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RFU-BModel
ユーザーマニュアル

安全に正しくお使いいただくために、操作の前に必ず「安全上・使用上の注意」
「取扱い上の注意」をご確認の上ご使用ください。

センサ無線ユニット
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ソーラーパネル

ボタンスイッチ

【裏面】

状態確認／エネルギー残量／
再ペアリング

コネクタ

電池カバー

Energy LED(RED)

Status LED(ORANGE)

電源スイッチ

デバイス名

RFU-B
05421

MADE IN JAPAN

RFU-BXXXXXX

203-JN0495

RFU-B　ユーザーマニュアル

1. 各部名称

2. 外部センサの接続  （焦電型赤外線センサ PY2-S5 の場合）

3. 電源 ON と OFF

センサ（PY2-S5）と RFU-B をコネクタでつなぎます。
コネクタの向きに合わせて、カチっと音がするまで
差し込むと接続されます。

本体側面にあるスイッチをスライドして
電源を ON と OFF に切り替えられます。

    

コネクタハーネス（別売）:
CNH-GHR03D28-70

PY2-S5（別売）
コネクタ

各部名称／外部センサの接続／電源 ON と OFF
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ボタン操作 動　作
１回 状態確認（ステータス）

２回連続 エネルギー残量

長押し（３秒以上） 再ペアリング

赤 LED

橙 LED

接続状態 橙 LED 点灯仕様
切断 １秒点灯後に消灯
接続済み RSSI 表示

RSSI 橙 LED 点灯仕様
強（-46dBm 以上） 早く点滅（0.25 秒周期）
中（-47dBm ～ -66dBm） 早く点滅（0.5 秒周期）
弱（-67dBm ～ -77dBm）　 ゆっくり点滅（1 秒周期）
最弱（-78dBm 以下） ゆっくり点滅（2 秒周期）

エネルギー残量 赤 LED 点灯仕様
100% ～ 75% 早く点滅（0.25 秒周期）
74% ～ 45% 早く点滅（0.5 秒周期）
44% ～ 10% ゆっくり点滅（1 秒周期）
9% ～ 0%　　　　　　　　　　　　　ゆっくり点滅（2 秒周期）

再ペアリング　　　　　　　　　　　　　LED 点灯仕様
移行時 両 LED フラッシュ

LED の色や点滅の仕方で状態の確認ができます。

単 4 アルカリ乾電池

橙 LED：状態確認（ステータス） 赤 LED：エネルギー残量

赤 LED と橙 LED：再ペアリング

下記ボタン操作で動作確認、再ペアリングができます。
※ペアリング済みの機器と接続できなくなったときに
　再ペアリングをして下さい。

RFU-B　ユーザーマニュアル

4. ボタンスイッチの操作

5. 表示灯

6. 電池交換

参考性能  ( 焦電型赤外線センサ PY2-S5 との組み合わせ )

電池は単 4 アルカリ乾電池をご使用いただけます。
ご使用の場合は、＋−極をお確かめの上、正しく入れてください。

（エナジーハーベスティング技術により十分な照度環境では
  電池なしで使用できます。）

パワーリザーブ
約 38 h

（電気二重層キャパシタ満充電からの放電時間。
条件：電池なし、ソーラ充電なし）

電 池 寿 命
約 1.5 年（単４アルカリ乾電池。条件：ソーラ充電なし）

（単４アルカリ乾電池を使用の場合、エネルギー残量が
約 35% 程度から電池エネルギーが使われます）

※外部入力変化が激しいと送信頻度が増えますのでエネルギー消費が早まります。

ボタンスイッチの操作／表示灯／電池交換
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RFU-B　ユーザーマニュアル

