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Safety Instruction

Indicates an imminently hazardous situation which,

if not avoided, may result in death or serious injury.

Indicates a potentially hazardous situation which, 

if not avoided, may result in injury or property damage.

* “Caution” indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,

    may result in minor or moderate injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

Unplug NC-5000 from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel 

under the following conditions.

● When smoke, an unusual noise, or an odor comes from the unit please 

    contact the store that you purchased from for repair.  

    Please do not attempt to repair it.

● When water or other foreign objects gets into the unit.

● When the plug-in or the cord becomes hot.

● When you drop or break the unit.

■Example of Picture Indication

This icon indicates “not allowed.”

This icon indicates disassembly is 
prohibited.

This icon indicates “do not 
touch with a wet hand.”

ぬれ手禁止

指　示

This icon indicates “do not get 
it wet.”

This icon indicates to “force 
completion of the following procedure.”

This icon indicates to “unplug the 
AC adaptor.”

水ぬれ禁止

ACアダプターを
コンセントから抜く

*Product specifications described in this material are subject to change without notice for reasons 

   of modification and/or improvement.

Before using NC-5000, be sure to read this safety instruction carefully.

■Hazard definition

The following terms are used throughout this manual to bring attention to the presence of 

hazards of various risk levels, or to important information concerning use of the product.

Warning

Warning

Caution
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Operate this product only with the specified voltage

Do not put container filled with water or any kind of liquid on top of the product.

充電池使用上の注意

長期間使用しない場合やお手入れの際の注意

Do not harm AC adapter’s cord

Follow instruction below; fail to do so may damage the cord.

●　Do not put heavy item on the cord.　●　Do not add or process the cord.

●　Do not forcefully bend the cord.　●　Do not harm the cord.

●　Do not twist or pull the cord.　●　Do not put closely to the heating materials

Inspect a plug into the outlet regularly

Hundle the AC adapter with caution

Do not use the product with an electrical blanket or other electrical items.
This may cause a damage to the product or an electric shock.

Caution with where you set up

Do not set up at unstable place

Do not put heavy item on the product

This may be the result of trouble of this product.

注　意

●　Do not set up this product in humid or dusty places. Failure to do so may be the result of　　

　　fire and an electric shock.

●　Do not set up in a direct sunshine area.  Failure to do so may be the result of fire and trouble.

Do not set up anywhere that is unstable, shaky or at a shelf. It may drop or fall down and 
may be the result of an injury.

Ask your distributor for an exchange when the AC adapter’s cord is damaged. 

Fail to do so may result in fire or electic shock.

Remove the dust and dirt between the plug and the outlet regularly. Failure to do so may 

result in short circuit and fire.

Use Wireless Guard System with specified voltage (AC 120V). Failure to do so may cause a fire 

and an electric shock.

If water/liquid spills or enters inside of the product, it may cause a fire and an electric shock.

●　Do not plug in/out with wet hands. It may cause an electric shock.

●　Never pull on the cord when unplugging from the electrical outlet.

　　Always grasp the AC cord plug when unplugging.

●充電池を分解しない

●乾電池を充電池の代わりに使用したり、混ぜて使わない。

●長期間使用しなかったときは、充電池が使用できるかチェックしてから使う。

充電池の使い方を誤ると、充電池の破裂、液漏れにより、火災、けが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。

安全のためにACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。

Precautions when using the AC adapter

●　If the provided plug does not fit into your outlet,consult an electrician for eplacement of 

　　the obsolete outlet.

●　Do not bundle the AC power cord.

●　If an extension cord is used with this product,make sure that the total of the ampere ratings 

　　on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord ampere 

　　rating.

Do not disassemble or alter the product.

Do not attempt to disassemble or alter the product. It may cause fire and electric shock.

Contact your distributor for inspection, adjustment and repair.

Do not wet

Do not wet the product. It may cause a fire and an electric shock.

注意
Caution
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電波について

■ワイヤレスナースコールシステムは、2.458ＧＨｚの周波数を

　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。

　本システムの送信機能を持つ機器には、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ＡＣアダプターを抜いて、お客様相談室（　　１２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（　　１２ページ）

　　へお問い合わせください。

ワイヤレスナースコールシステムは、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。

電波干渉について

その他

2.4XX4

電波について

電波干渉について

その他

Rechargeable Battery caution

Precaution during the time of non-operation for a long period of time, and 
maintenance.

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。

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、けがの原因とな

ることがあります。

●　Use the specified battery.

●　Never disassemble the battery.

●　Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

●　Remove the batteries when not using the device for an extended period of time.

Follow the instruction below.

Failure to do so may lead to batteries’explosion and liquid leak of battery, which may lead to 

fire and injury, or cause mess and damage around the surrounding.

For your safety, unplug the AC adapter from the outlet.

Fail to do so, it may cause a fire.
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本製品の用途

電源がONの時に点灯します。

AC adapter jack

付属のACアダプター
を差し込みます。

Nurse call connector

ナースコールに接続します。

Names of the parts

●1台の無線分岐ボックスに3台までの送信機を登録出来ます。

●送信機とは別にリモートスイッチを１台登録することができ、離れた所から

　無線分岐ボックスの電源をリモートスイッチでON/OFFにすることが出来ます。

　（OFFにしてから３分後に自動復旧します。）

（特徴）

この製品は各種センサー信号を無線でナースコールシステムに接続するものです。

ベッド周りの邪魔な配線を無くし、安全で快適な介護環境をサポートします。

Transmitter
1 2 3

Power

Reset

Front view

Wireless Adapter Box

Bottom view

Power light

Transmitter 

indicator light

Alarm 

pause light

Alarm 

pause button

ボタンを押すと動作を停止し、
３分後に復旧します。

一時停止時に点灯します。

送信機からの信号を受けると、
登録した番号のランプが点灯します。

Additional nurse call 

connector

ナースコール子機を接続します。

イラストはNC-12仕様Bed hanger

使用する場所に合わせて
曲げることができます。

Front view

Power switch

AC adaptor jack

Top view

Up 

button

Down 

button
Stop button

Charge

●▼ ▲

N C - 5 0 0 0 P R X 2
P o r t a b l e  R e c e i b e r -

+
6

V

Power
OFF ON

Right side view

Speaker

Charging 

light

Display 

Belt clip

Holes for a neck strap / lanyard

Portable Receiver

Pairing button Setting switches

Back view

ACアダプター用ジャック

Nurse call output jack Speaker

Volume control switch



各部の名称

（正面）
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電源スイッチ

ACアダプター

ジャック

（天面）

アップ

ボタン

ダウン

ボタン

停止ボタン

コールボタン

Sensor connection transmitter

送信ランプ

呼出ボタン
見張り番Ⅱ

送信

呼出

コールボタン

Mini-plug jack
Transmitter

NC-5000TXBF

TX

Transmission 

light

充電

●▼ ▲

見張り番Ⅱ
ポ ー タ ブ ル

受 信 機

-
+

6
V

A
C
ア
ダ
プ
タ
ー

電源
OFF ON

中継機

電源

見張り番Ⅱ 中継機

アラームランプ

送信ランプ

電源ランプ

電源ボタン

ACアダプター

ジャック

テストボタン

テストボタン

リセットボタン

（ケース底面）

（右側面）

スピーカー

充電ランプ

ディスプレイ

送信

マグネットセンサー

マグネットセンサー

見張り番Ⅱ

送信ランプ

マグネット

ベルトクリップ

装着部

ネックストラップ用取付穴

Back view

Setting switch

センサーが検知してから発報する
までの時間、離床/徘徊のモード
切替ができます。

Battery holder

With a 
cover view

Without a 
cover view

ボタン電池（CR2032）を入れることで動作します。
登録した受信機に電池交換通知が出ましたら、
電池を交換してください。

スイッチ位置

動作モード

発報時間

離床 徘徊

0秒 1秒 2秒 4秒

動作設定

※製品に付属している電池は、動作テスト用の為通常の電池寿命より短い場合があります。

Front view

ポータブル受信機Ⅱ
無線分岐ボックス

Floor sensor mat

A pocket for 

the transmitter

Bed sensor pad

A pocket for 

the transmitter

Side-rail sensor pad (Large)

