
超薄型ポケット

オートレンジデジタルマルチメータ

取扱説明書

安全のための注意事項

1.メーターを使用する前に取扱説明書をよく読んでくだ

さい。

2.機器のハウジングを確認します。破裂による損傷がな

いこと、テストリードの絶縁が損なわれていないこと、

断線や銅線の露出がないことを確認します。

3.測定に応じて、レンジ機能スイッチを正しい位置に設

定します。

4.テストリードが被試験回路に接続されている場合は黒

のテストリードが最初に接続され、テストリードが被試

験回路から切り離されている場合は最初に赤のテストリ

ードが切断されます。

5.範囲または機能を変更する場合は、テストリードを

テスト対象の回路から切断する必要があります。

6.メーターの損傷を防ぐため、各範囲に指定された範囲

を超える最大値を入力しないでください。

7. 50v DC以上および 30VAC以上の電圧を測定するとき

は、感電を避けるように注意する必要があります。

8.測定にメーターを使用するときは、感電の危険を避

けるために背面カバーを絶対に開けないでください。

9.バッテリーを交換する前に、テスト対象回路からテス

トリードを外します。

10. 機器の内部回路を変更しないでください。機器の

安全性を危険にさらすことを避けるためです。

11. 直射日光、高温高湿、可燃性および爆発性、高蒸気

およびほこりでの使用および保管を避けてください。

特徴：

この時計は、当社が開発した新しいポケットサイ

ズの 3 3/4 桁自動レンジデジタルマルチメーターで

す。AC および DC 電圧、抵抗、導通テストの測定に使用

でき、コンパクトで操作が簡単で持ち運びが容易なため、

電気測定に最適なツールです。

パネル紹介：

1）液晶ディスプレイ 2）レンジスイッチ 3）テストライン

一般的な特徴

最大表示：「3999」は 3 3/4 です測定方法：自動レンジ

変換

サンプリングレート：毎秒 2〜3 回

極性表示：負極性入力は " - "を表示

範囲外表示： "ol"または "-ol"を表示

電池残量表示：ディスプレイシンボル“ ”

安全基準：機器は、IEC-1010 二重絶縁、環境汚染度 2 度、

国際電気標準会議によって発行された圧力カテゴリ iii

安全基準を超えています。オートパワーオフ：電源オン状

態では、機能選択スイッチがオンになっ

ていないか、またはボタンが約 15 分間押されていないと、

装置は自動的に電源をオフにします。

作業環境：温度 0〜40℃、相対湿度≦80％

保管環境：温度-20〜60℃、相対湿度≦90％

電源：LR 44 型1.5V バッテリー 2 個外形寸法：

108（H）×54（W）×12（D）mm

重量：約 110 グラム（電池含む） 付属品：1 つの取

扱説明書、2 つの1.5v 電池（lr-44 タイプ）および 1

つの革ケース。

テクニカル指標

正確性の表現：±（読み取り％+最後の単語数）、1 年間

の保証期間

環境条件：温度 23±5℃、相対湿度 ≦75％



。

DC 電圧（DCV）

負荷保護：450V DC またはAC ピーク

入力インピーダンス：10mΩ

交流電圧（acv）

範囲 精度 決議

4V

±（2.3％読み取り+

5）

1mV

40V 10mV

400V 100mV

450V 1V

過負荷保護：450V DC またはAC ピーク

入力インピーダンス：10mΩ

ディスプレイ：平均応答（正弦波実効値で校正）

抵抗（ω）

過負荷保護：250V DC または220V AC RMS

オンオフ検出

範囲 説明 試験条件

測 定 さ れ た 部 品 ま

た は ル ー プ 抵 抗が

90Ω 未満の場合にブ

ザーが

鳴ります

開 路 電 圧 は約

0.5V です

測定方法：

操作前の注意事項

1. 電池の電圧が不足している場合は、電源投入後に

電池の使用状況を確認してください 記号が表示さ
れたら、電池を交換して測定操作を実行します。

2. テストの前に機能スイッチを希望の範囲に配置
する必要があります。

3. テストテストペンはテスト中に測定点と確実に接

触している必要があります。

4. 測定値がマニュアルの許容荷重を超えてはいけま
せん。

DC 電圧（DCV）測定

1. 機能選択スイッチを "dcv"に回します。 「場所。

2. テストリードを被試験回路に接続します。

3. ディスプレイの測定電圧値を読み取ると、DC 電圧

赤メーターペンの接触端の極性がディスプレイに表示され
ます。

AC 電圧（ACV）測定

1.機能切替スイッチを "acv"にする 「場所。

2.テストリードを被試験回路に接続します。

3.ディスプレイ上の測定電圧値を読みます。

抵抗テスト

注：

a。抵抗器の最大過負荷保護は 250V DC または AC rms で
す。オンライン抵抗測定を行う前に、テスト対象の回路
の電源を切断し、回路内のすべてのコンデンサを放電し

