
GT-1830（自己検査用グルコース測定器）専用 

音声出力装置

GO-9650 取扱説明書

このたびは、GT-1830（自己検査用グルコース測定器）専用音声出力
装置プラストーク GO-9650をお買い上げいただき、誠にありがとうご
ざいます。
●この取扱説明書には、プラストークをご使用するための操作方法と
注意点が書かれています。
●お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正し
い操作で本装置を使用してください。
●あわせて、指定の自己検査用グルコース測定器（GT-1830)、に付属
の添付文書および取扱説明書もお読みになり、注意事項をお守りく
ださい。
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してく
ださい。

・乾燥した環境で本装置を使用すると、特に合成素材（合成繊維製衣服、
カーペット、その他）が身近にある場合は、妨げとなる静電放電を誘発
することがあり、誤った音声を出力することがあります。
・放射源が正確な動作を妨げることがあるため、本装置は、強い電磁放射
源の間近で使用しないでください。

取扱説明書のプラストーク及び測定器 GT-1830の
イラスト表示は簡略化してありますので、実際とは
異なります。

本装置は、EMC 適合規格 JIS C1806-2-6:2012に適合しています。
特記事項：エミッションの分類　　クラス B

はじめに

83-05528A

プラストークは、弊社指定の自己検査用グルコース測定器 GT-1830（以下
GT-1830）にセットして使用することにより、音声で確認しながら
GT-1830を使用するためのオプションユニットです。

・弊社製品の GT-1830の操作がわかりにくい、表示が見えにくい方のため
に日付と時刻、操作方法、結果、過去の測定結果、GT-1830の動作状態
などを音声ガイドします。

PlusTalk〔プラストーク）とは

【対応機種】
　GT-1830
　・GLUCOCARD　G Black
　・グルテスト Neoアルファ

表記記号について
この取扱説明書では、注意していただきたい事項に以下の表記記号をつけ
ています。

記載事項を守らないと、使用者または周囲の人が命の危険にさら
されることがあります。
記載事項を守らないと、使用者または周囲の人がけがをしたり、
物的損傷を受けることがあります。

正しい操作のために、おぼえておいていただきたい情報です。本
装置の故障につながる取り扱い、および機能の正しい使用方法に
ついて記載しています。
知っておくと便利な情報が記載されています。

使用上の注意

使用済みの電池を加熱したり、火に投
げ入れたりしないでください。破裂し
てけがを負うおそれがあります。使用
済みの電池はお住まいの自治体の指示
に従って廃棄してください。

1.5V

スピーカーや本装置とGT-1830の接続
部に、血液や水分、ほこりなどを入れな
いでください。故障の原因になります。
装置が汚れたときは、水で湿らせたや
わらかい布をかたく絞ってふいてくだ
さい。

スピーカーにクレジットカードなどの
磁気の影響を受けるものを近付けない
でください。正しく使用できなくなる
ことがあります。

電池は正しい向きに入れてください。
故障の原因になります。

正
し
い
向
き
で

航空機内への持ち込みは、航空会社の
指示に従ってください。
本装置からの電磁波などが計器類に影
響を与えるおそれがあります。

乾いても
使えません

水の中に落としたり、内部に水分が流
入した装置はたとえ乾燥させたあとで
も使用しないでください。装置が誤動
作することがあります。

使い方

取り外し方法（GT-1830）

プラストークのイジェクトボタン
を 2箇所同時に押しながら
GT-1830を引き抜きます。

3

プラストークをカバーから取外す場
合は、カバー前面からプラストーク
を引っ張りぬいてください。

4

接続方法（GT-1830）

出荷時の状態
本装置は出荷時よりカバーが装着された状態で梱包しています。

カバーは薄く切れやすいので、必要以上に引っ張らないでください。

カバーの前面から GT-1830を挿入します。1

ストラップを付けられている場合、ストラップを取外します。1

カバーの天面を引っ張り、カバー前面から GT-1830天面を出します。2

カバーの天面を引っ張り、GT-1830の天面にかぶせます。3

接続端子をあわせ、ボタンが「カ
チッ」となるまで押し込みます。

自動的に電源が入り、初期設定
を行います。電源が切れると、
初期設定は完了です。

接続後、音声が出力されない場合、初期設定が完了していない
可能性があります。もう一度接続し直してください。
再度、接続してもプラストークのバッテリランプが点灯、点滅
していない場合はプラストークの電池がない可能性があります。
電池の交換方法を参照の上、新しい電池に交換し、再度接続し
なおしてください。

2

イジェクトボタン
2箇所

各部名称

ストラップ穴

イジェクトボタン

音量設定スイッチ

スピーカー

電池フタ

接続端子

バッテリー
ランプ

梱包品の確認

PlusTalk　プラストーク本体

取扱説明書（本紙） カバー
※音声ガイド一覧はWEBサイトよりご覧ください。



販売元

『　　　　　　　　　　　　　　』
をご使用の方はこちらまで

『　　　　　　　　　　　　　』
をご使用の方はこちらまで

京都市南区東九条西明田町57 〒601-8045

製造販売元

滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306

保証規定
1.保証期間内（ご購入日より 1年間）に正常なる使用状態において、万一、故障した場合に
は無料で修理いたします。

2.次のような場合には保証期間内であってもこの限りではありません。
A)使用上、取り扱い上の濫用、過失または事故などによる故障および損傷。
B)不当な修理、部品や回路などを改造された場合。
C)ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
D)火災、地震、水害、公害、異常高圧、指定以外の乾電池および、その他の天災地変などに
よる故障および損傷。

