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クイックスタート・ガイド

こちらのガイドは、EziWeigh7i重量測定器 

を最初に使用する際にご利用下さい。 

内容 
箱の中身を出す .................................. 1
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取り付け .............................................. 4
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情報を記録 .......................................... 5
情報を見る .......................................... 6
情報を入力 .......................................... 7
情報を削除 .......................................... 8
維持管理とサービス ......................... 9
法令等の順守 .................................... 10

詳細については、付属の USBメモリの情報

もしくは www.tru-test.com を参照して下さ

い。 

1 箱の中身を出す 
これらが全て揃っているか確認して下さい。不足しているものがあ

る場合は、購入先にご連絡下さい。 

EziWeigh7i 重量測定器 

（以下、「測定器」） 

取り付け用ブラケット 

USB ケーブル 

USBケーブルは充電にも  

PC接続にも使用します。 

電源アダプタとプラグ 

地域別のプラグ形状が 含まれています。 

USB メモリ 

付属の USBメモリには Data Linkのソフト 

ウェアと 詳しい情報が含まれています。
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2 バッテリーの充電 
測定器の内蔵バッテリーは電源アダプターをコンセントにつないで

充電します。 

 

効率よく充電するには、気温が 0°C (32°F) を下回る場合、 

もしくは 40°C (104°F) を超える環境を避けましょう。 
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3 各部名称 
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4 取り付け 
測定器をロードバー（計量台）やロードセルに接続してから、家畜

の重量を測定して下さい。EID（電子）タグを使って家畜を識別する

には、測定器と EIDリーダーを接続する必要があります。 

測定器とロードバーの設置 

 

測定器と EID リーダーを接続 
Bluetooth®経由で接続 

1. まず最初に、測定器に電源を入れる。 

2. それから EID リーダーの電源を入れる。 

EIDリーダーと Bluetoothの接続については、EIDリーダーの説明書

を参照して下さい。 

シリアルケーブルを使って接続 

シリアルケーブルを使って EIDリーダーを測定器のコネクタに接続し

て下さい。Tru-Testの付属品として別途購入できます。 
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5 測定器の設定 
最初に測定器のスイッチをオンにする場合、指示に従って言語の設

定をして下さい。 

出荷時、測定器は、ドラフティング（選別・分類）無しで、手動で家畜の重量と

IDを記録するように設定されています。使用目的に合わせて、これらの設定を

変更する必要があります。 

測定器の設定を変更 

設定の変更方法： 

を押し、「設定」のところまで  をスクロールし、 を押す。 

 

6 情報を記録 
セッション 

重量などの情報を記録する場合は「セッション（Sessions）」に保存

されます。セッションは、コンピューター上のファイルと同様です。

毎日新しいセッションを開始するか、家畜のグループごとに新しい

セッションを開始することをおすすめします。 

を押し、セッションが表示されるまで  を押し、  を 2回押す。 

測定器が「開始」を表示する。 

 

  を 2回押すとメニューから出ることができる。 



 

6 

家畜の重量測定 

 

測定器が 0.0 を示しているかどうか確認し、表示されない場

合は を押します。 

1. 家畜を計量台へ動かす。 

2. IDを記録する場合は、家畜の VIDを入力するか、スティックリーダーで EIDを

スキャンする。 

VID（視覚識別番号） EID（電子タグ） 

  
3. 個体の健康状態など何かメモを記録したい場合

には、  を押し、キーパッドで入力する。 

4. 安定表示ライトが点灯したら、 を押す。 

測定器は重量とともにその他入力された情報を記録する。 

5. 家畜を計量台から降ろす。 

 

測定器が 0.0 を示しているかどうか確認して下さい。家畜の

入れ替え時に測定器が 0.0を表示しない場合や、重量が正確で

ない、安定した数値が得られない、という場合は、荷台に泥

や石などがついていないか、コンクリートの床にしっかり置

かれているか、ロードバーがきちんと測定器に接続されてい

るか確認して下さい。 
 

7 情報を見る 
測定後にセッションの記録データを見ることができます。「統計 

データ」のオプションが表示されるまで  を押す。 

  を押し、  を押して「統計データ」をスクロールする。 
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8 情報を入力 
Data Linkを使って、セッションのファイルや、EIDとそれに対応する