A pocket for 

the transmitter

Side-rail sensor pad (Small)

A pocket for 

the transmitter



センサー
コネクタ

センサーを
接続します。

センサーが動作
した時に2秒間
点灯します。
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送信機

見張り番Ⅱ

送信

フロア・ベッド用

送信機

アラーム
ランプ

送信機

Portable pause button for 
the wireless adaptor box 

Transmission 

light

Pause 

buttonNC-5000TXPH

TX

Pause

送信ランプ

マグネット

装着部

各部の名称

ミニプラグ
ジャック

センサーを
接続します。

センサーが動作
した時に2秒間
点灯します。

Door Sensor

NC-5000TXDR

TX

Transmission light

Portable nurse 
call button

Transmission 

light

Call button
NC-5000TXPB

TX

Call

Magnet sensor

TX

Magnet Sensor

NC-5000TXMG

Transmission light

Magnet 

connecting site

Door sensor

Magnet unit

Repeater

Alarm light

Front view

Plug-in

Back view

リモート
スイッチボタン

無線分岐ボックス用
一時停止ボタン

無線分岐ボックス



Step 1: Based on the sensor that you use, select one of the detection modes 

 by changing the switch positions on the back of the transmitter 

 (please see the diagram below).

Step 2: When appropriate positions of the switches are selected connect the 

 transmitter to the detection sensor and place the transmitter in the 

 pocket.

Step 3: Register or pair the detection sensors with the receiver.  Please refer 

 to each receiver’s manual for the pairing process.
送信機

見張り番Ⅱ

送信

How to use sensor connection transmitter
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How to use the transmitters

ナースコール接続方法

無線分岐ボックス使用方法

Switch 
positions

Detection 
modes

Alert delay 
duration

Departing from the bed Wandering

0 sec 1 sec 2 sec 4 sec

センサーが検知してから発報する
までの時間、離床/徘徊のモード
切替ができます。

登録した受信機に電池交換通知が出ましたら、電池を交換してください。

How to use the nurse call button

Step 1: Register or pair the nurse call button with the receiver.  

 Please refer to each receiver’s manual for the pairing process.  

Excel’s bed and/or floor sensor can be connected to the transmitters.  
For the bed sensor, when an individual’s body weight decreases on the bed 
(e.g., sitting up or moving close to the edge of the bed) the sensor delivers an 
alert signal to the receiver wirelessly.  When the weight turns back to on the 
bed, the sensor delivers a reset signal* to the receiver. For the floor sensor 
mat, when an individual’s weight creates a pressure on the mat (e.g., 
stepping on the mat) the sensor deliver an alert signal to the receiver wirelessly.

When a call button located on the center is pressed an alert signal is 

transmitted to the receiver. 

マグネットセンサー

電池残量表示

マグネットセンサー

Factory settings

Bed sensor: Departing from the bed mode with an alert delay time of 2 sec.

Floor sensor and side-rail pads: Wandering mode with a delay time of 0 sec.

Switch 
positions

Detection 
modes

Alert delay 
duration

Departing 
from 
the bed

Wandering

0 sec 1 sec 2 sec 4 sec

* Reset signal can’t make pair with the receiver.

In normal use, the switch 3 is always ON. If you don’t need detection outside 

of a wireless signal transmission range**, you can disable it by switching the 

switch 3 to OFF. After switching the switch 3, you must turn the power off

(eject sensor plug) and wait for 10 seconds to shut down completely, and 

turn the power on(insert sensor plug) again.

** Please refer to page.12 or page.16 about this feature.

Out of range
Detection

OFF ON

Switch 
positions

Detection 
modes

Alert delay 
duration

Departing 
from 
the bed

Wandering

0 sec 1 sec 2 sec 4 sec

1 2 3 4

O N



ベッドセンサー

フロアセンサー

送信機

ナースコール
壁面パネル

受信機

Step 1: Register or pair the nurse call button with the receiver.  

 Please refer to each receiver’s manual for the pairing process.  

Step 2: The door sensor/transmitter and the magnet unit should be installed 

 to an individual’s room door

ON

OFF

センサー

ＯＮ／ＯＦＦ

ナースコール

センサー

押し

ボタン

分岐ボックス ※絵はＮＣ-12 タイプ

ON/OFF

スイッチ

㈱エクセルエンジニアリングの各種センサーは、無線分岐ボックスにて簡単に

各社ナースコールへの接続が可能です。

※ご使用中のナースコールの●メーカー名●プラグ形状に適合した品番をご指定ください。

送信機

見張り番Ⅱ

送信

受信機

電源 コール

見張り番Ⅱ

無線

How to use the door Sensor
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送信機をセンサーの

ポケットに収納

送信機
1 2 3

電源

アラーム一時停止

無線分岐ボックス底面部

マグネットセンサー

送信

マグネットセンサー

見張り番Ⅱ

送信機

見張り番Ⅱ

送信

無線分岐ボックス使用方法

ナースコール接続方法

無線分岐ボックス使用方法

スイッチ位置

動作モード

発報時間

離床 徘徊

0秒 1秒 2秒 4秒

センサーが検知してから発報する
までの時間、離床/徘徊のモード
切替ができます。

When the receiver displays a battery is low icon and a designated number of 
transmitter from the transmitter that needs its batteries replaced please replace 
the batteries immediately.  

When the individual opens the door the door sensor/transmitter units are 

forced to separate from each other.  This triggers an alert signal sent to 

the receiver.  

マグネットセンサー

電池残量表示

マグネットセンサー

How to use the repeater
There is no need to adjust the settings of the wireless nurse call system.  

Simply, the repeater can be plugged in an existing power outlet.

●　使用する受信機に登録をします。登録方法は各受信機の説明をご覧ください。

●　開いたことを検知したいドアに本体とマグネットを取り付けます。

How to use the magnet sensor

Step 1: Register or pair the nurse call button with the receiver.  

 Please refer to each receiver’s manual for the pairing process.  

Step 2: Attach the magnet to the connecting site on the unit

Step 3: An accessory hanger is used to place the magnet sensor on the side 

 of a wheelchair or bed.

Step 4: A clip that is connected between the magnet and a string now can 

 be attached to an individual’s clothing.  Adjust the length of the 

 string appropriately.

When a magnet attached to the main unit (a bed or a wheelchair) separates 

from the main unit an alert signal is sent wirelessly to a nurse call station or 

an alarm sound is generated to warn an individual in a wheelchair.  

Examples

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

How to use the nurse call button

Step 1: Register or pair the nurse call button with the receiver.  

 Please refer to each receiver’s manual for the pairing process.  

When a call button located on the center is pressed an alert signal is 

transmitted to the receiver. 



Bed sensor

Floor sensor

Transmitter

Nurse call panel

受信機

Step 1: The transmitter should be connected to a desired detection sensor(s).

Step 2: The wireless adaptor should be connected to an existing nurse call 

 panel (see the diagram below) and the AC adaptor plugged into an outlet.

