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お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
ご使用に際しては、この取扱説明書どおりお使いください。
お読みになった後は、後日お役に立つこともございますので、必ず保管してください。
本マニュアルはソフトウェア Ver 1.06.00 に対応しています。
ソフトウェア Ver 1.05.00 からの追加機能のみ記載していますので、
ソフトウェア Ver 1.02.00/1.04.00/1.05.00 の操作マニュアルとあわせてご確認ください。

操作マニュアル

・V1.06.00 追加機能
LT80-NE のソフトウェアバージョン V1.06.00 は V1.05.00 に対し、以下の機能が
追加、変更されています。

1. プロテクト機能

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2

・指定した操作ボタンを操作無効にする機能で、誤操作の防止等をおこなうことができます。
また、設定メニューにパスコードを設定し、パスコードを入力しないと設定が変更
できない保護を付与することができます。

2. 言語設定の追加

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5

・言語設定にイタリア語、スペイン語、フランス語を追加しました。

3. システムポートコマンドの追加

・・・・・・・・・・・・・・・・P.5

・LAN ポートを使用して PC から本体の設定や操作、データの取得をおこなうための
コマンドを追加しました。
詳細につきましては別冊の LT80-NE システムポートコマンドリファレンスマニュアルを
ご参照ください。
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1．プロテクト機能
測定画面内の操作ボタンを操作無効にすることができます。
また、測定メニューとシステム設定メニューのメニュー全体またはメニュー内の
個別メニューにパスコードを設定することができます。
設定はメインメニュー内のプロテクトメニューでおこないます。

・測定画面内の無効化設定ができる操作ボタン

・パスコードを設定できるメニュー
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・プロテクト設定
以下の手順でプロテクトの設定をおこないます。
メインメニュー→プロテクト→保護設定

測定画面

メインメニュー

保護設定

保護設定をタッチするとパスコード用の 10 キーが表示されますのでパスコードを
入力してください。
出荷時のパスコードは「1234」です。
パスコード設定（次頁参照）でパスコードを変更した場合は、そのパスコードを入力して
ください。
パスコード入力→保護設定項目一覧

保護設定項目一覧

パスコード用 10 キー

測定メニュー、システム設定の全体または個別に

測定画面内の操作ボタン無効化設定

パスコード有効/無効を設定

操作ボタンの文字色が白色になり
操作できなくなります（キーロック）

部をタッチして設定します。
：パスコード設定なし
：パスコード設定あり

：測定画面の操作ボタンロックなし
：測定画面の操作ボタンロックあり
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・パスコードの設定と変更
以下の手順でパスコードの設定や変更をおこないます。
メインメニュー→プロテクト→パスコード設定（パスコードクリア）

測定画面

メインメニュー

パスコード設定（パスコードクリア）

パスコードを任意に設定することができます。
また、パスコードを忘れてしまった場合はパスコードをクリアし、新しいパスコードを
再設定することができます。
・パスコードの設定
以下の手順でパスコードの設定をおこないます。
パスコード設定→現在のパスコード入力→新パスコード入力→新パスコード再入力
※出荷時のパスコードは「1234」です。
※パスコードは 4～6 桁の数字が有効です。

パスコード設定

現在のパスコード入力

新パスコード入力

新パスコード再入力

・パスコードクリア
パスコードを忘れてしまった場合、パスコードを出荷時に戻すことができます。
パスコードクリア→マスターパスコード入力
※マスターパスコードは「123456」です。
（マスターパスコードはパスコードをクリアするコードで変更はできません）
※出荷時のパスコードは「1234」です。

パスコードクリア

マスターパスコード入力
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2．言語設定の追加
言語設定にイタリア語、スペイン語、フランス語を追加しました。
メッセージに従い変更操作をおこなってください。
※変更後はリスタートまたは電源再投入が必要です。

3．システムポートコマンドの追加
本バージョンより本体の LAN ポートを使用して本体の設定や操作、データの取得を
おこなうための専用コマンドを追加しました。
詳細につきましては別冊の LT80-NE システムポートコマンドリファレンスマニュアル
または弊社営業担当までお問合せください。

測定データ →
← 設定、操作
LAN ケーブル
コンピュータ
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LT80-NE

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあ
り、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。
したがって、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容
（操作、保守など）と異なる目的で本マニュアルを使用す
ることを禁止します。

The material contained in this manual consists of
information that is the property of Magnescale
Co., Ltd. and is intended solely for use by the
purchasers of the equipment described in this manual.
Magnescale Co., Ltd. expressly prohibits the
duplication of any portion of this manual or the use
thereof for any purpose other than the operation or
maintenance of the equipment described in this
manual without the express written permission of
Magnescale Co., Ltd.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en
informations qui sont la propriété de Magnescale
Co., Ltd. et sont destinées exclusivement à l'usage
des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce
manuel.
Magnescale Co., Ltd. interdit formellement la copie de
quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi
pour tout autre but que des opérations ou entretiens
de l'équipement à moins d'une permission écrite de
Magnescale Co., Ltd.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen
sind Eigentum von Magnescale Co., Ltd. und sind
ausschließlich für den Gebrauch durch den Käufer der
in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung
bestimmt.
Magnescale Co., Ltd. untersagt ausdrücklich die
Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder
den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen
Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser
Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne
ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Magnescale
Co., Ltd.

日本からの輸出時における注意
本製品 ( および技術 ) は輸出令別表第 1 の 16 の項 ( 外為令別表 16 の項 ) に該当します。キャッチオー
ル規制による経済産業省の許可要否につきましては、輸出者様にてご確認ください。

For foreign customers
Note: This product (or technology) may be restricted by the government in your country. Please make sure
that end-use, end user and country of destination of this product do not violate your local government
regulation.

〒 259-1146
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