VIDのデータを含む相互対応ファイル（Cross reference file）を PCから測

定器に転送できます。 

 

Data Linkを PCにインストールするまで、測定器を PCに接続

しないで下さい。インストールするには、USB ポートに 付属

の USBメモリを挿入し、指示に従って下さい。 

1. 付属のケーブルで PCと測定器を接続。 

 
2. PCで Data Link を起動。 

3. Data Linkと測定器が接続すると、測定器に保存されている全ての情報が

Data Linkで表示されます。 

 
4. セッションのファイルや、相互対応ファイルを測定器に転送する

には  をクリック。 
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9 情報を削除 
測定器から情報を削除するには 2通りの方法があります。 

PC 用の Data Link スマートフォン用の Data Link  

アプリ 

  

可能な機能： 

• セッションのデータを保存 

• 相互対応データを保存 

可能な機能： 

• セッションのファイルを  

メールで送信 

方法： 

1. 付属のケーブルで PCと測定器を

接続。 

2. PCで Data Link を起動。 

3.   をクリックし、測定器から 情報

を削除。 

方法： 

スマートフォンの Data Link アプリを起

動し、指示に従う。 

 

スマートフォンのアプリ 

Tru-Test Data Linkアプリは、Google Play* (Android* デバイス) もしくは Apple 

App ストア* (Apple iOS*) から無料でダウンロードできます。 
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10 維持管理とサービス 
データのバックアップを取る 

Data Linkを使って、測定器の保存データを定期的に PCへ転送し、 

バックアップを取るよう強くおすすめします。 

ソフトウェアの更新 

最新の機能や改善が得られるように、測定器のソフトウェアを定期

的に更新するようおすすめします。 

ソフトウェアの更新方法： 

1. 付属のケーブルで PCと測定器を接続。 

2. PCで Data Link を起動。 

3.  Tools / Updates をクリック。 

4. 一つひとつ手順に従って下さい。 

詳細については、Data Linkのヘルプを参照して下さい。 

 

ソフトウェアの更新時、測定器のデータはそのまま残りま

すが 更新前 に PCに測定器のデータを転送することを強く

おすすめします。 

測定器の取扱いについて 

測定器やロードバーを水の中に放置しないで下さい。涼しく乾いた

場所に保管して下さい。 

ぬるま湯と石鹸で湿めらせた布で拭いて下さい。洗剤等はケースを損傷するこ

とがあるので使用しないで下さい。 

測定器にケーブルが接続されていないときはダストキャップをかぶせ、埃や湿気

が入らないようにしてください。 
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ヨーロッパ圏 - 製品の廃棄処分について 

 

本機器（およびバッテリー）もしくはパッケージにこのマーク

が付いている場合は一般ゴミとして投棄してはなりません。 

特殊ゴミとして電気製品を廃棄処分する管理当局に責任を 

持って引き渡して下さい。環境や健康を守るためにも、再利用

できる資源は分別しリサイクルに回すようにしましょう。電気

製品のリサイクルについては環境問題に対応する行政機関に相

談するか、本器を購入された販売店にお問合せ下さい。 
 

本器にはリチウムイオンおよびリン酸を使用した充電式電池 (IFpR27/66) が組

み込まれています。  

リサイクルを目的に本器を解体する手順については eメールにて 

contact@trutest.co.nz までお問合せください。 

 

11 法令等の順守 
 

The Bluetooth® の英名称とロゴは Bluetooth SIG社所有の登録商標であり、Datamars SA およびその子会社は許可

を得てこれを使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。 

 

Datamars SA 社は*マークのついた登録商標やライセンスを所有しておらず、帰属先は それぞれの所有者とな

ります。 

 

iPhone対応アクセサリは iPhoneに接続するために設計されており、Appleのパフォーマンス基準を満たすこと

がデベロッパーによって確認されています。Appleは本機器の運用や安全基準、または規制遵守に責任を負

う立場にはありません。本機器を iPhoneと使用することによりワイヤレスの性能に影響が及ぶ場合がありま

す。あらかじめご了承ください。 

 

iPhone は米国およびその他の国において Apple Inc.の商標として登録されています。日本では商標 「iPhone」は

アイホン株式会社の許諾を受けて使用されています。 
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メモ欄  
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メモ欄 
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