
( 注 1) 単 4電池は別売りです。   ( 注 2) 障害物がなく、アンテナを最大に伸ばした状態で測定。

電波
電波規格
電源
定格電流
送信出力
外形寸法 (mm)

重量 (g)

動作温度
通信速度
電波到達距離
防水・防油機能

電池寿命

送信機 中継機 受信機

ボタン電池 CR2450 1 個

6m A MAX

-

52 × 41 × 16

50

約 170m

日常生活防水

約 5.5ヶ月
(1日6回使用、時計表示なしの場合 )

DC 9V または 単 4電池 2 本

15m A MAX

1m W  +20% / -50%

65 × 62 × 23 (アンテナを除く)

80

無し

426MHz 帯

特定小電力無線局 ARIB STD-T67

-10℃～ +50℃

512bps

426MHz 帯

特定小電力無線局 ARIB STD-T67

-10℃～ +50℃

512bps
-

約 2.5ヶ月
(1 時間に１回送信した場合 )

約 300m

約 1年
( 電源 ONの状態 )

（注 2） （注 2）

（注 1）

ブラケット  FW-MEB01
価格 ￥2,000

受信機  FW-MER01
価格 ￥45,000

送信機  FW-MET01 
価格 ￥40,000

中継機  FW-MRM01
価格 ￥42,000

AC100-DC9V アダプタ
入力コード 1 本

AC100-DC9V アダプタ

付属品 付属品

ボタン電池  CR2450

付属品

SUS304

材質

メッセージ変更  FW-MEC  価格￥7,000
受信機に表示するメッセージを変更することができます。変更の際は、送信機を弊社に返送していただく必要があります。

ご購入の際には必ずお読みください。

① 管理する内容に合わせて、送信機、受信機、中継機
の使用台数をご検討ください。

② 表示するメッセージをご検討ください。(最大10文字)
ご購入後のメッセージ変更は有料(￥7000)となりますので
ご注意ください。

③ 上記の内容を、「メッセージウォッチ仕様確認書」に
記載の上、必ず添付してご注文ください。

「メッセージウォッチ仕様確認書」は
弊社ウェブサイトよりダウンロードいただくか、業務部
までご連絡ください。
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注意事項
1.本製品は、日本の電波法に準拠していますので、海外ではご使用いただけません。
2.送信機と中継機は、電波法に基づく特定小電力無線局の技術基準適合証明を取得し
ていますので、無線局の免許申請は不要です｡したがって次のことを厳守してください。

   ・製品に付いているラベルは、技術基準適合証明の印です。絶対に剥がさないでください。
   ・製品を分解したり、改造しての使用はできません。
   ・不法に改造して使用すると法律により罰せられます。

3.鉄筋コンクリート・断熱材・防火扉・防火ガラスなどにより、電波の到達距離が極
端に短くなる場合があります。

4.送信機、中継機は、防雨・防滴構造ではありません。屋外等水のかかる場所には
取り付けないでください。

5.本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良に
なることがあります。

6.万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関して弊社
は一切の責任を負いかねます。

オプション

ご購入について

と即感 ! 瞬時にお知らせ

特定小電力仕様無線通信機器 RoHS指令適合

日本製

メッセージウォッチ 検 索
メッセージの
設定・変更

MEW-003a

※本カタログは2021年12月に作成されました。
※本カタログに記載されている製品の仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報はウェブサイトでご確認ください。
※本カタログに記載されている表示価格は上述の作成時点の価格です。最新の価格はウェブサイトでご確認ください。また消費税は含まれておりません。
※本カタログ掲載製品の不具合等によってお客様に生じた損害について、当社が賠償責任を負う場合、当社の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、
   当社の賠償額については、いかなる場合でも、お客様がご購入し当該損害を発生させた製品の代金額を上限とさせていただきます。
※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

 【お問い合わせ】
〒501-3706 岐阜県美濃市須原605
TEL 0575-32-2239    FAX 0575-32-2247

技術部



もう「気づかなかった」はありません !
いつでも、どこでも、何をしていても

｢メッセージウォッチ」 が機械の状態を瞬時にお知らせ。

信号灯の見落としによるロスタイムを大幅に削減します！

組合せ例

*2

管理状況に合わせて、送信機・受信
機の数量を増やし、様々な組合せが
可能です。

コードをつなぐだけ
入力コードを無電圧接点 (         ) に
接続するだけで設置完了。既存の機
械にもそのまま取付ることができます。

a接点

使い方は無限大

簡単設置振動通知 組合せ自由

POINT1 POINT2 POINT3機械の異常を感知すると、送信機が、腕時計型の受信機に電波を
発信。受信機は 5 秒間振動し、10 秒間メッセージが表示されます。
騒音が激しい環境でも、作業に集中している時でも、受信機が振
動し、直接腕に伝えますので、重要なメッセージを見逃しません。

振動とメッセージで確実にお知らせ

ちょっと便利な

呼出機能付
最大10文字まで

メッセージ設定
送信機についている呼出ボタンを押すと、
受信機にメッセージを送ることができます。

受信メッセージを設定できます。メッセージ
は最大 10文字まで設定可能です。

外部入力

呼出ボタン

キカイ イシ   ョウ

コール

【 初期設定メッセージ 】

送信機～受信機

メッセージでそれぞれの機械の
状況を知ることができます。

2台の機械を1人で管理する場合

[ 機械 ] の数 ＝ 送信機の数
[   人   ] の数 ＝ 受信機の数

メッセージA メッセージB

メッセージAメッセージA

3台の機械を 2人で管理

*1

ご購入後の変更は別途費用が必要となります。*1…
障害物がなく、アンテナを最大に伸ばした状態で測定。*2…

メカニカルスイッチの場合

トランジスタオープンコレクタの場合

【 電波到達距離 】無電圧接点 (           ) の場合a接点

それぞれの受信機には同じ
メッセージが送信されます。

1台の機械を2人で管理する場合

中継機受信機送信機

170m約 300m約
中継機1台につき

+
入力コードの極性は
関係ありません。

入力コードの極性は
関係ありません。

コレクタにシールド線を
接続してください。

芯線

シールド線

ご注文時には、「メッセージウォッチ仕様確認書」を必ずご記入
の上、添付ください。