ます。

b。機器がこのギア位置に設定されているときは、機器の

内部回路の損傷を避けるために電圧を測定しないでく
ださい。

1.機能切替スイッチを "ω"の位置にします。

2.赤色のテストリードをダイオードの正極に接続し、
黒色のテストリードを負極に接続します。

3.ディスプレイ上の測定された抵抗値を読みます。

電池を交換する

注：

a。LCD に「 「この記号は、バッテリーの動作電圧が
低く、時間内に交換する必要があることを示していま
す。

b。感電の危険を防ぐため、テストリードをテスト中の回
路から離し、電源スイッチをオフにしてから、機器ケ
ースの背面カバーを開きます。

1.背面カバーを固定しているネジを外し、背面カバー
を開いて、古いバッテリーを取り外します。

2.2 個の新しい lr-44 タイプ 1.5v

バッテリーを取り付け、正しい極性に注意してくだ
さい。

3.背面カバーを覆い、ネジで締めます。
上記の製品の画像と内容は参照用であり、不一致ま

たは更新があった場合は、事前の通知なしに実際の製品を
参照してください。

範囲 精度 決議

400mV

±（1.3％読み値＋

2）

0.1mV

4V 1mV

40V 10mV

400V 100mV

450V 1V

範囲 精度 決議

400Ω
±（2.0％読み取り+ 5）

0.1Ω

4KΩ
±（2.0％読み取り

+ 2）

1Ω

40KΩ 10Ω

400KΩ
100Ω

4MΩ ±（6.0％読み+2） 1KΩ

40MΩ ±（10％読み取

り+ 5）

10KΩ
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INSTRUCTIONMANUAL
4000COUNT PERSONALD.M.M.

We thank you very much for your purchasing our POCKET
PERSONAL DIGITAL MULTIMETER.This model is a
most reliable,high-precision instrument,designed by our
excellent technology.
Before you use your new instrument,please read this
Operators Manual completely and familiarize yourself
Thoroughly with all functions and connections.With proper
use and care your Digital Multimeter will give you years of
satisfactory service.

SAFETY RULES
*Alwavs check to make sure that the function switch is set
to the proper position.
*When making measurements,CAUTION as dangerous
voltages may be present in normally safe areas.
*Always disconnect the circuit under test prior to attaching
test leads,as voltages may be present in capacitors even
when the main power is disconnected.
*To avoid electrical shock,use CAUTION when working
above 60V DC or25V AC rms.Such voltages pose a shock
hazard.
*Make sure all power(AC or DC)is disconnected
(OFF)when making resistance(OHMS)measurements.
*Never make measurements with the battery cover of
battery case OFF.
*Never fail to keep the maximum tolerable input.
*The POCKET PERSONAL DMM is designed for low
voltage applications.The measurement should be limited to
the circuit under 450V(AC/DC)
*Never use this meter if it is WET,DAMP or has
condensation on it or the probes.
*When making measurements MAKE SURE your hands
NEVER touch anything except the plastic part of the
probes.

SPECIFICATIONS
Measuring method.............................Dual integration mode
Display...............3-¾digit LCD max reading of approx4000
Range................................................................Auto ranging
Polarity.........................Automatic no indication for positive
polarity,minus(-)sign for negative polarity
Overrange indication........."OL"mark indication(Except
AC/DC 450V ranges)
Sampling.............................2 times/s low battery indication
" "mark is displayed when the battery voltage drops
below operating voltage
Auto power off..................The meter is powered off 15
minute later after the last operation was made to bring back
display,please turn the function switch to the off.
Opera t iona l tempera tur e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0~40℃，
8 0 % R H ( m a x . )
Storage temperature........................20~60℃,70%RH(max.)
Power consumption............................................6mW(TYP)
Size..............................................54(W)*108(H)*12(D)mm
Weight.................Approx 110g(included batteries and case)
Accessores...............Batteries,LR-44(1.55V)......................2

Hard cover case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Inst ruct ion manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

MEASUREMENT RANGES
Note/Accuracy specified for temperature range of 18°
~28℃ (80%RH max)

DESCRIPTION OF PANEL
Function switch........
Switch for changing the measurement function.
(Ω/ )for resistance,continuity check.
(VOLT)for voltage measurement
(OFF)for power OFF
Display........
3-¾ digit liquid crystal display from to approx.4000 count
with decimal point,annunciators display.
Test leads......
Red test lead for plus (+) poiarity.Black test lead for minus
(-) polarity.

