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3. メニュー一覧 
3.1. 検知器未接続時 

 アプリ設定 

 グループ通知設定 ON/OFF 

 メッセージ送信設定 

 ローカル通知設定 ON/OFF 

 警報音 ON/OFF 

 警報音選択 

 警報バイブレーション ON/OFF 

 警報バイブレーション選択 

 表示設定（時間） 

 スケジューリング設定 

 通知先設定 

 所有者情報設定 

 バージョン情報 

 マニュアルダウンロード 

 

 

3.2. 検知器接続時 

 ガス検知器設定【GX-3R Pro/CX-04BT/CO-04BT（C-）使用時のみ表示】 

 警報設定 

 校正/BUMP 設定 

 Backlight 設定 

 ロガーデータ設定 

 検知器情報 

 アプリ設定 

 グループ通知設定 ON/OFF 

 メッセージ送信設定 

 ローカル通知設定 ON/OFF 

 警報音 ON/OFF 

 警報音選択 

 警報バイブレーション ON/OFF 

 警報バイブレーション選択 

 表示設定（時間） 

 スケジューリング設定 

 通知先設定 

 所有者情報設定 

 バージョン情報 

 ペアリング切断 

 マニュアルダウンロード 

 検知器検索【GX-3R Pro/CX-04BT/CO-04BT（C-）使用時のみ表示】 
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⑨ 通知先設定 

通知先設定画面に遷移します。 

 

⑩ 所有者情報設定 

所有者情報設定画面に遷移します。   
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 アラーム H 

検知器の ALARM H 警報値を表示します。 

 STEL 

検知器の STEL 警報値を表示します。 

 TWA 

検知器の TWA 警報値を表示します。 

 濃度 

警報が発せられた際のガス濃度を表示します。 

 所有者名 

RK Link に設定された所有者名を表示します。 

 会社名 

RK Link に設定された会社名を表示します。 

 部署名 

RK Link に設定された部署名を表示します。 
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9. ペアリング切断 
9.1. ペアリング切断 

ペアリング接続を解除します。 

 

9.2. Bluetooth 切断時 

検知器の接続が切断され、一定時間内に再接続できない場合、トップ画面に遷移します。 

 

9.3. スマートフォン忘れ警告 

検知器との接続が切断された時にポップアップ表示（バックグラウンド時は通知）をします。 

※メニュー → ペアリング切断で切断した場合は表示されません。 

 

     
 

10. マニュアルダウンロード 
取扱説明書をダウンロードします。ダウンロード先は、スマートフォンにより異なります。 

 

11. 検知器検索 
検知器の警報音を鳴らし、LED を点灯します。 

警報音は約 20 秒経過すると自動で停止します。 
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12. トラブルシューティング 
 

12.1. 異常時の対処法 

症状 対処方法 

正しい Gmail アドレスと 

Gmail のパスワードを入力 

してもサインインできない 

（iOS の場合） 

スマートフォン 

Google アカウントのセキュリティ設定で、「安全性

の低いアプリのアクセス」がオンになっていない

可能性があります。設定をオンであることを確認

し、再度サインインして下さい。 

設定方法については Google のホームページを

ご確認下さい。 

ガス検知器と接続できない 

ガス検知器 

電源が入っているか確認して下さい。 

Bluetooth モードになっているか確認して下さい。 

スマートフォン 

Bluetooth 設定が有効か確認して下さい。 

近くにガス検知器があるか確認して下さい。 

 

 

13. 仕様 

【動作環境】 

端末種別 Android iPhone 

対象 OS Android 6.0 以上※ iOS 10.0 以上 

端末必要機能 Bluetooth 4.2 以上（Bluetooth Low Energy 対応） 

位置情報サービス 

通知サービス 

※ダークモード非対応 

 

 

【対象ガスモニター】 
GX-3R Pro, GX-2100（TYPE A/B, TYPE AJ/B, TYPE E/B, TYPE EJ/B）,  

CX-04BT, CO-04BT（C-） 

 

【注意事項】 
 Android/iOS に関わらず、メール送信のため、事前に Google アカウント（Gmail アドレス）が必要で

す。 

※ iOS では Google アカウントの設定で「安全性の低いアプリによるアクセス許可をする」を設定するこ

とが必要です。 

 メール送信などはスマートフォンのパケット通信を使用するため、キャリアとの間で通信費などの費

用が発生する場合があります。 

 アプリケーションデバイス許可（Bluetooth、位置情報等）を許可して使用してください。 

 アプリケーションに必要な権限はストレージ・連絡先・位置情報です。 

 操作中不意にペアリングが切れることがあります。その場合は、再度ペアリングを行ってください。 

 端末のアップデートを行う場合は、端末のバックアップ、インストール済みアプリの試験的な動作確

認を行い、影響がないことを確認の上、アップデートを行ってください。 
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