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各部の名前

通信エリア

USBプラグ

トレイ

USBケーブル

お使いになる前に必ずお読みください。

●ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いに
なる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための
ものです。
●表示と意味は次のようになっています。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負
うことが想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的
損害*の発生が想定される内容を示します。

■図記号の例
●記号は強制（必ず守ること）を示します。
（左図は“必ず守る”）

警告

警告

注意

■警告、注意について

安全上のご注意

本商品は電波を使用した RFID 機器のリーダー・ライター
です。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部
位を USB 通信トレイの通信エリアより 22 cm 以内に近づ
けないでください。
•使用する用途・場所によっては、医用電気機器に影響を
与える恐れがあります。

パソコンの取扱説明書をよく読んでから使用してください。

強い磁力や電波の発生するものの近くや静電気の影響の強い
場所では使用しないでください。
•故障の原因やデータの転送ができない恐れがあります。

オムロン USB 通信トレイ対応機器以外のものを乗せないで
ください。また、同時に 2台以上乗せないでください。

本体の分解や改造をしないでください。
•故障の原因になります。

通信中にUSBプラグを抜き差ししないでください。
•故障の原因になります。

USBプラグには異物を入れないでください。
•故障の原因になります。

専用の通信ソフトがインストールされているパソコン以外に
は接続しないでください。
•故障やデータ破損の原因になります。

　記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
（左図は“禁止”）

注意

■取り扱いについてのお願い
本体に強いショックを与えたり、落としたりしないでください。
ぬれた手でUSBプラグに触れたり抜き差ししたりしないでください。
・ 故障の原因になります。
USBケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルが機器の下敷きに
なったりしないようにしてください。
USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理にまげたり、ねじったり、
引っ張ったり、加熱したりしないでください。
USB 通信トレイを外すときは、必ず USB プラグ部分を持って抜き、
ケーブルを引っ張らないでください。
収納時など、トレイ部分にUSBケーブルを
巻きつけないでください。
・ ケーブルが破損する原因になります。
USBハブをご使用になる場合、必ずACアダプター
を接続し、コンセントから電源を供給してください。
・正常に動作しない場合があります。

お願い

■お手入れについてのお願い
いつも清潔にしてお使いください。
・ 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取っ
てください。
・ 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をし
みこませてよく絞ったやわらかい布で、拭き
取ります。その後、から拭きしてください。
本体を水洗いしないでください。
・ 故障の原因になります。
汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを
使用しないでください。
・ 変色や故障の原因になります。

■保管についてのお願い
次のようなところに保管しないでください。
・ 水のかかるところ。
・ 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受け
るところ。
・ 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
・ 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。
・ 静電気の影響の強いところ。
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警告
傷んだ USB ケーブルや USB プラグは使用しないでくだ
さい。
•感電やショート、発火の原因になります。



HHX-IT2(A)M06_2

仕　様

動作環境

販　　売　　名 オムロンUSB通信トレイ HHX-IT2

通　信　方　式 ISO/IEC 15693 準拠

電　源　電　圧 DC5 V（USBより供給）

使用環境温湿度 ＋5～＋35℃・30～85％RH

質　　　　　量 約 100 g（USBケーブル含む）

外　形　寸　法 幅 約 95.0×高さ 約 13.5×奥行き 約 95.0 mm

付　　属　　品 取扱説明書（本書：品質保証書付き）

対応OS

対応ブラウザ

インターフェイス

その他 

日本語版Microsoft Windows 
XP（SP3 以上）／Vista ／ 7

Internet Explorer 7 ／ 8、
Firefox 6、Safari 5

USB ポート（USB Revision 2.0/1.1 準拠）

Adobe Flash Player 10 以上、Adobe Acrobat Reader 8.0 以上

日本語版Mac OS X
（10.5 ／ 10.6 ／ 10.7）

Firefox 6、
Safari 5

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※本商品を置く机などの材質が鉄などの材質の場合、通信に失敗するなど、正常に
動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、机などの金属から数セン
チ離してお使いください。
※複数のUSB通信トレイ対応機器と同時に通信させることはできません。

● インターネット接続環境にないパソコンではご利用になれません。
● 推奨環境であってもお客様の環境によっては正常に動作しない場合があります。
あらかじめご了承ください。

● 本商品はUSB2.0 のポートでの動作を確認しています。お使いの際はUSB2.0 
のポートへの接続をお願いいたします。

● Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、
Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国、日本およびその
他の国における登録商標または商標です。

● Mac、Mac OS、Safari は、Apple Inc. の米国ならびに他の国における登録商
標または商標です。

● Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または
登録商標です。

● Adobe、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat Reader は、Adobe 
Systems  Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国におけ
る登録商標または商標です。

● その他の本書に記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商
標です。

※ 推奨環境については、次のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

 http://wlm.jp/

本商品を使用できるパソコンおよび環境は次の通りです。
お使いの機種や環境をご確認ください。

使い方

詳しい使い方については、USB 通信トレイ対応機器の取扱説明書をお読
みください。

通信機能について

■「ウェルネスリンク」をご利用いただけるパソコンの推奨環境

本商品は電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
です。使用周波数は、13.56 MHz 帯です。本商品を改造、分解、
本体裏面の型式番号を消すと、法律により罰せられることがありま
す。周囲に複数の非接触 IC カードリーダー・ライターをご使用の
場合には 1m以上間をあけてご使用ください。また、他の同一周波
数帯を使用の無線機が近くにないことを確認後ご使用ください。

　　　　USB 通信トレイ対応機器の設定や測定記録を転送するため
の USB 通信ソフトのインストールが必要です。インストールが終了
するまで、USB通信トレイをパソコンに接続しないでください。

※通信できないときは、USB通信トレイ対応機器取扱説明書の「おかしいな？と
思ったら」をご確認ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使
用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま
す。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。VCCI-B

5332887-8B

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年
以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。

2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、ウェルネスリンクサポートデスクにご連絡
ください。

3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電

圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ） 品質保証書の提示がない場合。
（ホ） 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句

を書き替えられた場合。
（ヘ） 消耗部品。
（ト） 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
（チ） その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。

4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低 6年間保有しています。

オムロン USB 通信トレイ HHX-IT2

〒617-0002　京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地


