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ウェザーニュースタッチにデータを自動転送

24時間自動観測できる簡易気象観測器
WxBeacon2（ウェザービーコン２）

hPa手間のかかる入力作業が必要ありません

WxBeacon2は、これまでの温度・湿度・気圧に加え、明るさ・音圧・UVの6要素を24時間観測！

ウェザーリポートを通じて簡単にシェア
観測した気象データをシェアすることで、たくさんの仲間と季節の素晴らしさを共有。
また、災害時には少しでも被害を減らすこと（減災）に繋がると考えています。
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例えば、こんなはかり方

地面に近い分、
ベビーカーの赤ちゃんやペットは暑い！
感じる暑さの違いを知ろう

寝る前にエアコンを切った夜。
暑さ・寒さで目が覚める室温って
どのくらい？

いきなりの雨。
雨が降り出してからの気温変化は？
打ち水効果あったかな?!

台風が近づいてくる！
気圧の変化で台風の接近を感じよう

曇りの日のうっかり日焼け…
天気による紫外線の強さの違いは？

こんなはかり方も見つけた！などありましたら、ぜひリポートでおしえてください♪

hPa



操作方法
WxBeacon2
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※使用する電池について
ご利用になる電池の種類によって低温環境の動作特性の違いか
ら定格を満足できない場合がございます。リチウム電池をご利用
ください。

※4：晴天屋外などでは10,000lxといった大きな値を表示する場合がありますが、計測誤差が含まれております。

※1：特に指定がない場合はVcc=3.0V、
Ta=15～35℃において
※2：参考出力はご参考として提供するもので、
その範囲で常に正常に動作することを保証す
るものではありません。
※3：簡易的にUVインデックスの推定値を出力
するもので、環境や条件が異なるため公的機関
が発表する紫外線情報とは一致しない場合が
あります。

機能説明

・本体
・ボタン型リチウム電池 CR2032
・取扱説明書（本書）

セット内容

はかれること

気温
湿度
明るさ

UV INDEX
気圧
騒音

-10～60 ℃
0～100 ％
10～2000 lx（※4）
1～11
700～1100 hPa
37～89 dB

はかれる範囲 精度（※1）
±2℃以内
±5％以内
±100 lx以内
参考出力（※2）（※3）
±4 hPa
参考出力（※2）

内部に空気を通して
気象データをはかる

お知らせランプ

窓

電池のセット

ツメの下に電池をセットします

裏蓋

本体裏側

電池

電池の + 面が手前に見える
向きで本体にセットします。

裏蓋を本体との段差がなく
なるまで押し込みます。

お知らせランプがしばらく
緑色に点灯します。
点灯しない場合は電池の向きを
ご確認ください。
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お知らせランプ
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QRコードからアプリをダウンロード！
バーコードリーダーが無い場合…iOS端末をご利用の方は「App Store」、
Android端末をご利用の方は「Play ストア」から検索し、ダウンロードをお願いします。

WxBeacon2
本体の設置（持ち歩かない場合）

スマートフォン
ウェザーニュースタッチをダウンロードする

（iOS/Android共通）
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はかりたい場所に本体を設置します。 観測データを見るには、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」のダウンロードが必要です。

・窓部が隠れないようにして下さい。正しい検知ができません。
・両側面の通気口が塞がれないようにして下さい。正しい検知ができません。
・直接水がかかる場所には設置しないで下さい。

本体を設置する時の注意事項

通気口（両側）

窓

（市販の両面テープ使用）
立てる 寝かせる 吊り下げる 貼付ける

※観測器単体ではデータを見ることはできません。
※データを見るにはBluetoothの届く範囲内にスマートフォンがある必要があります。





アプリ
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電池の交換方法
お知らせランプが赤く点灯したら電池残量が少なくなっています。
早めに電池（CR2032)を交換して下さい。

・電池を取り出す際に、金属製のピンセットやドライバーなどを使用しないで下さい。

電池のセットの仕方はp.5を参照ください。
重要

この凹みを利用して、
裏蓋を外してください

この凹みを利用して、
電池を外してください

お知らせランプ

※上記以外のシェアする方法
　サイドメニューの「マップで見る」から、「リポートを送ろう」をタップ。
　実況の項目に気象データが自動入力されます。「送信」をタップすると完了です。