ON

OFF

センサー

ＯＮ／ＯＦＦ

ナースコール

センサー

Nurse call 

button

分岐ボックス ※絵はＮＣ-12 タイプ

ON/OFF

スイッチ

The Excel Engineering’s various caring sensors can be connected to an 

existing nurse call system through the wireless adaptor Box.

*In order to identify your specific needs, please let us know your nurse call 

 system manufacturing company’s name and the type of nurse call 

 connector pin needed.  

送信機

見張り番Ⅱ

送信

受信機

電源 コール

見張り番Ⅱ

Wirelessly 

How to use an existing nurse call system 
with Excel’s caring devices
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Install the transmitter 

in the pocket

送信機
1 2 3

電源

アラーム一時停止

Wireless Adaptor 
(bottom view)

Magnet sensor

TX

Magnet Sensor

NC-5000TXMG

Transmitter

NC-5000TXBF

TX

How to use wireless adapter box

ナースコール接続方法

無線分岐ボックス使用方法

When a detection signal is received in the adaptor box 
the signal is transmitted through an existing nurse call 
system to inform a caregiver.  



送信機の設置と動作

無線分岐ボックスの設置と動作

1.
2.

無線分岐ボックスのナースコールコネクターを壁のナースコールに接続します。

無線分岐ボックスのACアダプター用ジャックに付属のACアダプターのプラグを差し込みます。

送信機にセンサーを接続します。（センサーの種類に合った専用の送信機を使用します。）

マグネットセンサーは本体に送信機を内蔵しています。

動作確認

1.

2.

センサーを動作させ、送信ランプが点灯することを確認します。センサーが動作しているこ

とを検知すると、送信ランプが約2秒間点灯します。

無線分岐ボックスが送信機からの信号を受信し、送信機ランプが点灯すると同時に、ナース

コールが鳴ります。

送信機と無線分岐ボックスの間に障害物があると、至近距離でも通信できない場合があります。

中継機の設置と動作

中継機を、無線分岐ボックスと送信機の間に設置します。多段中継が出来ます。

各送信機からアラーム信号を受信すると、アラームランプが約１秒間点灯し、無線分岐ボッ

クスにアラーム信号を送信します。送信ランプが約１秒間点灯します。

1.
2.

The transmitters must be paired with the adaptor box.  

One adaptor box can be paired with up to 3 transmitters. 

1.

2.

Step 1: Plug the AC adaptor into the wireless adaptor box and 

            then plug into an outlet.  Please confirm that the power 

            light on the wireless adaptor turns green.  

Step 2: Press the pairing button located on the back side of the 

            wireless adaptor box.  Please confirm that the power 

            light now starts flashing.  Now you are in the pairing mode. 

Step 3: Activate the desired caring detection sensor.  

            The first transmission light should light up.

Step 4: Press the pairing button to complete the pairing process.

Step 5: If you want to pair multiple sensors (up to 3 sensors) 

            repeat Step 3 for each.  Please confirm that the 

            corresponding transmission lights turn on.  Then, press the

            pairing button to complete the process.

3.

Pairing button

細いピン等を
使って押して
下さい。

Wireless 
adaptor box

ご使用方法 送信機の登録方法
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4.

ご使用方法

How to pair the transmitter

5.

無線分岐ボックスのアラーム一時停止ボ

タンを押しながらACアダプターを入れ

てください。電源ランプが緑に点滅しま

す。

そのまま7秒以上押し続けてください。

すべてのランプが点灯して消えます。

ACアダプターを抜くと、解除が完了し

ます。

1.

2.

3.
複数登録されている場合、一時停止

ボタンが登録されている場合も登録は

全部解除されます。

送信機の電池が消耗すると、無線分岐ボック

スの送信機ランプが点滅します。点滅した場

合は送信機の電池を交換してください。

無線分岐ボックスの送信機ランプの点滅をリ

セットするには無線分岐ボックスのACアダ

プターを一度抜いて再度入れてください。

1.

2.

Step 1: Proceed with steps 1 and 2 in “How to register or pair the transmitter.”  

            You should be in the pairing mode.

Step 2: While pressing the pairing button located on the back side of the wireless 

            adaptor box, press the remote pause button on the pause button box.  

            When the alarm shut-off light on the wireless adaptor box turns red release 

            the pairing button. 

Step 3: Press the pairing button on the wireless adaptor box to complete the pairing 

            process for the pause button box 

1.

2.
3.

By pressing the pause button, you can deactivate or 

reactivate the nurse call system.  

Desired time duration (i.e., 1, 2, 3, or 5 minutes) that you want 

to pause a nurse call can be selected by using the setting 

switches located on the back side of the wireless adaptor box. 

The nurse call system will be reactivated automatically after 

the desired time passes.

In addition to the transmitters, one pause button can be paired.  

When a caregiver wants to clean the room and make the bed for a care receiver the 

nurse call system can be temporarily deactivated by using the pause button box.  

This is especially convenient when the adaptor box is located in a place where a 

caregiver cannot reach easily. 

4.

Pause button
Transmission 

light

Pause 
buttonNC-5000TXPH

TX

Pause

アラーム
一時停止ボタン

無線分岐ボックス

送信機
1 2 3

電源

アラーム一時停止

How to pair the pause button

送信機の登録解除の方法

送信機の電池交換

1.
2.

3.

●リモート一時停止ボタンを押すとオン又はオフの切替が出来ます。

●動作をオフにした後、背面の設定スイッチで設定した時間で

　自動で復帰します。

送信機とは別に一時停止ボタンを１台登録する事ができます。

掃除やベッドメイキングなどでコールの必要が無く、無線分岐ボックスがセンサーから離れた場所や手

が届き難い場所に設置されている場合、一時停止ボタンで無線分岐ボックスの動作をオン/オフにする

ことが出来ます。

一時停止ボタン
送信

ランプ

リモート
一時停止ボタン見張り番Ⅱ

送信

一時停止

一時停止ボタン

一時停止ボタンの登録方法

送信機の登録方法１、２の手順で登録モードに入ります。

無線分岐ボックス背面の登録ボタンを押しながら、一時停止ボタンのリモート一時停止ボタン

を押します。無線分岐ボックスの一時停止ランプが赤く点灯したら登録ボタンを離します。

再度無線分岐ボックスの登録ボタンを押すと、登録が完了します。

How to select alarm volume
The wireless adaptor box can alert a caregiver 

without activating a nurse call system.  An 

alarm is generated from the wireless adaptor 

box itself.  There is a speaker built in the unit.  

The volume settings are “loud,” “quiet,” 

and mute.  The volume switch is located on 

the bottom of the wireless adaptor box. 

Speaker

Volume control 

switch

How to unpair the transmitter

Step 1: Plug the AC adaptor into the wireless adaptor box and 

            then plug into an outlet.  Please confirm that the 

            power light on the wireless adaptor turns green.  

Step 2. Hold down the pairing button for at least 5 seconds.  

            All of the lights should turn off.  This completes the 

            unpairing process. 

Even if multiple transmitters are paired is paired, all 

transmitters will be unpaired after this procedure.

Pairing button

Wireless 
adaptor box



送信機の設置と動作

無線分岐ボックスの設置と動作

1.
2.

無線分岐ボックスのナースコールコネクターを壁のナースコールに接続します。

無線分岐ボックスのACアダプター用ジャックに付属のACアダプターのプラグを差し込みます。

送信機にセンサーを接続します。（センサーの種類に合った専用の送信機を使用します。）

マグネットセンサーは本体に送信機を内蔵しています。

動作確認

1.

2.

