
マグネットセンサー

取扱説明書
保証書

この度は、『見張り番Ⅱ』マグネットセンサーをお買上げいただき、誠にありがとう

ございます。本製品は利用者さんが車イスから立ち上がろうとする時、またはベッド

から降りようとした時にお知らせするシステムです。

正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説

明書は大切に保管してください。
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セット内容：

マグネットセンサー本体：1台　クリップ、紐付きマグネット：1個

ハンガー：１個

単３形アルカリ乾電池：２個　保証書付き取扱説明書（本書）：1冊

『見張り番Ⅱ』
施設向け

ワイヤレスナースコールシステム

登録方法 6
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安全上のご注意

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな

絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

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。

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が

想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する

重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

■絵表示の例 の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。

の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。

の記号は「しなければならない行為」を示します。

万ー、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。
次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、ＡＣアダ

プターを使用している場合はコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）

　煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

　お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

● 本機の内部に水や異物などが入った

● プラグやコード類が異常に熱くなった ● 落としたり、破損した

■本製品を正しく安全に、また良好な状態でお使いいただくために、この安全上のご注意をよく読ん
　で正しくお使いください。

　※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。その際には、本書の内容と一部異なる場合
　　もありますのであらかじめご了承ください。

警　告

ＡＣアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方を

すると発熱などにより、火災の原因となります。

●　ＡＣアダプターはコンセントへ確実に接

　　続する。コンセントの差込がゆるいとき

　　は使用しない。

●　コードは束ねたまま使用しない。

●　コンセントや配線器具の定格を超えた使用

　　はしない。(たこ足配線など）

分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、

感電の原因となります。内部の点検、調節、

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

ぬらさない

本機をぬらさないようにご注意ください。

火災、感電の原因となります。

ご使用前に必ずお読みください

■本製品は、あくまでも介護者さんご自身が利用者さんの安全を見守るうえでの手助けをする

  ものです。安全を保証するものではありません。

  万一なんらかの損害が発生したとしても一切の責任を免責させていただきますので

  ご了承ください。

安全上のご注意
本製品を正しく安全にまた良好な状態でお使いいただくために、「安全上のご注意」をよく読んで

正しくお使いください。

※品質、性能向上、その他の事情で部品を変更することがあります。

  その際には、本書の内容と一部異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

■絵表示について
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために

下記の絵表示を使用しています。絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

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。

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が想定される

内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※

「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する

　重要な内容を記載しています。必ずお守りください。

万ー、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください。

次のようなときは、そのまま製品を使用すると火災や感電の原因となります。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 煙が出ている、変なにおいや音がする （異常状態）

     煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

     お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

● 本機の内部に水や異物などが入った

● 落としたり、破損した

警　告

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけないをことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしてはいけないことを
示す記号です。

