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電極

表示パネル

電極

電池カバー

USB Type-C
ポート
（給電用）

各部の名称

体組成計
取扱説明書（簡易版）
 HCS-WFS01シリーズ

使用方法
■電池を入れる ■体組成を測定する

■本体を設置する

■カーペット等の柔らかい床で測定する場合

■USB 給電について

本機は木製の床など、硬めの場所に水平に置いてください。
次のような場所には置かないでください。測定値に誤差が生じる原因になります。
・傾斜した床　・じゅうたんなど柔らかい床

安全にご使用いただくために

■自動 0.00kg 校正補正機能について
本機は乗るだけで電源が入り、測定を開始します。
そのため、電源が切れているときに自動で定期的
に0.00kg校正を行います。ただし、次のような場
合には正しく校正が行われない可能性があるた
め、ご使用前に必ず、本機の上に何も乗せない状態
で、硬めの場所に置き、　 （入 /設定）ボタンを押し
てから測定してください。
・立てかけて保管した場合
・本機の上に物を置いて保管した場合
・本機を持ち運んで移動した場合

測定値が明らかに違うときは、以下の操作を行ったあとに再測定してください。

本機で測定する方法には、次の3つの方法があります。

乗るだけで電源が入り、測定を開始します。
また、ユーザー登録された人の中から測定者を自動的に認識し、測定結果を記録
します。（過去に1度ユーザー番号を指定して測定している場合に限ります。）

ユーザー登録された人のユーザー番号を指定して測定を実行します。ユーザーを
自動認識して測定する手順より、確実に本人の登録データと照合され、測定結果
が表示されます。ユーザーの登録方法、測定方法はP.5～ P.6を参照。

ユーザー登録されていない人の測定ができます。測定値の記録はできません。
測定方法はP.6を参照。

① 本体裏面のゴムを取り外してください。
② 付属のカーペット脚を、4箇所すべての脚に
取り付けてください。

本製品の底面のUSB Type-Cポートから、USBケーブルとUSB ACアダプターなどを
使って、本製品に電源を供給して使用することもできます。
※USB Type-Cポートは給電専用です。スマートフォンやPC等へのデータ転送はでき
ません。