センサーを動作させ、送信ランプが点灯することを確認します。センサーが動作しているこ

とを検知すると、送信ランプが約2秒間点灯します。

無線分岐ボックスが送信機からの信号を受信し、送信機ランプが点灯すると同時に、ナース

コールが鳴ります。

送信機と無線分岐ボックスの間に障害物があると、至近距離でも通信できない場合があります。

中継機の設置と動作

中継機を、無線分岐ボックスと送信機の間に設置します。多段中継が出来ます。

各送信機からアラーム信号を受信すると、アラームランプが約１秒間点灯し、無線分岐ボッ

クスにアラーム信号を送信します。送信ランプが約１秒間点灯します。

1.
2.

使用する前に送信機を無線分岐ボックスに登録します。

一台の無線分岐ボックスに3台まで送信機を登録することが出来ます。

1.

2.

無線分岐ボックスの一時停止ボタンを押しながらACアダプ

ターのプラグを入れてください。無線分岐ボックスの電源ラン

プが緑に点滅します。

一時停止ボタンを放します。

登録したいセンサーを発報させます。１番目の送信機ランプが

点灯します。

ACアダプターを抜くと登録が完了になります。

複数の送信機を登録する場合は、手順３を繰り返すことで、２

番目、３番目の送信機ランプが点灯します。最後にACアダプ

ターを抜くと登録が完了します。

3.

ご使用方法 送信機の登録方法
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4.

ご使用方法

How to unpair the transmitter

5.

Step 1: Plug the AC adaptor into the wireless adaptor box and 

            then plug into an outlet.  Please confirm that the 

            power light on the wireless adaptor turns green.  

Step 2. Hold down the pairing button for at least 5 seconds.  

            All of the lights should turn off.  This completes the 

            unpairing process. 

1.

2.

3.

Even if multiple transmitters are paired or a pause button 

is paired, all transmitters and the pause button will be 

unpaired after this procedure.

Step 1: When the transmitters’ batteries are low, the wireless adaptor box’s 

            transmission light starts flashing as the adaptor box receives a 

            transmission signal from the transmitters.

            Please replace the batteries in the transmitter.

Step 2: To reset the flashing transmission light on the wireless adaptor box,  

            simply unplug the AC adaptor.

1.

2.

無線分岐ボックスのアラーム一時停止ボタンを押しながらACアダプターを入れてください。

無線分岐ボックスの電源ランプが緑に点滅します。

一度、無線分岐ボックスのアラーム一時停止ボタンを放します。

再度無線分岐ボックスのアラーム一時停止ボタンを押しながら、一時停止ボタンのリモート一

時停止ボタンを押します。無線分岐ボックスの一時停止ランプが赤く点灯します。

無線分岐ボックスのACアダプターを抜くことで、登録が完了します。

1.

2.
3.

●リモート一時停止ボタンを押すとオン又はオフの切替が出来ます。

●動作をオフにした後、３分後に自動で復帰します。

送信機とは別に一時停止ボタンを１台登録する事ができます。

掃除やベッドメイキングなどでコールの必要が無く、無線分岐ボックスがセンサーから離れた場所や手

が届き難い場所に設置されている場合、一時停止ボタンで無線分岐ボックスの動作をオン/オフにする

ことが出来ます。

4.
一時停止ボタン

送信
ランプ

リモート
一時停止ボタン見張り番Ⅱ

送信

一時停止

一時停止ボタン

Indication of low battery status on the transmitter

送信機の登録解除の方法

送信機の電池交換

送信機の登録解除の方法

無線分岐ボックスにACアダプターのプラグを入れてくださ

い。無線分岐ボックスの電源ランプが緑に点灯します。

設定ボタンを５秒以上押し続けてください。すべてのランプ

が点灯して消え、解除が完了します。

1.

2.

複数登録されている場合、一時停止ボタンが登録されている

場合も登録は全部解除されます。

送信機の電池が消耗すると、送信機からの信号を受信した際に無線分岐ボックスの送信機ラ

ンプが点滅し続けます。点滅した番号の送信機の電池を交換してください。

無線分岐ボックスの送信機ランプの点滅をリセットするには無線分岐ボックスのACアダプ

ターを一度抜いて再度入れてください。

1.

2.

送信機の電池交換（無線分岐ボックスへの通知方法）

無線分岐ボックス

登録ボタン

How to change the nurse call activation options and 
the pause duration settings of the pause button box

Switch 
configuration

Nurse call 
activation 
options

Pause duration

ー One time

1 min 2 min 3 min 5 min

There are setting switches located on the back side of the wireless 

adaptor box.  The nurse call activation options and the pause 

duration settings of the pause button box can be changed by 

changing the setting switch configuration. 

Continuous

Informing a caregiver if a transmitter is outside 
of a wireless signal transmission range
When a paired transmitter is outside of the wireless signal transmission range or not 

functioning properly and no wireless signal transmission is detected for longer than 1 

minute, the wireless adaptor box will sound an alarm and a corresponding transmis-

sion light starts flashing*.  When the transmitter is back into the wireless signal range 

or starts functioning properly the alarm stops automatically**.   This function will be 

activated when the transmitter sending and wireless adapter box receiving this signal.

*The flashing speed is faster than that of when the transmitter’s battery is low

** It may up to 30 seconds when the transmitter is back into the wireless signal range 

or start functioning properly. 

Pairing button

Wireless 
adaptor box

Setting switches

Wireless 
adaptor box
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How to use the portable receiver

中継機

電源

見張り番Ⅱ 中継機

アラームランプ

送信ランプ

電源ランプ

電源ボタン

ACアダプター

ジャック

テストボタン

テストボタン

リセットボタン

（ケース底面）

アンテナ

電源

見張り番Ⅱ 中継機

テストボタン

ご使用の前に

1.

2.

本製品のシステムをご使用になるために、以

下の要領で準備をしてください。 詳しい操作

手順についてはそれぞれの項目の説明をご覧

ください。また個別に取扱説明書がある商品

はそちらもご覧の上ご使用ください。

ポータブル受信機Ⅱの電源を入れる（下記「ポー

タブル受信機Ⅱの電源を入れる」）

中継機の電源を入れる（下記「中継機の電源を入

れる」）

ポータブル受信機Ⅱに送信機を設定する（8 ペー

ジ　「メモリーの設定方法」）

　①コールボタン

　②センサー用送信機

　③マグネットセンサー

送信機・中継機を使用する場所に設置する。

（下記「機器の設置」）

ポータブル受信機Ⅱ、送信機、中継機のテスト動

作をする。（10 ページ「ポータブル受信機Ⅱ・送

信機・中継機のテスト」）

ポータブル受信機Ⅱの電源を入れる

電源スイッチを ON にします。ディスプレイに

起動画面が表示され数秒後に動作を開始しま

す。ディスプレイは約 30 秒間操作がない場合

消灯します。ボタンを押す、信号を受信すると再

度表示されます。

内蔵充電池が十分に充電されていない場合、ま

た持ち運ばないで使用する場合には AC アダ

プターをつないでも動作しますが、携帯は出来

ません。

1.

2.

中継機の電源を入れる
AC アダプタージャックに AC アダプターを

差込み、コンセントにつなぎます。

電源スイッチを ON にします。電源ランプが点

灯します。

1.

2.

3.

4.

5.