DCV

Range Resolution Accuracy input
resistance Max.Input

400mV 100uV

±1.3%rdg±2dgt

>100MΩ

Max,input:
250V DC

or250V AC rms
on 400mV

range;450V DC
or 450VAC rms
on all other
ranges.

4V 1mV

10MΩ
40V 10mV

400V 100mV

450V 1V

ACV
(50/60HZ)

Range Resolution Accuracy input
resistance

4V 1mV

±2.3%rdg±5dgt 10MΩ
40V 10mv

400V 100mV

450V 1V

OHM

Range Resolution Accuracy Test current Input protection

400Ω 100mΩ ±2.0%rdg±5dgt <0.7mA

250V rms

4KΩ 1Ω

±2.0%rdg±2dgt

<0.13mA

40KΩ 10Ω <13A

400KΩ 100Ω <1.3A

4MΩ 1KΩ ±6.0%rdg±2dgt
<0.13A

40MΩ 10KΩ ±10%rdg±5dgt

Continuity
Check

Range Resolution Continuity beeper Test current Input protection

400Ω 100mΩ <approx,50Ω <0.7mA 250V rms
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PREPARATIONAND CAUTION
BEFORE MEASUREMENT
*Before making measurements,install the batteries two LR-
44 batteries can be used.
*Avoid using the POCKET PERSONAL D.M.M.in places
subject to high temperatures,humidity or excessive
vibration.
*Avoid using the POCKET PERSONAL D.M.M.in places
with rapid temperature variations.
*If the POCKET PERSONAL D.M.M.is used near noise
generating equipment,be aware that the display may
become unstable or indicate large errors.
* I f t h e f u n c t i o n mu s t b e sw i t c h e d d u r i n g a
measurement,always remove the test leads from the circuit
b e i n g m e a s u r e d . A f t e r m e a s u r em e n t , s e t t h e
function switch to "OFF"

MEASURING METHOD

*MEASURMENT OF DC VOLTAGE (DC-V)
(AUTO-RANGING)
(1)Set the function switch to "DCV".
(2)The"DC"mark will be displayed on the left side in the
display.
(3)Connect the test leads to the circuit to be measured,the
range will change automatically to the level that will
display the input voltage with the best resolution.
(4)The value indicated in the display window is the
measured value of voltage with proper decimal point and
annunciator indication.

*MEASURMENT OF AC VOLTAGE (AC-V) (AUTO-
RANGING)
(1)Set the function switch to "ACV".
(2)The "AC"mark is indicated on the left side in the display
window.
(3)Connect the test leads to the circuit to be measured,the
range will change automatically to the level that will
display the input voltage with the best resolution.
(4)The value indicated in the display window is the
measured value of voltage with proper decimal point and
annunciator indication.

*MEASURMENT OF RESISTANCE (Ω) (AUTO-
RANGING)
(1)Set the function switch to "Ω".
(2)Make sure all power is OFF in the circuit to be
measured.
(3)Connect the test leads to the circuit to be measured,the
range will change automatically,and will hold on the range
that will display the measures resistance with the best
resolution.
(4)The value indicated in the display is the measured value
of resistance with proper decimal point and annunciator
indication.

*MEASURMENT OF CONTINUITY CHECK

( )
(1)Set the function switch to " "
(2)Make sure all power is OFF in the circuit to be

measured.
(3)Set the function switch to " "and the " "mark is
indicated on the left side in the display.This is the
continuity check mode.In continuity mode,a buzzer sounds
when the resistance of the circuit to be measured is less
than approx.50ohms.

REPLACEMENT OF BATTERY
(1)When the batteries becomes exhaused or drops below
the operating voltage the " " mark is displayed.
(2)Turn the function switch"OFF"and remove the test leads
from all test circuit,prior to installing fresh batteries.
(3)Remove the batteries by using the tip of RED test probe.
(4)Insert the two LR-44 or SR-44 into the battery case
making sure that proper polarity is observed.

Caution
Never use the BLACK test probe to avoid the short-circuit.

MAINTENANCE
When making requests for repair service.Please bring the
i n s t r um e n t d i r e c t l y t o t h e d e a l e r . I f t h i s i s
impossible,however,send the instrument directly to our
sales office.When mailing this instrument,always pack it in
its original or equivalent packing material and pack
together with name,address,telephone number and the
warranty documentation.
*To ensure speedy and reliable repair,always include
information as to the type of failure and cause.
*If required,always return accessories with the instrument.
*When contacting us,provide the model number of your
instrument.

Above picture and content just for your reference.
Please be subject to the actual products if anything
different or updated. Please pardon for not informing
in advance.


	超薄型ポケット
	安全のための注意事項