7. アプリの操作方法  （焦電型赤外線センサ PY2-S5 の場合）

① SENSAMap ™アプリ (iPhone 用 ) を入手

②アプリを起動

③背景画面の変更

④センサを配置

App Store で「SENSAMap」を検索するか
QR コードよりアプリをダウンロードします。

アプリご利用前に RFU-B の電源が ON になっているか確認してから操作して下さい。

初回起動は Bluetooth 利用を確認するポップアップ画面が
表示されます。
本アプリケーションは Bluetooth を利用するので、「OK」
をタップして下さい。
※端末の Bluetooth が「オフ」になっている場合、
　「設定」→ Bluetooth →「オン」を選択して下さい。
※「許可しない」を選択された場合は
　「設定」→「SENSAMap」→「Bluetooth」から「オン」に
　して下さい。　

任意の箇所をタップすると、上部にメニューボタンが
表示されます。メニュー画面より「背景の登録」を
タップしてください。

「背景の登録」画面から背景を変更できます。
　❶フロアの追加
　❷名称の変更
　❸フォトライブラリから背景画像の登録、変更
　❹左スワイプで削除

画面の任意の箇所を長押しして下さい。
「スキャン一覧」画面が立ち上がり、読み込まれたデバイ

スが表示されます。表示されたデバイスをタップすると、
「Bluetooth ペアリングの要求」画面が表示されます。

“RFU-Bxxxxxx” に記載されている英数字とセンサ無線ユニッ
ト裏面のラベルに記載されている「デバイス名」が一致して
いるか確認の上、「ペアリング」をタップしてください。
センサの配置が完了します。

❷ ❸

❹

❶

アプリの操作方法



04

RFU-B　ユーザーマニュアル

7. アプリの操作方法  （焦電型赤外線センサ PY2-S5 の場合）

⑤センサ情報

⑥センサ設定

配置したセンサをタップすると「センサ情報」画面を
表示します。各項目をタップすることにより read による
データ更新を行います。

「センサ」「エネルギー」「ソーラー充電」は変化回数を
計っており、左スワイプで回数を「クリア」することが
できます。

「センサ情報」画面の右上にある「センサ設定」をタップ
するとセンサの各設定を行います。

　❶設置場所名…10 文字まで入力可能です。
　❷センサ名　…10 文字まで入力可能です。
　❸電源出力　…電源の ON/OFF ができます。
　　　　　　　　　※ PY2-S5 との組み合わせ時は、RFU-B から電源
　　　　　　　　　　 供給できますので、ご使用時は「ON」にして
　　　　　　　　　　 下さい。
　❹センサ種別…センサの種別と番号を設定できます。
　❺自動接続　…センサを切断する場合や、センサとの自動
　　　　　　　　接続を行わない場合は、「自動接続」を　　　
　　　　　　　　OFF にします。再接続する場合は、ON に
　　　　　　　　することでセンサを探し出し接続を行います。
　　　　　　　　　※「自動接続」が ON の場合は、電波不良などで
　　　　　　　　　　　切断された場合も、接続可能な状態であれば
　　　　　　　　　　　自動で再接続を行います。
　❻通知機能　…通知の ON/OFF ができます。

【通知機能について】
通知機能は iPhone 端末がスリープしている状態でも、センサの
状態に変化が発生した際にお知らせする機能です。

「通知音」を ON にすると、通知音と共にセンサの状態をお知ら
せします。

■ センサ ON と OFF のメッセージが空白の場合
    センサの状態変化時にお知らせを行います。
■ センサ ON のみメッセージが設定されている場合
    センサ ON 時に設定されたメッセージでお知らせします。
    ( センサ OFF 時はお知らせしません )
■ センサ OFF のみメッセージが設定されている場合
    センサ OFF 時に設定されたメッセージでお知らせします。
    ( センサ ON 時はお知らせしません )
■ 両方が設定されている場合
    センサ ON/OFF に設定されたメッセージでお知らせします。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