機器の設置

ポータブル受信機Ⅱ：

ベルトクリップでベルト等に引っ掛けたり、ネック

ストラップで首に吊るして携帯します。

コールボタン：

利用者さんが携帯するか、任意の場所に吊るす等

してご利用ください。

センサー用送信機（フロア使用）：

フロアマットに接続し、ポケット部分に送信機を

入れます。

センサー用送信機（ベッド・チェア使用）：

それぞれの用途のセンサーパッドに接続し、送信

機を邪魔にならない場所に設置してください。

※センサーパッドはそれぞれのパッドの使用方法

　をよくお読みの上、設置してください。

●ベッドセンサーをご使用の場合：

　ポケット部分に送信機を入れます。

●チェアモニター（車椅子）をご使用の場合：

　車椅子の背などに脱落しないように送信機を固

　定します。

マグネットセンサー：

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。

ご使用方法

コールボタン：

呼出ボタンを押すと送信ランプが点灯し、ポータブ

ル受信機Ⅱのアラームが鳴るか、 または振動しま

す。

センサー用送信機（フロア使用）：

フロアマットを踏むと、 ポータブル受信機Ⅱのア

ラームが鳴るか、または振動します。

センサー用送信機（ベッド・チェア使用）：

センサーパッドから離床して圧力がかからなくな

ると、 送信機で指定した時間（0、１，２，４秒）後に

ポータブル受信機Ⅱのアラームが鳴るか、 または

振動します。

マグネットセンサー：

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送信ランプが点灯し、 

ポータブル受信機Ⅱのアラームが鳴るか、または振

動します。

中継機：

受信機と送信機の間に設置します。多段中継ができます。

付属のネジで部屋の壁や通路の壁に掛けてご使用ください。

アラーム信号を受信するとアラームを発報した送信機のメモリー番号がディスプレイに表示されます。

そのときアラーム音が鳴るか、または振動します。 振動 / アラームを止めるには停止ボタンを押します。

停止ボタンを押すとディスプレイは待機状態に戻ります。
Designated number assigned for the transmitter

Receiving a detection signal display example

A number of detection sensors which have 

been activated are displayed on the top right 

corner of the display

When multiple detection signals are received

When you want to check multiple designated numbers assigned for the transmitters

1. When the “up” button is pressed the next number assigned for another transmitter will be  

    displayed.  Each time you press the “up” button, it displays the number based on a 

    chronological order (i.e., the oldest one to the most recent one).    

2. When the “down” button is pressed it displays the most recent designated number assigned 

    for the transmitter.  Each time you press the “down” button, it displays the number based on 

    a chronological order (i.e., the most recent one to the oldest one).      

When you want to stop receiving a detection signal from a specific transmitter

Select the designated number assigned to a specific transmitter and then press the pause button.

　　　　It is NOT possible to stop receiving detection signals from multiple transmitters 　　　　

　　　　simultaneously.

27

Sensor

Detection sensor type (Call btn / Sensor)

27

Sensor

*2

27

Sensor

When batteries on the transmitter become low a “low 

battery” icon will appear next to the designated number 

assigned for the transmitter.  When this icon appears on 

the display please replace the batteries immediately.

Transmitter’s “Low battery” notification function

PRX2

Standby

ディスプレイの表示について：

The portable receiver’s display changes based on desired settings. Displayed numbers and 

texts will disappear if no activities detected.  If you press any button or a detection signal is 

received the numbers and texts will reappear.  When an alarm signal is received, a designated 

number that is assigned for the transmitter will appear on the display. The receiver also starts 

an alarm sound or vibration.  To stop the alarm sound or the vibration, press the stop button 

on the receiver. This will cause the receiver to be in a standby mode.

Standby mode display example

Alarm type

How to read the display

When the caring sensor is turned on, a designated number 
assigned for the transmitter will be displayed.  
The receiver also starts an alarm sound or vibration.  
To stop the alarm sound or the vibration, press the stop 
button on the receiver.   
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メモリーの設定方法

本体アップ / ダウンボタンを押して設定す

る番号を選択します。

①アップスイッチを押す毎に、表示は 01．　

02．03…となります。

②ダウンスイッチを押す毎に、表示はリセッ

ト　63．　62．61…となります。

　既にメモリー設定されている番号がある  

　場合は、その番号を飛ばして次に設定出来

　る番号を表示します。

コールボタンの呼出ボタンを押します。ポー

タブル受信機から設定確認音がピッと鳴り、

ディスプレイに送信機種別の表示がされ設

定されます。その後ディスプレイは次に設定

出来る番号に変わります。

本体の電源を一度 OFF することで設定モー

ドを終了します。

3.

メモリー番号

ポータブル受信機アラーム番号表示：

画面右上に受信しているアラーム信号の

数が表示されます。

複数のアラーム信号を同時に受けたとき：

複数のメモリー番号の確認：

①本体側面のアップスイッチを押すと、次に受信

　した番号を表示します。アップスイッチを押す

　毎に、受信した時間が早い番号から順番に表示

　されます。

②本体側面のダウンスイッチを押すと、新しく受

　信したメモリー番号から表示されます。ダウン

　スイッチを押す毎に、もっとも最近に受信した

　番号から順番に表示されます。

番号表示 LED は最初に受信した

メモリー番号を表示しています。

1.

2.

センサー用送信機（フロア使用）の

設定

コールボタンの設定 1 ～ 3 項と同じ手順で

設定したい番号を選択します。

フロアマットを踏むと設定確認音がピッと鳴

り、ディスプレイに送信機種別の表示がさ

れ設定されます。その後ディスプレイは次

に設定出来る番号に変わります。

コールボタンの設定 5 と同じ手順で設定

モードを終了します。

・メモリー番号を複数設定する場合は、3 ～

　4 項を繰り返し行います。

・各種送信機のメモリー番号を 63 個設定

　出来ます。

・設定モードは最終動作後 30 秒経った場

　合自動的に解除され通常動作になります。

3.

4.

アラームを止めるには：

アラームを止めるには、アラームを止めたいメモ

リー番号を表示させてから●ボタンを押します。

　　　　同時に複数のアラームを止めることは

　　　　出来ません。

5.

14

1.

2.

コールボタンの設定：

ポータブル受信機の電源を切り、●ボタンを

押しながら電源を ON にします。

ディスプレイの表示がトウロクモードにな

りましたら●ボタンから指を離します。登

録モードになります。

1.

2.

センサー用送信機（ベッド・チェア使用）

の設定

コールボタンの設定 1 ～ 3 項目と同じ手順

で設定したい番号を選択します。

センサーパッドから離床すると設定確認音

がピッと鳴り、ディスプレイに送信機種別

の表示がされ設定されます。その後ディス

プレイは次に設定出来る番号に変わります。

コールボタンの設定 5 と同じ手順で設定

モードを終了します。

中継機の設定は必要ありません。

3.

27

センサー

送信機種別（コールボタン / センサー）

27

センサー

*2

Regist

01 ▲
▼

リセットモード

01 ▲
▼

・コールボタンの設定

コールボタンの呼出ボタンを押します。ポー

タブル受信機から設定確認音がピッと鳴り、

ディスプレイに送信機種別の表示がされ設

定されます。その後ディスプレイは次に設定

出来る番号に変わります。

・センサー用送信機（フロア使用）の設定

フロアマットを踏むと設定確認音がピッと鳴

り、ディスプレイに送信機種別の表示がされ

設定されます。その後ディスプレイは次に設

定出来る番号に変わります。

・センサー用送信機（ベッド・チェア使用）

の設定

センサーパッドから離床すると設定確認音が

ピッと鳴り、ディスプレイに送信機種別の表

示がされ設定されます。その後ディスプレイ

は次に設定出来る番号に変わります。

メモリー番号

ポータブル受信機ディスプレイ表示：

27

センサー

送信機種別

*2

複数のアラーム信号を受けて時に、

受信した信号の数を表示

受信した送信機の電池残量が少なく

鳴っていた場合表示されます

27

センサー

受信した送信機の電池残量が少なく

なっていた場合メモリー番号の横に

電池の消耗を表す記号が表示されます。

この表示が出ましたら送信機の電池を

交換してください。

送信機電池交換通知機能：

本体アップ / ダウンボタンを押して設定する番号を選択します。

①アップボタンを押す毎に、表示は 01．02．03…となります。

②ダウンボタンを押す毎に、表示はリセット 63．62．61…となります。

* 既にメモリー設定されている番号がある場合は、その番号を飛ばして

次に設定出来る番号を表示します。

登録したい送信機を動作させるとポータブル受信機Ⅱから設定確認音

がピッと鳴り、ディスプレイに送信機種別の表示がされ設定されます。

その後ディスプレイは次に設定出来る番号に変わります。

最後に本体の電源を一度 OFF することで設定モードを終了します。

PRX2

マチウケチュウ

振動／アラーム切替方法

The vibration and the alarm volume (loud/soft) settings 

used to alert a caregiver can be changed.  While the 

display shows “standing by…” press the “up” and “down” 

buttons simultaneously for 2 seconds.  