水ぬれ禁止
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注　意

電気毛布・電気あんかなどの電気製品と
同時使用しない

本機の故障や感電の原因となることがあります。

設置場所に注意

不安定な場所に置かない

本機の上に重いものを置かない

本機の故障の原因となることがあります。

●湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当

　たる場所に置かないでください。火災、感電

　の原因となることがあります。

●窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当た

　る場所など湿度が高くなる場所に放置しない

　でください。火災、故障の原因となることが

　あります。

不安定または振動の多い場所、棚などに置か

ないでください。落ちたり倒れたりして、怪

我の原因となることがあります。

本機の上に水などの入った容器を置かない

種類の異なる（たとえばアルカリ乾電池
とマンガン乾電池）や新旧の乾電池を一
緒に混ぜて使わない

乾電池は充電しない

内部に水などが入った場合、火災、感電の原

因となります。

乾電池の破裂、液漏れによる火災、怪我の原

因となります。

乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがの原

因となります。

使用中の情報機器やテレビ・音響機器の
近くに置かない

乾電池使用上の注意

●指定以外の乾電池は使用しない。

●極性(＋と－)に注意し、表示通りに入れる。

●種類の異なるものや、新旧の乾電池を混ぜて

　使わない。

●乾電池を充電、過熱、分解したり、火や水の

　中に投入しない。ショートさせない。

●ネックレスなどの金属物と一緒にしない。

●長期間(1ヶ月以上）使用しないときは、乾電

　池を取り出しておく。

テレビなどに雑音が生じたり、磁気ディスク

に悪影響を与える原因となることがありま

す。

乾電池の使い方を誤ると、乾電池の破裂、液

漏れにより、火災、怪我や周囲を汚損する原

因となることがあります。次のことをお守り

ください。

もし液漏れが起こったときは、電池ケースに付い

た液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れて

ください。万一漏れた液が身体についたときは、

水でよく洗い流してください。

分解しない

本機を分解、改造しないでください。火災、

感電の原因となります。内部の点検、調節、

修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

ぬらさない

本機をぬらさないようにご注意ください。

火災、感電の原因となります。
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■本機は、2.410 ～ 2.466ＧＨｚの全帯域を使用する無線設備です。

　移動体識別装置の帯域が回避不可能で、

　想定される与干渉距離は 40ｍです。

　本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

■本機の使用周波数に関わるご注意

  この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製

  造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 ( 免許を要する無線局 ) 及び特

  定小電力無線局 ( 免許を要しない無線局 ) 並びにアマチュア無線局 ( 免許を要する無線

  局 ) が運用されています。

■分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際はお買上げの販売店に修理

　をご依頼ください。)

1.　この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局

　　並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2.　万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した

　　場合には、本機の乾電池を抜いて、お客様相談室（　　８ページ）にご連絡いただき

　　混信回避のための処置等（例えば、パーティションの処置等）についてご相談ください。

3.　その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局

　　に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合等何かお困りのことが起きたときは、

　　お客様相談室（　　８ページ）へお問い合わせください。

本機は、2.4GHｚ（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯では、電

子レンジや無線 LAN 機器などが電波を使用していますので、電波干渉により、通信に支障

を及ぼす恐れがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

2.4XX4

電波について

電波干渉について

その他
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各部の名称とはたらき

●ハンガー装着部

付属のハンガーを差し込んで取り付けます。

マグネットセンサーは利用者さんの手の届かない

ところに取り付けてください。

ベッドハンガー

電源スイッチ

AC アダプター用
ジャック

センサージャック

アラーム
時間切換
スイッチ

ナースコール
ジャック
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アラームランプ（赤LED）

メロディー選択スイッチメロディー／ブザー
切り替えスイッチ

電源 アラーム

メロディー
選択

ブザーメロディー

♪

電源ランプ
（緑LED）

●送信ランプ 

マグネットが外れて信号を送信する際に点灯します。

また乾電池の残量が少なくなった際に点滅してお知

らせします。このランプが点滅をしていたら電池を

交換してください。　

●マグネット装着部
付属のマグネットを取り付けます。

時
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音
量

無
　
中
　
大

送信ランプ

送信

マグネットセンサー

離床モード徘徊モード

離床/徘徊センサー

切り替えスイッチ

見張り番Ⅱ

単3ｘ3 or 2

送信

マグネット

装着部

ハンガー装着部

ベッドハンガーの取付け

ベッドハンガーを固定用のネジで、本体

裏の台に図のように固定してください。

ベッド柵や手すりにかける事ができます。

ベッド柵や手すりなどに1.

ネジ

マグネット

ハンガー

見張り番Ⅱ
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使用方法

7.

1.

2.

3.

4.

5.

「マグネットセンサー」に単３形アルカリ乾電池をセットします。

マグネット装着部にマグネットを取り付けます。

ハンガーを使って車イス / ベッドに取り付けます。

マグネットについているクリップを利用者さんに取り付けて、紐の長さ
を適度な長さに調整します。

利用者さんが立ち上がる / 起き上がるなどして本体からマグネットが外
れると信号を登録した受信機へ送信します。

長期間使用しない場合は乾電池を抜いてください。

電源 アラーム

メロディー
選択

ブザーメロディー

♪

設置例：

マイメロディーS

マグネットセンサー

10.