E)保証書のご提示がない場合。
F)本保証書の所定事項の未記入あるいは記載内容を書き換えられた場合。
G)その他、ご使用者側の責任から生じた故障。
3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状
態で、万一故障した場合には、ご購入日より 1年間の期間、本保証記載内容により無償修理
いたします。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

保証書
品　　名 PlusTalk　プラストーク　GO-9650

Serial　No.

住　所

名　前

購　入　日

TEL (               )　      　　-　  

ふりがな

製品仕様
仕様
出力部品：スピーカ　/　言語：日本語

（GT-1830接続時　46㎜ ×131㎜ ×30㎜）
（カバー装着時　48㎜ ×134 ㎜ ×33㎜）

46㎜ ×62㎜ ×30㎜

バッテリランプ：緑色 LED　[点灯（充分 )　点滅 (交換 )　消灯（動作不可）]

音量 0(OFF) ～ 3　［4段階切替スイッチ］

約 1000測定 (使用方法により測定可能回数が減ることがあります）

なし

項目
音声出力

80g　（カバー・電池含む）　（GT-1830接続時 155g）重量

外形寸法

表示
操作
外部通信

消費電力

電池寿命

0.9W

単 5アルカリ乾電池 2個電池
3V （3V　直流）電圧

使用環境 温度：0～ 45℃　湿度：20～ 80%(結露しないこと )　
保存環境 温度：0～ 50℃　湿度：20～ 80%(結露しないこと )　　

プラストークは電池を装填して出荷しておりますので、すぐに測定を
開始していただけます。ただし、出荷時に装填された電池はサンプル
用のため、記載の電池寿命を保証できません。
製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありま
す。

音声ガイドの声の大きさを設定します。
音量は切替スイッチで 4段階（OFF・1･2･3）の設定ができます。

音声
  3 ：『音量　3　』
  2 ：『音量　2　』
  1 ：『音量　1　』
OFF ：  ×

OFF設定時、音声は聞こえなくなりますが、電源が OFFになる
わけではありません。
OFFにすると、音声は聞こえなくなります。次回の測定時も音
声が聞こえませんので、注意してください。

音量設定

大 (UP）

小 (DOWN)

3
2
1
OFF

電池残量 /交換方法

電池の交換方法

電池残量（プラストーク）

1 電池フタをはずします。
①カバー下面をひっぱり、②電池フタ (a)の位置を少し押さえながらス
ライドしてはずします。

古い電池を取り出し、新しい電池と交換してください。2

電池は＋側と－側が図の向きになるように
入れてください。

電池残量に応じて交換時期になると、GT-1830の電源が ONされると
ランプが点滅します。
音声『プラストークの電池残量が少なくなり
ました。新しい電池の準備をお願いします』

点灯
（充分）

点滅
（交換時期）

消灯
（動作不可）

電池フタを閉めます。
図の方向にスライドさせて
ください。
その後、カバーを元の位置
にかぶせてください。

3

点灯・点滅は GT-1830と接続し、かつ電源 ON時のみです。

消灯（動作不可）状態時は音声ガイドができません。

(a)

②

①

電池は 2個同時に新しいものに
交換してください。

2014年8月作成　83-05528A

センサーを廃棄します。
音声『センサーが廃棄されました　電源をOFFにします』

5

測定方法

血液を吸引すると測定が開始されます。

音声『測定を開始します』

3センサーを挿入します。
自動的に電源が入り、日付と時刻を知らせます。
音声『○○年○○月○○日○○時○○分です』

1

血液を吸引させます。
音声『血液を吸引させてください』

［GT-1830表示例］

［GT-1830表示例］ ［GT-1830表示例］

［GT-1830表示例］2 測定結果が表示されます。

音声『○○です』

4

2014年 3月 23日
17時 50分です

ピッ

測定を開始します

ピッ

96です

血液を吸引さ
せてください

センサーが廃棄され
ました
電源を OFFにします

記載の測定方法は通常測定での一例です。
他の詳しい音声ガイド等については下記WEBサイトよりご確
認ください。

URL：http://www.arkray.co.jp/smbg

測定には GT-1830付属の取扱説明書にしたがってください。

測定器の時間表示が「12時間表示」に設定されていても、音
声ガイドは 24時間表現となります。

プラストークを取り外して GT-1830とパソコンを接続をした
際に、GT-1830とうまく通信出来ない場合は、もう一度ケーブ
ルを接続しなおして通信状態の確認をおねがいします。

音声ガイドはありませんが、
測定結果の単位は「㎎ /dL」
です。

ピッ


