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1 分析計の設定 

1.1. アプリのインストール 
testo 330i の操作には、Bluetooth® 、iOS または Android  OS を搭載し

たモバイル端末機器 (タブレットまたはスマートフォン)が必要です。  

システム要件は Bluetooth® 4.0、iOS 7.1 または Android 4.3 以降です。 

またこのモバイル端末に testo 330i アプリをインストールしておく必要が

あります。 
1. モバイル端末のアプリストアを開きます。 
2. Testo SE と入力して検索を開始します。 
3. testo 330i アプリを選択してインストールします。 
本アプリとお使いのモバイル端末との互換性に関する情報は各ア

プリストアに掲載されています。 
本アプリをインストールする際には、お使いのモバイル端末の説明書に

従ってください。 

 

1.2. 接続の確立 
✓ モバイル端末に testo 330i アプリをインストールしておく必要があり

ます。  

1. 分析計の電源を ON にします：  キーを押します。 
- 分析計がスタートします: 青色 LED 点滅(0.05 秒 オン/0.5 秒 オフ). 

- 接続モードが起動中: 青色 LED 点滅 (0.5 秒 オン/0.5 秒 オフ)。 

2. モバイル端末の testo 330i アプリを起動します。  
- 機器検索機能が起動します。無線範囲内の互換性のある機器がす

べて表示されます（製品名＋機器のシリアルナンバーの下 4 桁）。 
3. 選択する機器をタップします。 

- 接続が確立するまでに約 30 秒ほどかかります。 

- Bluetooth® 接続が確立しました。青色 LED が点灯します。 

 
接続できない場合は、さまざまな対処方法が表示されます。こ

れらをうまく実行できない場合は、testo 330i 取扱説明書の「ト

ラブルと対処法」（47 ページ）のセクションを参照するか、販売

店またはテストー社のサービスセンターにお問い合わせくださ

い。お問い合わせ先はテストー社ウェブサイト

www.testo.com をご覧ください。 
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- 初めて分析計との接続が確立したときは、 カントリー・バージョン機

能の設定画面が開きます。 
カントリー・バージョンの設定は、測定パラメータ、燃料、燃料パラメータ、

分析計の演算のベースや演算式などにも影響します。 
4. カントリー・バージョンをタップして起動します。 
5. 続ける をタップします。 
6. testo 330i アプリを再スタートします。 
7. 分析計の機器名をタップして、選択します。 

- 排ガス 機能が開きます。 

- 分析計は操作できる状態になります。 

 

1.3. その他の情報 
 
 

 
分析計の使用前に、安全と環境のセクションの警告と安全に

関する指示を読み、遵守することが最も重要です。 
 
 

チュートリアル 

最も重要な操作と機能の説明はアプリで開くことができます。  

>  | ヘルプ | チュートリアル 

取扱説明書 

より詳細な情報についてはテストーのウェブサイトから取扱説明書を PDF

ファイルでダウンロードすることができます：  
ウェブサイトはお使いのモバイル端末から直接見ることもできます（インタ

ーネット接続が必要です）: 

>  | ヘルプ |ヘルプオンライン 

 
 

2 安全と環境 
 

使用法 

> ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱

い方法をご理解ください。特に、人が傷害を負ったり、製品の損傷を

防止するため、安全上のご注意や警告などは必ずお読みください。 
> この取扱説明書は、いつでも、すぐに見ることができるようお手元に

置いてお使いください。  
> この説明書は、製品とともに後任担当者に必ずお引継ぎください。 
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2.1. 安全の確保 
 

輸送および使用時の注意: 

分析計の裏側には強力なマグネットが付いています。 

 警告 
強い磁気に注意 

ペースメーカーに害を及ぼす可能性があります。 

> ペースメーカーと分析計の間を最低 15cm 開けてください。 
 

 

注意 

強い磁気に注意   

他の磁気製品にダメージを与えます！ 

> 磁気の影響を受けやすいもの（例えば、モニター、コンピュータ、ク

レジットカードなど）を分析計に近づけないでください。 
 
 

差圧測定時の注意: 

 警告 
ガスが混ざると危険です。 

爆発の恐れがあります! 