利用者さんが車イスに座ると【電源ラン
プ】は緑に点滅します（待機状態）。

利用者さんが車イスから立ち上がると、

【アラーム時間切替スイッチ】で設定された

発報時間で【アラームランプ】が赤く点灯
してメロディー/ブザー音が鳴ります。

アラーム音を消すには【リセットスイッ
チ】を押してください。利用者さんが座り

なおすと自動的に待機状態に戻ります。

8.

9.

11.

検知！

電池残量表示

マグネットセンサー

電池残量表示

マグネットセンサー

1.

2.

3.

4.

5.

6.

「マグネットセンサー」に単３形アルカリ乾電池をセットします。乾電
池を入れるとすぐに動作を開始しますので、乾電池を入れる前にマグ
ネットを取り付けてください。

【アラーム音量切換スイッチ】をL／Hにスライドし、音量を設定しま
す。

ハンガーを使って車イス/ベッドに取り付けます。

マグネットについているクリップを利用者さんに取付けて、紐の長さを
適度な長さに調整します。

利用者さんが立ち上がる/起き上がるなどして本体からマグネットが外れ
るとアラームが鳴ります。

アラームを停止するには本体にマグネットを取り付けなおします。自動
的に待機状態に戻ります。

電池残量表示

マグネットセンサー

登録方法

『見張り番Ⅱ』マグネットセンサーは使用前に各受信機への登録が必要になります。

登録方法はそれぞれの受信機で異なりますので、ご使用の受信機の取扱説明書を

ご覧ください。



こんな時には・・・
（故障とお考えになる前に）

利用者さんが車イス / ベッドから離れているのに受信機が反応しないとき

●乾電池がきちんと入っていることを確認してください。乾電池が消耗していないかどうか、 

　また、乾電池が間違って入っていないかなどを確認してください。

●マグネットがうまく外れない場合は、マグネットについている紐の長さの調整や、本体の位 

　置を調整してください。

●受信機に登録できているかを確認してください。受信機への登録方法はご使用になる各受信

　機の取扱説明書をご確認ください。

項目 仕様

単３形アルカリ電池２本

約1年間

６2×31×111

約140ｇ

電源

電池寿命※１

外形（幅×奥行×高さ[mm]）

重量[g]　※2

見張り番Ⅱ マグネットセンサー　仕様

※1　 ２４時間連続使用　（１日５回発報の場合）

※2 ベッドハンガー無し、電池挿入時の重量

こんなときには・・・（故障とお考えになる前に）

7

2.4GHz帯周波数帯



故障品の修理を円滑にかつ迅速に行なうため、修理をご希望の際は、お買い上げ店または

お客さま相談室まで本保証書を添付のうえ、ご郵送ください。

販売店

お客さま相談室

お客さま

NC-5000TXMG

見張り番Ⅱマグネットセンサーはお買い上げの日から1年間保障いたします。

お客さまが取扱説明書にしたがった使用状態のもとで、保障期間内に万一故障をした場合には、無償で

修理または交換をさせていただきます。

保証期限内でも次のような場合は有料修理とさせていただきます。

① 本保証書のご提示の無い場合

② 本保証書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえら   

    れた場合

③ 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷

④ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の仕様電源（電圧、周波数）などに

    よる故障および損傷

⑤ お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷

⑥ 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

1.

2.

3.

4.

NC-5000TXMG-1

製造発売元

株式会社エクセルエンジニアリング

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10

坂田ビル5Ｆ

http://www.excel-jpn.com

TEL: 　03-3516-1560

FAX:   03-3231-1530

株式会社エクセルエンジニアリング

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-10
　　　　　　　　坂田ビル5Ｆ

http://www.excel-jpn.com

TEL: 　03-3516-1560

FAX:   03-3231-1530


	NC-5000TXMG_cover.pdf
	NC-5000TXMG_P2.pdf
	NC-5000TXMG_P3.pdf
	NC-5000TXMG_P4.pdf
	NC-5000TXMG_P5.pdf
	NC-5000TXMG_P6.pdf
	NC-5000TXMG_P7.pdf
	NC-5000TXMG_P8.pdf