The display now shows the setting mode.  

The method of alert (i.e., vibration, alarm loud, and alarm 

soft) can be selected by using the “up” and “down” button. 

Once you select your desired settings press the “stop” 

button to complete the settings.  If you do not select the 

settings within 30 seconds display goes back to the “stand 

by mode.

1. Turn off the power on the portable receiver then, 

while pressing down the “stop” button turn on the 

power.  Now, the display shows “pairing mode” message.  

Press “stop” button to start the pairing mode.

2. Use the “up” and “down” buttons to select an 

appropriate transmitter. Each time you press “up”, it will 

show “01”, “02”, “03” … On the other hand, each time 

you press “down” it will show “Reset”, “30”, “29”, “28”…  

If a transmitter is already paired and a designated number 

is assigned, that number will be skipped.  Therefore, only 

available numbers will be displayed.  

3. When the transmitter that is assigned a number is turned 

on, the portable receiver sounds beep once and the display 

shows the type of newly paired transmitter.  Then, the 

display goes back to the pairing mode.

4. Finally, when the portable receiver’s power is turned off 

this will complete the pairing mode.

In this box, a selected alert method’s 

description will appear.  

From the left: Vibrate

       Alarm Lo

       Alarm Hi

1.

2.

3.

・コールボタンを登録する場合

コールボタンの呼出ボタンを押します。ポータ

ブル受信機Ⅱから設定確認音がピッと鳴り、デ

ィスプレイに送信機種別の表示がされ設定さ

れます。その後ディスプレイは次に設定出来る

番号に変わります。

・センサー用送信機（フロア使用）を登録する

　場合

フロアマットを踏むとポータブル受信機Ⅱか

ら設定確認音がピッと鳴り、ディスプレイに

送信機種別の表示がされ設定されます。その

後ディスプレイは次に設定出来る番号に変わ

ります。

・センサー用送信機（ベッド / チェア使用）を

　登録する場合

センサーパッドから離床するとポータブル受

信機Ⅱから設定確認音がピッと鳴り、ディス

プレイに送信機種別の表示がされ設定されま

す。その後ディスプレイは次に設定出来る番

号に変わります。

・マグネットセンサーを登録する場合

マグネットセンサーからマグネットを外すと

ポータブル受信機Ⅱから設定確認音がピッと

鳴り、ディスプレイに送信機種別の表示がされ

設定されます。その後ディスプレイは次に設定

出来る番号に変わります。

If the pairing procedure is not performed within 30 seconds the display goes back to 

the “stand by … mode.  It is not necessary to perform a setting procedure for the 

repeater.  If you attempt to pair a transmitter that is already paired and assigned a 

number, the display shows “already paired.”

同じ送信機を複数の番号に登録しようとするとトウロクズミと表示されます。

トウロクモード

トウロクズミ

トウロクモード

コールボタン
登録が成功するとディスプレイの下側に

登録した送信機の種別（コールボタン /

センサー）が表示されます

PRX2

Standby

Low battery icon

充電池について
When the rechargeable batteries in the portable receiver 

become low an alarm sounds one time and a “Low battery” 

icon appears on the display.  When this happens please 

use the AC adaptor to recharge the batteries immediately.  

The power light on the receiver turns on while the 

batteries are being recharged.  When the recharging 

process is complete the power light turns off.  

Since the batteries are located inside the housing case, 

please contact the store where you purchased or our 

company directly when battery replacement is necessary 

(e.g., the batteries have a short operation time).    

About rechargeable batteries in the portable receiver

How to change the vibration and the alarm sound settings on the receiver

How to pair the transmitters with the portable receiver



メモリー設定削除の方法

1.

2.

Step 1. Turn off the power switch on the portable 

receiver.  While pressing the “stop” button turn on the 

power switch.  When the display shows the “pairing 

mode” release the “stop button.”    

Step 2. While you are in the “pairing mode” press the 

“down” button once.  When the display shows no 

numerical numbers press the “stop” button for 1 

second.  The display should show “reset mode.”

Step 3. While you are in the “reset mode” select the 

number that is assigned for a specific transmitter that 

you want to unpair by pressing the “up” or “down” 

button.  Once you select one press the “stop” button.  If 

you want to unpair all the transmitters you must select 

“all.”

Step 4. The display shows a confirmation page.  If the 

information is correct then select “yes.”  Press the “stop” 

button to complete the unpairing process. 

Step 5. When you turn off the power switch the “reset 

mode” will end.   

3.

4.
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1.

2. Step 1. Turn off the power switch on the portable 

receiver.  While pressing the “stop” button turn on the 

power switch.  When the display shows the “pairing 

mode” release the “stop button.”    

Step 2. Press the “down” button once.  The display 

shows “reset.”

Step 3. While the display shows “reset” activate an 

already paired transmitter (which you want to unpair).  

The message, “reset completed,” will appear on the 

portable receiver’s display.

Step 4. When you turn off the power switch the “reset 

mode” will end.   

3.

ポータブル受信機・中継機・
送信機のテスト

全ての設定が終わりましたら、ご使用に

なる前にポータブル受信機Ⅱ・中継機と

コールボタン・フロアマット・センサー

パッド・マグネットセンサーのテスト

動作を行ってください。

1.

2.

ベッド・チェア用送信機の番号削除：

上記のコールボタンの設定 1 ～２項目と同じ

手順で設定します。

番号を削除したいセンサーパッドから離床しま

す。リセット確認音がピーと鳴り、削除された番

号が表示された後、表示は 000に戻ります。

上記のコールボタンの設定４と同じ手順で設定

します。

全ての番号を一度に削除することは出来ません。

3.

1.

2.

ポータブル受信機の電源を入れます。ディ

スプレイにマチウケチュウと表示されます。

中継機の電源を入れます。中継機の電源ラ

ンプが点灯します。

・コールボタンをお使いの場合：

コールボタンの呼出ボタンを押します。中

継機のアラームランプと送信ランプが点灯

します。次にポータブル受信機のディスプ

レイにメモリー番号と送信機種別（コール

ボタン）が表示され、アラーム音が鳴るか、

または振動します。ポータブル受信機の停

止ボタンを押すと、ディスプレイの表示が

消え、アラーム音 / 振動も止まります。

・フロアセンサーをお使いの場合：

フロアマットを踏みます。中継機のアラー

ムランプと送信ランプが点灯します。ポー

タブル受信機のディスプレイにメモリー番

号と送信機種別（センサー）が表示され、

アラーム音が鳴るか、または振動します。

ポータブル受信機の停止ボタンを押すと、

ディスプレイの表示が消え、アラーム音 /

振動も止まります。

・ベッド・チェアセンサーをお使いの場合：

センサーパッドから離床します。中継機の

アラームランプと送信ランプが点灯します。

ポータブル受信機のディスプレイにメモ

リー番号と送信機種別（センサー）が表示

され、アラーム音が鳴るか、または振動し

ます。ポータブル受信機の停止ボタンを押

すと、ディスプレイの表示が消え、アラー

ム音 / 振動も止まります。

・マグネットセンサーをお使いの場合：

マグネットセンサーからマグネットを外し

ます。中継機のアラームランプと送信ラン

プが点灯します。ポータブル受信機のディ

スプレイにメモリー番号と送信機種別（セ

ンサー）が表示され、アラーム音が鳴るか、

または振動します。ポータブル受信機の停

止ボタンを押すと、ディスプレイの表示が

消え、アラーム音 / 振動も止まります。

3.

