

じます。本プログラムの使用による損害に
ついて弊社は一切の責任を負いません。 

・再配布したプログラムの使用による損害に

対しても弊社は一切の責任を負いません。 
 



・Android、Google PlayおよびGoogle 
PlayロゴはGoogle LLC.の商標または登

録商標です。 
・BluetoothはBluetooth SIG. の登録商標
です。 

・その他、この取扱説明書に記載されている
名称、会社名、商品名などは各社の商また
は登録商標です。 

 
 
 

インターネットホームページ 
 
弊社製品の最新情報は、インターネット 
ホームページでご覧いただけます。 
 
http://www.sksato.co.jp 
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