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BL-1000STの充電について

付属のマイクロ USB ケーブルでパソコン経由、または車
のシガレットアダプタに接続して充電してください。初
回利用は BL-1000ST をフル充電してください。
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ビープ提示

*ビープ音は、ソフトウェア - > GPS設定からオフにす
ることができます。
状態

BL-1000ST
TM

ST

クイックスタートガイド

01

緑LED 点灯: 充電中

危険があります。使用済みの電池は、各自治体の指示に従って廃

BL-1000ST 機能ボタン

2
1

BL-1000ST 本体

電源オン

長音1回

電源オフ

長音1回、短音1回

電源をオフにした際にビープ
長音1回短音1回

GPS 測位

短音２回

GPSの測位完了した際にビ
ープ短音２回

POI ボタン

短音3回

POI ボタンを位置記録
した際にビープ短音３回

メモリいっぱい

三長聲

メモリカードの容量がいっぱ
いになった際に長音3回

スリープモード

長音1回、短音1回

デバイスがスロープモードに
入る際に長音1回、短音1回

メモリエラー

長音続ける

メモリのマイクロSD カードがエラ
ーか未挿入の際に連続の長音が響く

棄してください。

以下の内容物が全てあることを確認してください。

リチウムイオン
充電池

説明
電源をオンにした際にビープ
長音1回

注意： 内容物と異なるタイプのバッテリーに交換すると爆発の
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内容物

緑LED オフ: 充電完了

ビープコード

4

3

電源オフのプロセスは記
録の長さによって異なり
ます。自動的にシャット
ダウンまでお待ちしてく
ださい。

電源ボタン : 3 秒間長押して電源オンとオフになります。
( ON 単音１回OFF長音１回 単音１回 )バッテリ- 残量表示：BL-1000 GT 本
体の LED ランプにてバッテリー残量を表示します表示：LED５個点灯＝満充
電 LED１個点灯＝バッテリー残20％( LED１個＝20％単位で表示 )。電源ボ
タンを押すと（最初の長いビープ音が聞こえます）、オフのプロセスが実行
されます。プロセス中、中央の3つのLEDが交互に点滅し、手順の完了後に
システムが自動的にシャットダウンします（長いビープ音1回と短いトーン
音1回）
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衛星信号の取得

09

QTravelソフトウェアのインストール

BL-1000STの電源を切ってコンピュータと接続し、マイコ
ンピュータのBL-1000STのルートディレクトリを参照して
ください。
"Download Index_BL-1000ST.html"ファイルを探し、イン
ターネット接続でそれをクリックしてください。 ダウンロ
ードWebページがポップアップし、リンクをクリックして
画面上の手順に従ってQTravelソフトウェアをインストー
ルし、関連情報を読んでください。 （QTravelを初めて使
用する場合は、Qstarzの保証書に記載されているソフトウ
ェアキーを入力してください）。

* 在QTravel 詳細操作ユーザーマニュアルは「ヘルプ」
>「ユーザーズ・マニュアル」で確認できます。
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使用手順

• 電源ボタンを押してBL-1000GTの電源を入れます。

1. 初めて使用する際にバッテリーを完全充電してください。

• GPS信号を取得するには、デバイスを室外で空の開けた

完全に充電されたバッテリーは、連続稼ぎ時間（最適

場所に置きます。

条件の下で）最大25時間、稼動することができます。

• GPS信号の取得には数分かかることがあります。 GPS衛
星に接続されていると、GPS LED がグリーン色に点滅しま
す。 データのロギングを開始すると、GPS LEDはグリー
ン色に点灯します。

請將電池完全充飽

POI ボタン :
押すと記録したいポイントを記録します。Gセンサーを較正するに
は、1秒間押し続けてください。

マイクロUSBポート：

マイクロUSB
ケーブル

02

デバイスの充電/ダウンロード/ファームウェアの更新。

車の充電器

バッテリーの取付け

1. バッテリーカバーリリースタブを押して、バックカ
バーを取り外します。

リセットボタン：
デバイスを強制シャットダウンします。（ゴムカバーの内側）

05
LED 記号
電源

2. バッテリーの接点端子方向を確認して、バッテリー
を装着します。
3. バックカバーを置き、カチッと音がするまでカバー
を閉じます。

LED 状態表示
LED 色

状態
点滅

バッテリー残量低下

グリーン

点灯

電源オフ状態での充電中

ブルートゥース

アラーム

1.フル充電済
2. デバイスの電源オフまたはスリープモード

消灯

-

オレンジ

点滅3 回

POIボタンを押すと、現在ＧＰＳ位置を記録します

オレンジ

2 秒に
1回点滅

メモリー残量低下(メモリー残量20％以下/メモリ内
のファイルが21,000を超える(7000レコード)、メモ
リ不足を意味します)

オレンジ

点灯

メモリー残量無し又はSDカードエラー/メモリ内
のファイルが21,600以上の（7,200レコード）、メ
モリ一杯を意味します

消灯

-

グリーン

点滅

1. メモリー容量有り
2. GPSと衛星が未接続
GPS 測位完了したがロギング未開始

グリーン

点灯

GPS測位完了、ロギングを開始

メモリー

GPS

説明

オレンジ

1. GPSと衛星が未接続
2. メモリー残量無し

消灯

-

ブルー

点滅

接続するデバイスの検索中

ブルー

点灯

ブルートゥース接続

オレンジ

点灯

1.GPSと衛星が未接続 2.メモリー残量無し

オレンジ

点滅

デバイスがスリープモード

消灯

-

1.GPS 測位完了 2. デバイスの電源オフ状態
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ファームウェアのアップデート