> サンプリング・ホースと分析計にガス漏れがないことを確認してくださ

い。  

> 測定中は禁煙、火気厳禁です。 
 

ドレン・タンク排水時の注意: 
 
 

 

 注意 
ガス流路へのドレン溢れに注意 

プローブや排ガス・ポンプが損傷することがあります。 

> ポンプが作動しているときは、ドレン･タンクの排水を行わないでくだ

さい。ポンプがドレンを吸い込み、ガス計測セルを水浸しにする恐れ

があります。 
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機器の安全に関する記号 
 

記号  説明  

 

製品がこの取扱説明書に厳しく従って使用され

ない場合、意図した保護が機能しない可能性が

あります。 
> この取扱説明書に従って機器を操作してくだ

さい。 
> 不明な点がある場合は、販売店またはテスト

ー社にお問い合わせください。 
  

安全上の注意 
 

> テクニカル・データに記載されている限度内の測定にご使用くださ

い。無理な力を加えないでください。 
 

> ハウジングなどに損傷の兆候が出ているときは、機器の使用を直ち

に中止してください。  
 

>  通電部品の上や近辺では測定を絶対に行わないでください。 
 

> 溶剤（例えばアセトンなど）と一緒に保管しないでください。また、乾

燥剤を使用しないでください。 
 

> この取扱説明書に記載されている事項を守ってメンテナンスや修理

を行ってください。また、テストー純正部品を必ずご使用ください。  
 

>  取扱説明書に記載されている以外の修理等の作業は、テストー社の

技術員に行わせてください。テストーの技術員以外が行った場合、機

能の正常動作や測定性能に関する責任をテストーが負わない場合が

あります。 
 

> 測定は乾燥した室内で行ってください。雨や霧で濡れないようご注

意ください。 
 

> 温度に関する測定範囲データはセンサ部分にのみ適用されます。し

たがって、その他の部分（ハンドルやケーブル部）は、特に表記がな

い限り７０℃以上の環境にさらさないでください。 
 

> testo 330i はご使用前に目に見える損傷がないかどうかチェックしな

ければなりません。ハウジング、AC アダプタあるいは電源ラインに損

傷がある場合は使用しないでください。感電のリスクがあります。 
 

> 測定対象となるシステムあるいは測定環境によっては危険発生

も予想されます。測定に当たっては、所轄官庁が定めた安全基

準を遵守してください。 
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排ガス分析計を清掃するには、蒸留水またはイソプロパノール

など軽度の溶剤を使用してください。イソプロパノールを使用す

る場合は、製品の取扱説明書を参照してください。イソプロパノ

ールの煙は僅かな麻酔効果があり、通常、目や粘膜の刺激を

引き起こします。使用するときは、換気が十分であることを確認

してください。 
 

 
収納ケースに溶剤やイソプロパノールなどと接触したものを一

緒に保管しないでください。溶剤の蒸発または漏れは、装置や

センサに損傷を与える場合があります。 
 
 

 
強いアルコールやブレーキクリーナーを使用すると、機器が損

傷するおそれがあります。  

 
 

Bluetooth® (オプション)付きの機器について 
責任ある承認機関の明確な同意なしに行われた変更または修正により、

型式認定が取り消しになることがあります。 

データ転送は同じ ISM 帯域を使用する機器、例えば無線 LAN, 電子レ

ンジ、ZigBee などによって妨害されることがあります。 

無線通信リンクの使用は、航空機内や病院などでは許可されていませ

ん。このため、機内や病院に入るときには次の点にご注意ください: 

> 機器の電源を切る。 

> 機器を外部電源 (電源ケーブル、外部充電式バッテリ)などから切り

離す。 

 
 

2.2. 環境の保護 
 

> 使用済みバッテリ/充電式バッテリを廃棄するときは、所轄自治体の

廃棄方法に関する定めに従って処分してください。 
 

> 本製品を廃棄する場合はときは、所轄自治体の電子部品あるいは電

子製品の廃棄方法に関する定めに従って処分してください。 
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株式会社 テストー 
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F 
● セールス                        TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277 
● サービスセンター（修理・校正）     TEL.045-476-2266 FAX.045-476-2277 

 

 

ホームページ  https://www.testo.com      e-mail  info@testo.co.jp 
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