4.

5.

6.

7.

If you want to unpair multiple transmitters repeat Steps 3 and 4 for each.  

While you are in the “reset mode” and if no selection is made within 30 seconds the display 

goes back to the normal mode automatically.

充電電池について

ポータブル受信機は充電電池で使用中電池容量が

少なくなると 1 度アラームが鳴り、ディスプレイ

に容量が減っていることをお知らせするマークが

表示されます。

上記状態になりましたら早めに AC アダプターに

接続し、充電を行ってください。

なお、充電電池はケース内に内蔵されており、専

用の電池を使用していますので、電池の交換が必

要な際は販売店、または弊社営業までご連絡くだ

さい。

Reject

01 ▲
▼

Regist

Reject ▲
▼

Reject

All ▲
▼

Unpairing by using the portable receiver

5.

Unpairing by using the transmitter

1.

2.

3.

4.
If you want to unpair multiple transmitters repeat Step 3 for each.  While you are in the 

“pairing mode” and if no selection is made within 30 seconds the display goes back to 

the normal mode automatically.

Regist

Done

No/Yes

01

▲
▼

リセットモードになりましたら消したい番号をアップ /

ダウンボタンで選択して停止ボタンを押します。

登録しているすべての番号を削除したい場合、

スベテを選択してください。

　登録しているすべての番号を削除したい

　場合、スベテを選択してください。

設定削除の確認が出ますので間違いなければアップボタン

を押して Yes を選択し、停止ボタンを押すと削除されます。

本体の電源を一度 OFF することでリセットモードを終了します。

How to unpair the transmitters



M　E　M　O

16

1.

2.

ポータブル受信機Ⅱの電源を入れます。ディスプレイにマチウケチュウと表示さ

れます。

中継機の電源を入れます。中継機の電源ランプが点灯します。

3.

4.

5.

6.

中継機のアラームランプが点灯することを確認します。

無線分岐ボックスの登録した番号の送信機ランプが点灯し、ナースコールが鳴ることを確認します。

ポータブル受信機のディスプレイに登録した番号と送信機種別（コールボタン）が表示され、

アラーム音が鳴るか、または振動することを確認します。

ポータブル受信機Ⅱの停止ボタンを押すと、ディスプレイの表示が消え、アラーム音 / 振動も止まります。

When paired transmitter with the bed sensor sends a reset signal while the portable 

receiver is alarming by same transmitter's alarm signal, the receiver will stop alarming 

from same transmitter automatically.

Alarm auto stop function

Informing a caregiver if a transmitter is outside 
of a wireless signal transmission range

When a paired transmitter is outside of the 

wireless signal transmission range or not 

functioning properly and no wireless signal 

transmission is detected for longer than 1 

minute, the portable receiver will sound an 

alarm and appear on the display to number 

and a message. When the transmitter is 

back into the wireless signal range or starts 

functioning properly the alarm stops and 

number and a message disappear from the 

display automatically*. This function will be 

activated when the transmitter sending and 

portable receiver receiving this signal.

* It may up to 30 seconds when the 

transmitter is back into the wireless signal 

range or start functioning properly. 

27

Lost
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When you complete all desired settings please test each device 
individually to confirm all devices are functioning properly.

1.

2.

ポータブル受信機Ⅱの電源を入れます。ディスプレイにマチウケチュウと表示さ

れます。

中継機の電源を入れます。中継機の電源ランプが点灯します。

3.

4.

5.

6.

How to check if the transmitters function properly

How to check if the portable receiver functions properly

How to check if the repeater functions properly

How to check if the wireless adaptor box functions properly

For the nurse call button:

Press the request button.  

The transmission light on the transmitter should light up.

For the floor and side rail pads: 

Expose the transmitter from the pocket.  

When each sensor is activated the transmission light on each transmitter should light up.

For the bed and chair pads: 

Expose the transmitter from the pocket.  

When each sensor is activated the transmission light on each transmitter should light up.

For the magnet sensor: 

Pull and separate the magnet from the magnet sensor.  

The transmission light on the magnet sensor should light up.

For the door sensor: 

Pull and separate the magnet from the door sensor.  

The transmission light on the door sensor should light up.

When the transmitter is activated, the alarm light on the repeater should light up.

When the transmitter is activated, a designated transmission light lights up and activates the 

nurse call system.

When the transmitter is activated, the display on the portable receiver should show a 

designated number and type of paired detection sensor.  

This should also trigger an alarm sound and vibration.  

When the “stop” button on the portable receiver is pressed, the displayed number and texts 

will disappear, and the alarm sound and the vibration should stop.  

Testing the system

中継機のアラームランプが点灯することを確認します。

無線分岐ボックスの登録した番号の送信機ランプが点灯し、ナースコールが鳴ることを確認します。

ポータブル受信機のディスプレイに登録した番号と送信機種別（コールボタン）が表示され、

アラーム音が鳴るか、または振動することを確認します。

ポータブル受信機Ⅱの停止ボタンを押すと、ディスプレイの表示が消え、アラーム音 / 振動も止まります。
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Troubleshooting

 SolutionsPotential causes Probelms

製品仕様

AC アダプター　

100V　50/60Hz

DC5V300ｍA

82 x 157 x 33

200

CR2032(3V)

温度　5 ～ 40℃　湿度 45 ～ 85％

2.4GHz 帯

約 1 年

41ｘ69ｘ9

56

AC アダプター　

100V　50/60Hz

DC9V200ｍA

160 x 140 x 30

無線分岐ボックス 中継機
フロア・ベッド用

送信機

23

ARIB STD-T66

※各種送信機の電池交換は販売店または弊社営業までご連絡ください。

The transmission light 

does not light up…

No batteries?

Low batteries?

Insert batteries.

Install fresh batteries.

Check the directions of 

the batteries.

240

リモートスイッチ用

コールボタン

単５形電池ｘ2

50ｘ85ｘ18

マグネットセンサー

単３形電池ｘ2

６2×31×111

140

電源

外形寸法 (ｍｍ)

質量 (g)

使用環境

周波数

準拠規格

電池寿命

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。

こんなときには・・・（故障とお考えになる前に）

こんな時には・・・（故障とお考えになる前に）

アラームが鳴らないとき

●ポータブル受信機Ⅱ・中継機の電源は入って

　いるか確認してください。

●センサーのコードが切れていたり、送信機が

　外れていないか確認してください。

●送信機の電池が消耗していないか確認してく

　ださい。

●送信機の設定がセンサーに合ったものになっ

　ているか確認してください。

　（送信機の取扱説明書参照）

センサーが動作していないのに

アラームが鳴ってしまうとき

●ベッドセンサーが利用者さんの適した位置に

　セットされているか確認してください。

●センサーのコードに異常がないか認してくだ

　さい。

●送信機の設定がセンサーに合ったものになっ

　ているか確認してください。

　（送信機の取扱説明書参照）

Transmitters

送信機の送信ランプは点灯

するが無線分岐ボックスの

送信機ランプが点灯しない

送信機／無線分岐ボックス

のIDがあっていない

電波が届かない

登録を削除した後

送信機を再登録する。

送信機／無線分岐ボックス間

の障害物を避ける

距離を近くする

無線分岐ボックスの送信機ラン

プは点灯するがナースコールが

鳴らない

ナースコールコネクタが

外れている

ナースコールコネクタを

接続する

送信機を登録できない 既に3台登録されている
送信機の登録を削除し、

登録し直す

リモートスイッチを

登録できない

既に別のリモートスイッチ

が登録されている

リモートスイッチの

登録を削除し、登録し直す

The batteries are installed 

incorrectly?