左ボタン
（戻る）

表示部

操作部

入 /設定ボタン

切 /通信ボタン

レベル表示

右ボタン（進む）

電源OFF時
・長押しすると、初期設定になります。
電源ON時

判定結果が表示されます。

電池交換表示
電池交換が必要なときに点灯します。

操作確認表示
操作ボタンが押されると点灯します。
無線通信表示
無線接続中に点灯します。

長押しすると、早送りになります。

①

③②

電源OFFのまま乗る 測定中 ユーザー番号表示

① 本体裏面の電池カバーを、矢印方向に押して取り外
します。

② 単 4形乾電池 4本を、電極（⊕／⊖）を確認して入れ
ます。
ばねのついている側が⊖です。

③ 電池カバーを取り付けます。

① 本機を硬めの場所に水平に置いて
ください。

④ 　 （入 /設定）ボタンを押します。 ⑤ 「0.00kg」と表示されていることを
確認してください。

⑥ 　 （切 /通信）ボタンを押し、電源を
切ります。

③ 「 　　　」が表示されていることを
確認してください。
「 　　　」表示中に、本機の上に物
を置いたり、体重をかけたりしない
でください。

② 　 （入 /設定）ボタンを押します。

ユーザーを自動認識して測定する

ユーザー番号を指定して測定する

ゲストモードで測定する

・押すと電源をOFFします。
・長押しすると、無線接続待機状態になります。

長押しする
と、早送りに
なります。 電源OFF 時

・電源をON するときに押します。その
まま本機に乗っても電源が入ります。
その場合は、ユーザー番号を自動認識
します。

・長押しして、ユーザーの登録/ 変更
をします。
電源ON 時
・設定を確定するときに押します。長押
しすると、1 つ前の設定に戻ります。

危険
下記のような医用電気機器との併用
は絶対にしないでください。
(1) ペースメーカーなどの体内植込み
型医用電気機器

(2) 人工心肺などの生命維持用医用電
気機器

(3) 心電計などの装着型医用電気機器
本機は微弱な電流を体内に流します
ので、上記機器が誤動作をおこし、事
故や身体への著しい障害をまねくおそ
れがあります。

警告
・測定結果は、決して自己判断しないでください（測定値の評価、
それに基づく運動メニューなど）。
・自己判断による減量や運動療法は健康を害する原因になります。
必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。
・本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしないでください。
転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。
・タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わないでくだ
さい。
転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。ま
た、本機内部に水が浸入し、故障の原因になります。
・絶対に改造・分解・修理しないでください。思わぬ事故や、トラ
ブルのおそれがあります。

※本マニュアルは簡易版です。詳細は製品
に付属の取扱説明書をご確認ください。

日本国内専用
上記の国以外でご購入いただいたお客様は
ご購入国のマニュアルを参照してください。
www.elecom.co.jp/global/
download-list/manual/
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使用方法
■ユーザーを登録する ■ユーザー番号を指定して測定

する
■ゲストモードで測定する

■測定結果の確認

身長の設定は 0.5cm単位です。

身長の設定は 0.5cm単位です。

こんなときは

体組成計HCS-WFS01 シリーズ  取扱説明書（簡易版）
2018年 10月　エレコム株式会社　

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. 

※初回起動・電池交換の際は、地域を設定する必要があります。

判定基準の見かた
■内臓脂肪レベルの判定基準の捉え方

■日本人の基礎代謝量 厚生労働省：日本人の食事摂取基準 (2015 年版）より

Wi-Fi の初期設定をする

レベル 判定 判定の捉え方

1～ 10 標準 内臓脂肪の蓄積程度は多くはありません。今後も、バランスのとれた
食事や適度な運動を心がけましょう。

11 ～ 14 高い①～やや高い～
内臓脂肪の蓄積程度がやや高めです。今までの生活習慣を見直し、バラ
ンスのとれた食事と適度な運動の習慣化を心がけましょう。 

15 ～ 18 高い②～高い～
内臓脂肪の蓄積程度が高いです。まずは食べ過ぎ・飲み過ぎに注意し、
腹七～八分目の食事を心がけましょう。身体が軽くなってきたと感じ
たら運動に取り組むのが良いでしょう。

19 ～ 30 高い③ ～著しく高い～
内臓脂肪の蓄積程度が著しく高いです。生活習慣を見直し、食べ過ぎ・
飲み過ぎを改めて、腹六～七分目の食事に切り替えましょう。心配な
方は医師へご相談ください。 

性別 男性 女性
年齢
（歳）

基礎代謝基準値
（kcal/kg体重 /日）

基準体重
（kg）

基礎代謝量
（kcal/ 日）

基礎代謝基準値
（kcal/kg体重 /日）

基準体重
（kg）

基礎代謝量
（kcal/ 日）

1～ 2 61.0 11.5 700 59.7 11.0 660
3～ 5 54.8 16.5 900 52.2 16.1 840
6～ 7 44.3 22.2 980 41.9 21.9 920
8～ 9 40.8 28.0 1,140 38.3 27.4 1,050
10～ 11 37.4 35.6 1,330 34.8 36.3 1,260
12～ 14 31.0 49.0 1,520 29.6 47.5 1,410
15～ 17 27.0 59.7 1,610 25.3 51.9 1,310
18～ 29 24.0 63.2 1,520 22.1 50.0 1,110
30～ 49 22.3 68.5 1,530 21.7 53.1 1,150
50～ 69 21.5 65.2 1,400 20.7 53.0 1,100
70以上 21.5 60.0 1,290 20.7 49.5 1,020

症状 □ご確認ください
表示部の「 」が点灯する

□ 電池の入れ替え、または交換を行ってください。
「 るれさ示表が）ーラエ（」
「 るれさ示表が）ーラエ（」 □ 自動補正（ ）中に乗っていませんか？

□ 測定中に動いていませんか？乗り位置や姿勢は？
□ 足の裏が汚れていませんか？
□ 靴下などを履いたまま測定していませんか？

測定中に「 示表が）ーラエ（」
される

「 るれさ示表が）ーラエ（」
□ ルーターの規格が802.11b/g/nに対応していますか？
□ 一度、電源を切り、Wi-Fiの設定をやりなおしてください。無線通信表示 が点滅状態のま