アプリの操作方法
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RFU-B　ユーザーマニュアル

7. アプリの操作方法  （焦電型赤外線センサ PY2-S5 の場合）

⑦その他基本操作（HOME 画面）

⑧ログの確認

画面をピンチイン、
ピンチアウト

背景画像の拡大 / 縮小

センサアイコンを長押し
配置したセンサの移動
（端末がバイブするまで

長押ししてください）

画面を１本指でドラッグ
背景画像を移動

センサアイコンを
ダブルタップ

配置したセンサの削除

画面をダブルタップ
背景画像を中央位置に戻す

画面を２本指で
左右にスワイプ

複数の背景画像登録時の
画面切替

端末の「ファイル」アプリより確認ができます。

ファイル

アプリの操作方法
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RFU-B　ユーザーマニュアル

8. 安全上・使用上の注意

9. 取り扱い上の注意

10. 商標について

1) 電池の＋極、−極を正しく入れて下さい。
2) 誤結線は内部回路を破損させ焼損事故を招く事も有りますので、電源投入前に正しく配線ができているか確認をして下さい。
3) 配線でコードを延長される場合は電圧降下の影響を少なくする為、断面積の大きなものをご使用下さい。

なお、コードを延長される場合は線間容量により出力波形に歪みを生じる事が有りますので注意下さい。
4) 配線の際、高圧線、動力線と平行に配線されますと誘導ノイズにより、誤動作や破損の原因となる事が

有りますので、分離配線またはシールドケーブル配線或いは単独金属配管配線などを行ってご使用下さい。

1) 本製品で使用している無線周波数（2.4GHz）は、ISM バンド帯（産業科学医療用）と同じ周波数帯ですので電波干渉
が発生する可能性があります。
2.4GHz 帯では電子レンジ、無線 LAN のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免
許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）
が運用されています。
(1) 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認して下さい。
(2) 電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか設置環境を変えるなどして電波干渉が生じない環境で
      ご使用下さい。

2) 本製品は日本国内専用です。
3) 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では電源を切って下さい。
4) 本製品で採用しています太陽電池は、屋内用のアモルファスシリコン太陽電池です。

屋外でのご使用は避けて下さい。また表面のガラスパネルが破損すると怪我の恐れがあります。
5) 電気二重層キャパシタに蓄えられたエネルギーが完全に放電した状態から太陽電池のみによる充電でも起動しますが、

起動エネルギーに達するまで非常に多くの時間が掛かります。
（1000Lx の環境にて 8 時間前後）補助電源の新しいアルカリ乾電池を挿入しますと即起動することができます。

6) アルカリ乾電池を入れた状態でエネルギー残量が 10% 未満であれば新しいアルカリ乾電池と交換して下さい。
消耗した電池を入れたままにしておくと液漏れ、故障の原因になります。
また、使用推奨期限を過ぎた電池も液漏れの恐れがありますので定期的に交換をして下さい。

7) 電池を破棄する際はお住まいの自治体の指導に従ってください。
8) 貴社製品に実装した状態での動作、性能、信頼性等、充分な事前評価の後、ご使用下さい。
9) 医療機器、自動車、航空宇宙用機器、原子力制御用機器等、その装置・機器の故障や動作不良が、直接又は間接を問わず、

生命、身体、財産等への重要な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される用途に弊社
製品を使用しないで下さい。
また、通常のご使用に関してもシステムの全体の安全性を確保し、二次災害が発生しないような安全機能を必ず設け
てご使用下さい。

10) 薬品・腐食性ガス等がかかる場所、急激な温度変化の起こる場所、直射日光の当る場所でのご使用及び保管は避けて
下さい。又、結露や氷結すると、正しい特性が得られないことがあります。

1) Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、センサテック株式会社は
これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

2) Apple、Apple logo、iPhone および iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

3) QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
4) SENSAMap ™は、センサテック株式会社の商標です。

安全上・使用上の注意／取り扱い上の注意／商標について



営業本部（京都） TEL : 0771-24-1145（代） FAX : 0771-24-2807
関東営業所 TEL : 03-3253-6686 FAX : 03-3527-1686
中部営業所 TEL : 0587-81-9717 FAX : 0587-81-9727
九州営業所 TEL : 092-409-5798 FAX : 092-409-5799

京都本社·研究所 TEL : 0771-24-1145（代） FAX : 0771-24-2807

info@sensatec.co.jp

製品情報、納期、ご注文のお問い合わせ

www.sensatec.co.jp

技術情報、その他のお問い合わせは

メールでのお問い合わせ
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