Repeater

The alarm light does not 

light up…

The AC adapter is plugged 

in incorrectly?

The repeater is located 

outside of the signal 

transmission range.

Plug in the AC adapter 

firmly and correctly.

Locate the repeater within 

the signal transmission range.  

The transmission light on 

the transmitter lights up 

but the transmission light 

on the wireless adapter 

does not turned on…

A wrong designated number 

could have been assigned…

The wireless adaptor box is 

located outside of the signal 

transmission range.

Unpair the transmitter and 

then re-pair the transmitter.

If there is an obstacle between 

the transmitter and the adaptor 

box relocate/remove the obstacle. 

Locate the wireless adaptor 

box within the signal 

transmission range.  

The transmission light on the 

adaptor box lights up but a 

nurse call system is not 

activated…

A nurse call connector may 

not be plugged in or plugged 

in incorrectly.

Plug in the nurse call 

connector correctly.

I cannot pair the transmitter…
3 transmitters are already 

paired

Unpair the transmitter and 

then re-pair the one you want

Wireless adaptor box

If there is an obstacle 

between the transmitter 

and the repeater relocate/

remove the obstacle. 

送信機の送信ランプは点灯

するがポータブル受信機の

アラームが鳴らない
送信機が登録されていない

電波が届かない

送信機を登録する。

送信機（中継機）／ポータブル

受信機間の障害物を避ける

距離を近くする

ポータブル受信機

ポータブル受信機の電源が

入っていない
電源を入れる

ポータブル受信機の

充電が切れている
ＡＣアダプターで充電をする



利用者さんがベッドから離れているのに

アラームが鳴らないとき

●ポータブル受信機Ⅱ・中継機の電源は入ってい

る　か確認してください。

●センサーパッドのコードが切れたり、外れてい

　ないか確認してください。

利用者さんがフロアマットを踏んでもア

ラームが鳴らないとき

●ポータブル受信機Ⅱ・中継機の電源は入ってい

る　か確認してください。

●フロアマットのコードが切れたり、外れていな

　いか確認してください。
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利用者さんがベッドにいるのにアラーム

が鳴ってしまうとき

●センサーパッドが利用者さんの適した位置に　

　セットされているか確認してください。

●センサーパッドのコードが切れたり、外れてい

　ないか確認してください。

Specification

Plug-in

AC adapter

(DC6V/ 300mA/

lithium ion polymer 

rechargeable battery)

62 ｘ 111 ｘ 31
200

CR2032(3V)

Temperature:　5 ～ 40℃　Humidity: 45 ～ 85％

2.4 GHz

約 1 年

77 ｘ 86 ｘ 37

41 ｘ 69 ｘ 9

23

90

AC adapter

(DC5V/ 300mA)

82 x 157 x 33

Portable Receiver Wireless Adapter Box Repeater

センサー用送信機 マグネットセンサー

140

送信機の電池残量が少なくなった時に、ポータブル受信機に情報を

通知します。 ※対応送信機のみ（弊社品番：NC-5000TX(BC)、

NC-5000TX(FC)、NC-5000TXPB）

送信機を接続しているセンサーが動作した時、またはコールボタンを押し
た時、電池残量が少なくなっていると、一番左のセンサー種類表示部に

【　 】が点灯します。

L 字が点灯した場合、電池交換を行ってください。

各種送信機(コールボタンを除く)の電池交換は販売店または弊社営業まで

ご連絡ください。

送信機 電池交換時期 通知機能 

68

Power Source

電池寿命

Frequency

Operating 
condition

Dimensions (mm)

Weight(g)

Product Name

送信機の電池残量が少なくなった時に、ポータブル受信機に情報を通知します。

 ※対応送信機のみ（弊社品番：NC-5000TX(BC)、NC-5000TX(FC)、NC-5000TXPB）

送信機を接続しているセンサーが動作した時、またはコールボタンを押した時、電池残量が少なく

なっていると、一番左のセンサー種類表示部に【　 】が点灯します。

L 字が点灯した場合、電池交換を行ってください。

各種送信機(コールボタンを除く)の電池交換は販売店または弊社営業まで

ご連絡ください。

送信機 電池交換時期 通知機能 

品名

品番

電源

寸法

質量

使用環境

周波数

電池寿命

ポータブル受信機

中継機

コールボタン

センサー用送信機

マグネットセンサー

単 3 形乾電池 x 2

NC-5000PRX2 NC-5000NRX-XX NC-5000RP2

NC-5000TXBF NC-5000TXMG

 60 x 91 x 20

Product Number

※各送信機に付属の電池は、機能テスト用電池のため通常の電池寿命より短い場合があります。

The transmission light on 

the portable receiver lights 

up but it does not start 

the alarm sound… 

The transmitter is not paired.

The portable receiver is 

located outside of the 

signal transmission range.

Pair the transmitter.

If there is an obstacle between 

the transmitter and the receiver 

relocate/remove the obstacle. 

Locate the portable receiver 

within the signal transmission 

range.  

Portable receiver

The portable receiver 

has no power
Turn on the power

The portable receiver 

needs to be recharged.
Plug in the AC adaptor and 

recharge the unit.

製品仕様

AC アダプター　

100V　50/60Hz

DC5V300ｍA

82 x 157 x 33

200

CR2032(3V)

温度　5 ～ 40℃　湿度 45 ～ 85％

2.4GHz 帯

約 1 年

41ｘ69ｘ9

56

AC アダプター　

100V　50/60Hz

DC9V200ｍA

160 x 140 x 30

無線分岐ボックス 中継機
フロア・ベッド用

送信機

23

ARIB STD-T66

240

リモートスイッチ用

コールボタン

単５形電池ｘ2

50ｘ85ｘ18

マグネットセンサー

単３形電池ｘ2

６2×31×111

140

電源

外形寸法 (ｍｍ)

質量 (g)

使用環境

周波数

準拠規格

電池寿命

2 N batteries

62 ｘ 111 ｘ 31

CR2032(3V)

Temperature:　5 ～ 40℃　Humidity: 45 ～ 85％

2.4 GHz

Approximately 1 year

50 ｘ 85 ｘ 1841 ｘ 69 ｘ 9

23 56

Call Button
Transmitter for 

Sensor
Magnet Sensor

140

Power Source

Battery Life

Frequency

Operating 
condition

Dimensions (mm)

Weight(g)

Product Name

2 AA batteries

NC-5000TXPBNC-5000TXBF NC-5000TXMGProduct Number

CR2032(3V)

41 ｘ 69 ｘ 9

25

Door Sensor

NC-5000TXDR

2 N batteries

50 ｘ 85 ｘ 18

56

Pause Button

NC-5000TXPH

RP2 は使用しない？

RP(A) に戻す？
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