まで点灯（接続完了）しない

①内臓脂肪レベル ②前回差 ③BMI ⑦基礎代謝⑥骨量④体脂肪率 ⑤骨格筋率

※各測定項目について測定範囲を設けています。測定範囲を外れた場合は、　 または　 が表示されます。

※各設定画面で無操作状態で約 30秒経過
すると、自動的に電源OFFになります。

※設定途中で電源OFF になった場合は、最
初から操作をしなおしてください。

① 電源が入っていないことを確認し、　 
（入 /設定）ボタンを押します。
ユーザー番号を選ぶ画面が表示され
ます。

② ユーザー番号（点滅している番号）を選
び、　 （入 / 設定）ボタンを押します。
ユーザー番号が確定します。

③ 年齢を表示させ、　 （入 /設定）ボタン
を押します。
年齢が確定します。

④ 　　　または　　 を選び、　 （入 /設
定）ボタンを押します。
性別が確定します。

⑤ 登録者の身長を表示させて、　 （入 /
設定）ボタンを押します。
身長が確定し、設定内容確認画面に移
ります。

⑥ 入力されたデータによって「性別」が点
灯し、「年齢」→「身長」が順に表示され
たあと、体重測定画面になります。

② ユーザー番号（点滅している番号）を選
び、　 （入 /設定）ボタンを押します。
選択したユーザー番号が確定し、
「0.00kg」と表示されます。

① 　 （入 /設定）ボタンを押します。
ユーザー番号を選ぶ画面が表示され
ます。

③ 本機に静かに乗ります。
測定が開始されます。
測定が完了するまで、まっすぐの姿勢
を保ってください。

⑦ 本機に静かに乗り、測定します。

① 　 （入 /設定）ボタンを押します。
ユーザー番号を選ぶ画面が表示され
ます。

② 　  または　  ボタンを押して          を
選び、　 （入 /設定）ボタンを押します。
ゲストモードになります。

③ ゲストの年齢を表示させ、　 （入 /設
定）ボタンを押します。
年齢が確定します。

④ 　　　または　　 を選び、　 （入 /設
定）ボタンを押します。
性別が確定します。

⑤ 登録者の身長を表示させて、　（入 /
設定）ボタンを押します。
身長が確定し、設定内容確認画面に移
ります。

⑥ 入力されたデータによって「性別」が点
灯し、「年齢」→「身長」が順に表示され
たあと、体重測定画面になります。
「0.00kg」と表示されます。

① スマートフォンをWi-Fi 環境に接続し
ます。
802.11b/g/n 規格に対応している
ルーターをご使用ください。802.11a
専用ルーターは使用できません。

④ アプリ画面にしたがって、データ管理
を行うアカウントの作成、もしくはアプ
リ連携を行ってください。

⑤ アプリ画面にしたがって、本体底面の
QRコードを読み込みます。

② 「ELCEAR APP」のダウンロードページ
にアクセスして、「ECLEAR APP」をイン
ストールします。

③ インストールした「ECLEAR APP」を起
動し、「機器設定」から本製品（HCS-WFS
シリーズ）を選択します。

⑥ アプリ画面にしたがって、ご使用の
Wi-Fi 環境のパスワードを入力します。

⑦ 電源が入っていないことを確認し、 
（入 /設定）ボタンを押して、体組成計
の電源をON にします。

⑨ 「ECLEAR APP」の「次へ」をタップし
ます。

⑩ “ピッ”という音が鳴り、画面に「YES」
が表示されます。
本製品のWi-Fi 接続が完了します。

接続が完了すると、体組成計の表示部
の無線通信表示　 が点滅から点灯に
変わります。

⑧ ユーザー選択画面で、　（切 /通信）
ボタンを体組成計の表示部の無線通信
表示　 が点滅するまで長押しします。


