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SpotBot BLE 
衝撃・温度・湿度・傾斜の推移を同時に記録 

スマートフォンからBluetoothで 

測定データを現場ですぐに確認可能 

低価格ながらも、IP54の頑丈な設計 

約1年半の電池寿命で長期間の測定が可能   

 

スマートフォンで簡単アクセス、 

測定データを即座に現場で確認可能 

SpotBot BLE は、無料の専用アプリを Andoroid・iOS 搭

載のスマートフォンにダウンロードし、Bluetooth を通じて、衝

撃・温度・湿度・傾斜を測定する設定や記録データの読み取り

を行うことができます。 

ロガー本体を貨物に取り付けたまま、現場ですぐに測定結果

を確認できます。パソコンに接続する必要が無いので、ロガーを

事務所へ持ち帰る手間が省け、すぐに貨物の状態をチェックすることができます。 

また、記録データを CSV ファイルで、スマートフォンから送信することが可能なので、パソコンで Excel 等を用いてデータ

を確認することも可能です。 

 

同時に衝撃・温度・湿度・傾斜を測定 

衝撃だけでなく、温度・湿度・傾斜も記録可能です。輸送す

る製品に応じて、測定項目（衝撃・傾斜・温度・湿度）ごとに

閾値を個別に設定できます。 

 衝撃・傾斜では、閾値を超えたときの衝撃の大きさ・傾斜角度（30°毎）・そ

の時の日時が記録され、温度・湿度では、閾値を超えたか否かに関わらず一定

間隔ごとに記録され、閾値を超えたところは赤で表示されるようになっています。 

よって、輸送・保管中の貨物・製品にいつ問題が生じたかを特定でき、物流網

での責任の所在を明らかにして貨物・製品の破損等を防ぐことができます。 

 

アプリ・製品の提供について  
 SpotSee BLE のご購入の前に、次ページの「①スマートフォンに専用アプリをインストール」の項にある URL から、お持ちの

スマートフォンに SpotBot BLE 専用アプリ【無料】がダウンロードできるかを必ずご確認下さい。 

アプリ提供事業者の都合により、事前の告知なくアプリの提供が終了する場合があります。アプリ提供終了後にお持ちのスマ

ートフォンからアプリを削除・アンインストールしてしまうと、その後は SpotBot BLE が使用できなくなります。予めご了承ください。 

現在の在庫がなくなり次第、取り扱いを終了いたします。 
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SpotBot BLE の設定方法

①スマートフォンに専用アプリをインストール 

＊Bluetooth 機能が搭載された、Android のバージョンが

8.0 以降（5～7 をご利用の際はお問い合わせください）・

iOS のバージョンが 10.0 以降のスマートフォンをご用意くださ

い。 

＊ご購入前に、下記 URL からお持ちの端末が専用アプリに対

応しているか、アプリのダウンロードができるか必ずご確認下さ

い。 

Android：  

https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US 

iOS：  

https://apps.apple.com/us/app/spotbot-

ble/id1308902396 

 

 

②スマートフォン本体の Bluetooth 機能を ON

にして、アプリから SpotBot BLE に接続する 

③アプリの「Change Setup」で閾値を設定する 

「Setup」一覧で、測定間隔と温度・湿度・傾斜・衝撃の閾

値を選択します。 

温度・湿度については、閾値を超えたか否かに関わらず、一

定間隔ごとに記録されます。 

衝撃・傾斜は、閾値を超えたときの衝撃の大きさ・傾斜角

度（30°毎）・その時の日時が記録されます。 

 

項目をタップすると、数値の目盛りが表示されるので、測定

したい数値を選んでください。  

 

④スマートフォンから閾値等の設定を送信し、

SpotBot BLE の測定を開始する 

「Start Logging」のアイコ

ンをタップすると、測定を開

始します。 

 

                                 

スマートフォンのアプ

リから「Search」の

アイ コ ン をタ ッ プし

て、SpotBot BLE

に接続します。 

こ こ では 、 衝 撃

（3軸合成値）

の閾値を 4g に

設定しています。

この閾値・4g を

超えた衝撃の大

きさと発生日時

が記録されます。 

下記 URL から、アプリ（無料）をダウンロードして下さい。 

Android：  

https://play.google.com/store/apps/details?id

=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US 

iOS：  

https://apps.apple.com/us/app/spotbot-

ble/id1308902396 

 

デ ー タ の 送 信 は

Bluetooth を通じて行い

ます。＊携帯電話回線・

Wi-Fi が無いところでも使

用可能です。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396
https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396
https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396
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SpotBot BLEのデータのダウンロード・表示 

 

 

 

 

 

  

専用アプリでSpotBot BLEに記録された測定データをダ

ウンロードすると、グラフ・表形式でデータを確認できます。 

閾値を超えると赤で表示され、SpotBot BLEを取り付け

た貨物・製品に生じた異常が一目瞭然です。 

［温度］ 

 

［湿度］ 

 

［傾斜］ 

 

 

［衝撃］ 

 

＊データの受信は Bluetooth を通じて行います。データの確認・送信はスマートフォンでその都度操作する必要があります。自動的に携帯電

話回線を通じてデータが送られるわけではないので、その旨ご注意ください。 

＊携帯電話回線・Wi-Fi が無いところでも使用可能です。 

＊Windowsには対応しておりませんが、CSVファイルを送信してExcelなどのソフトでデータを確認することができます。 

 