2. 衛星信号を取得する

➀ デバイスの使用前にセットアップする必要があります。
PC のソフトウ

ェアにてタイムゾーン、記録開始時間、Gセンサ ーとブザーなどの設
定ができます。
➁ Qstarz ウェブサイト
http://www.qstarz.com/jppage/JPdownload.html
からファームウェアをダウンロードして解凍します。
ブートローダーを
更新する必要がある場合は、最新のブートローダーファイルもダウン
ロードしてください。

➂ BL-1000STの電源を切り、マイクロUSBケーブルを介してコンピューター
に接続します。
➃ ファームウェアファイル”FW.qst”とのブートローダーファイル”BL.qst”を
BL-1000ST Micro SDカードのルートディレクトリにコピーします。
➄ コピー後、Windowsオペレーティングシステムで[ハードウェアの安全な取り
外しとメディアの取り出し
（QSTARZ BL-1000ST）]を選択してください。
➅ マイクロUSBケーブルを抜くと、ファームウェアのアップ デートが自動的に
開始されます。更新プロセス中に LED が交互に点灯します。
➆ ファームウェアの更新が完了すると、デバイスは自動的にオフになります。
更新プロセス中にシャットダウンしたり、電源を切ったりしないでください。

GPS LED色
短音２回

BL-1000STは、屋外環境で使用する必要がある
GPSモジュールに内蔵されています。 BL-1000ST
の電源を入れて、衛星の位置を取得し始めます。
GPSが測位されると、GPS LEDが緑色に点灯し、
BL-1000STを使用して移動経路を記録したり、処
理されたデバイスでBluetoothレシーバーとしてナ

ファームウェアの更新プロセスが失敗したら、デバイスが利用できなくなるので 更新
する前に、下記状態を再度確認ください-バッテリーの電池状態-50％を超える容量を
確保してください。-電池カバーをしっかり装着するように

ビゲートしたりできます。

3. BL-1000STとPCを接続する

1. BL-1000ST の電源を入れます。

製品スペック

4. BL-1000STのデバイスIDが見つかったらオレンジ
色で表示されます。 接続するデバイスIDを選択し、
iPhoneのBluetoothアイコンを押すか、Android

•高感度GNSSチップと3軸加速度センサーを採用

phoneのスライドをオンにして接続します。

•Bluetooth 4.0 BLE対応デバイス
•1Hz記録頻度（デフォルトは5秒ごとに1ウェイポイン
トを記録するように設定されています）
•興味の位置ポイントを記録するPOIボタン
•状態表示するLED
•USBリムーバブルディスクとしても認識されたデバイス

パソコンの電源を切ってBL-1000STとMicro USB

•電源： 充電式リチウムイオン電池、25時間動作 （標準

ケーブルで接続してください。

使用）
•温度： -10〜60℃ / 充電0〜45℃ / 保存-20〜60℃

4. QTravelソフトウェアを起動します

2. スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします。
- iPhoneの設定>一般> Bluetooth>オン
- Androidスマートフォン>ワイヤレスとネットワーク>
- Bluetooth：オン>使用可能なデバイスを検索>

5. APPでは、BL-1000STのデバイスIDが緑色に変

產品照顧

わり、デバイスの青色LEDが点灯して点灯しま
これは、Bluetooth接続が完了し、すぐに使用でき
す。ることを意味します。

• 長時間使用しない場合は、電池を取り出して涼しい
場所に保管してください。
• -10℃〜60℃の温度で使用しないと、電池の充電能力

BL-1000ST - デバイスを選択してペア設定する

が低下します。
• 熱や高温の環境から遠ざけてください。 また、内部
のバッテリが過熱したり、爆発したり、燃焼したりする
のを防ぐために、デバイスを145℉/ 60℃以上の温度環
QTravel ™ は、あなたの旅行トラックと写真を簡単に統合するため
の最高の位置情報タグ付けソフトウェアです。 トラックの編集、
再生、インポート/エクスポートウィザード、スマートログ管理を
サポートします。 最初の使用時に、Qstarz保証カードにあるソフ
トウェアキーを入力してください。

境での使用はご遠慮ください。
• 自分でデバイスを分解しないでください。 保証を無効
にする可能性があります。
• マイクロSDカードエラー：このエラーが発生した場合
、マイクロSDカードリーダーを取り、マイクロSDカー

* QTravelの機能の詳細については、QTravelユーザーマニュア
ルを参照してください。

ドを差し込んでください。 「SD Card Formatter v5.0」ツ
ールを使用して、FAT32形式のクイックフォーマットを
実行します。

Bluetooth互換性
• BL-1000ST は、ほとんどのiOSおよび Android ハンドヘル
ドデバイスと互換性があります。
• ハードウェアの製造メーカーにより、すべての Android デ
バイスとの互換性が確認されていません。
• Qstarz BLE GPS View アプリでハンドヘルドデバイスと接
続のを例として、

6. GNSSステータス情報の表示、GNSSデータの記録、

3. スマートフォンで Qstarz BLE GPS Viewを起動します。
- iPhone：Qstarz BLE GPS View APPは新しいBLEデバ

GPSレコードの保存、またはCSVファイルへのエクス
ポートを開始します。

イスを 自動的に検索します。
- Androidスマートフォン：Bluetoothのペアリングが
完了しました。 Qstarz BLE GPS View APPは新しい
BL-1000ST デバイスをリストに追加します。

* App Store または Google Play で Qstarz BLE GPS View
APP をダウンロードする

Qstarz BLE GPS View

iOS version

Android version
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