ウェザーニュースタッチ
観測した気象データをシェアする

その他、観測器を利用した専用企画も随時実施予定です♪

※スマートフォンの設定で、ウェザーニュースタッチの「位置情報の利用」を許可してください。

ウェザーリポートをする手順を開始。
カメラマークをタップ

右下の観測機アイコンをタップす
ると、観測データの項目に気象デ
ータが自動入力されます。
「送信」をタップすると完了です。
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注意事項

破損・紛失などの場合の、交換・修理は
お受けできません。

閉め切った車内など、極端に高温な
場所に長時間放置しないでください。

Bluetooth機能をONにした
スマートフォンでのみ使用可能です。

測定仕様範囲内でご使用ください。極端
な環境下でのご使用は、故障や破損の原
因となる場合があります。

誤飲を防ぐため、電池や本体は乳幼児の手
の届かないところに保管してください。

分解や改造、ケースへの加工は保証対象
外です。

航空機内や病院など、無線機器の使用が禁
止された区域ではBluetooth 通信をしない
でください。

日常生活レベルでの防水機能はあります
が、機器の穴から水を入れたり、水没したり
させないでください。

屋外での長時間の計測はご注意ください。
本機は、屋内用として設計されていますので、
屋外でも使用は可能ですが、結露などに十
分ご注意してお使いください。

おかしいな？と思ったら

こんなとき 原因 対処のしかた

ランプが赤に点滅 電池残量が少ない すみやかに新しい電池（CR2032 x 1 個）
と交換してください

センサが動作しない 電池残量がなくなった

電池を正しく入れ直してください

測定値がおかしい 窓部が隠れている 窓部を塞がないよう正しく設置してください
汚れている場合は清掃してください

通気孔が塞がれている 通気孔が塞がれないよう正しく設置してください
汚れている場合は清掃してください

Bluetooth 接続が
できない

相手側機器（スマートフォン等）
のBluetooth機能が無効となっている
相手側機器（スマートフォン等）
がBluetooth4.0 LEに対応していない

機器側（スマートフォン等）のBluetooth 
機能が使用可能な状態であることを確認してください
ご使用の機器（スマートフォン等）が
Bluetooth4.0 LEに対応しているか、
事前にご確認ください

その他 - 電池をいったん取り出して、再度挿入
してみてください

電池の　　 の向きが間違っている
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WxBeacon2動作確認端末

　最新の動作確認端末一覧はこちらをご確認ください。　
https://weathernews.jp/smart/wxbeacon2/selected_range.html

2017年5月1日現在

・Bluetooth4.0 LE対応機種
※国内販売端末に限ります。

・iPhone 4S 以降
・iPad第3世代以降
・iPod touch第5世代以降

対応OS

動作確認端末

iOS8以降
iOS Android

Android4.3以降

お問い合わせ
　アプリからのお問い合わせはこちら　
「正常に動いていない」「よくわからない」などのご質問は、
スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」のよくある質問＞よくある質問・お問い合わせから、
「WxBeacon2」と明記の上、お問い合わせください。

　メールでのお問い合わせはこちら
「ウェザーリポーター名」や「ウェザーリポーター番号」、「WxBeacon2」と明記の上、お問い合わせください。
supportdesk@wni.co.jp

保証内容
保証期間：1年間
動作不良につきまして、保証対象の場合は無償にて交換いたします。

保証期間経過後、あるいは、保証期間内であっても、故意に改造した場合、極端な環境で使用した場合、
水没等の事故にあった場合など、本機に起因しない原因での動作不良に関しましては保証はいたしかね
ますのでご了承ください。その場合は、有償（実費：3740円、本体3000円＋税＋送料）での交換とさせて
いただきます。
※税率・送料は2017年4月現在の価格です。税率変更・物価の変動で見直すことがございます。

いずれの場合につきましても、まずサポートデスクまでご連絡ください。