 

測定データをダウンロード

す る に は 、 ア プ リ か ら

「Download Detail」の

アイコンをタップします。 

温度・湿度の推移は、アプリの上部に折

れ線グラフが表示され、その下に表形式で一

定間隔ごとに測定された温度・湿度と時刻

が表示されます。 

折れ線グラフでは、閾値を超えた温度・湿

度が赤、そうでないものは青で示されます。 

グラフの下の表では、閾値を超えた場合に

赤、そうでない場合は黒で表示されます。 

温度・湿度については、閾値を超えたか

否かに関わらず、一定間隔ごとに記録されま

す。 

発生した衝撃（3 軸合成

値）をアプリ上で表示。この場

合、閾値を 3g に設定し、それを

超えた衝撃が棒グラフで（閾値

を下回る部分は青、それを超え

る部分は赤で）表示されます。 

棒グラフの下の表で衝撃発

生日時と衝撃の値が確認でき

ます。 

傾斜は 0°、30°、60°、

90°、120°、150°、180°と

30°刻みで表示されます。1°ず

つの測定・表示はできませんの

でご注意ください。この場合、閾

値を 60°に設定し、それを超え

た傾斜が棒グラフで（閾値を下

回る部分は青、それを超える部

分は赤で）表示されます。 

棒グラフの下の表で傾斜した

日時と角度（30°毎）が確認

できます。 

※注意：測定間隔よりも短

い時間の傾斜は記録されませ

ん。例えば、閾値を超える傾斜

が数秒で元の位置に戻ると、傾

斜は記録されません。 
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機  器  仕  様 

寸法（WxHxD） 91ｍｍｘ102ｍｍｘ25ｍｍ 

重量 100g 

電源 CR123A リチウム電池 1個、1400 mAh 

（※電池格納部のフタを留めているネジを外すには、ヘックスローブ・T6のト

ルクスレンチが必要ですので、お客様にてご用意下さい） 

電池寿命 約1年6ヶ月（10分間隔で測定、+25℃で使用の場合。測定

間隔や周辺環境によりこれより短くなる場合があります） 

防水・防塵機能 IP54 

感電に対する保護 クラスⅢ 

測定間隔 1分～4時間（ユーザーにて選択可能） 

測定可能期間 約1年6ヶ月（15分間隔で測定の場合。これより短い間隔の場

合、測定可能期間は短くなります） 

対応するスマートフ

ォンのバージョン 

Android：8.0以降（5～7をご利用の際はお問い合わせください） 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_co

nnectivity.tdl&hl=ja&gl=US 

iOS：10.0以降 

https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396 

（上記URLにアクセスし、お持ちのスマートフォンにアプリがダウンロ

ード可能か予めご確認ください。上記URLからアプリがダウンロード

できない場合、お持ちのスマートフォンではSpotBot BLEがご使

用いただけません。尚、アプリ提供事業者の都合により、事前の告

知なくアプリの提供が終了する場合があります。アプリ提供終了後

にお持ちのスマートフォンからアプリを削除・アンインストールしてしま

うと、その後はSpotBot BLEが使用できなくなります。予めご了承

ください） 

通信方法 Bluetooth 4.0（Low Energy） 

（Bluetooth通信帯域：2.402-2.480GHz） 

送信パワー 5 dBm 

推奨保管温度 0℃ ～ +40℃ 

稼動温度範囲 -25℃ ～ +80℃ 

稼動湿度範囲 0％ rH～ 100% rH （結露無きこと） 

衝撃/加速度範囲 ±13.8ｇ（3軸合成値の場合。X, Y, Z各軸ごとでは±8.0ｇ

ですが、本機は3軸合成値のみを記録・表示し、各軸ごとの衝撃

を個別に記録・表示することはできませんのでご注意ください。） 

分解能 衝撃：0.1g    温度：0.5℃    湿度：1% rH 

傾斜：0°～150°の間で30°毎  

測定精度 衝撃：±10％   温度：0.5℃ 

湿度：±5% rH / ±10% rH Max 

認証 CE（ヨーロッパ）, FCC（アメリカ）, ISED（カナダ）,  

SRRC（中国）, MIC（日本/総務省）, 

SIRIM（マレーシア）, IMDA（シンガポール）,  

ACMA（オーストラリア）, NTC（フィリピン）, NBTC（タイ） 

 

 

 

 

 

SpotSee社製品 日本 販売代理店 

 
株式会社 プ ラ ン ト サ ー ビ ス 

〒650－0031 神戸市中央区東町116-2 7F 

TEL:078(334)0211-FAX:078(334)0210 

E－Mail: service@aps-jp.com  URL：http://www.aps-jp.com/ 

 免責条項： 

第 3 者が作成したデータシートや情報に関する不正・不完全

な情報については責任を負いません。 

製品は予告無しに変更されることがあります。製品のご注文

の前に最新の情報を入手・確認して下さい。 

また、当社以外が販売する製品についてのお問合せはお断り

いたします。製品の顧客サポートは、当社でご購入頂きました

お客様のみを対象としておりますので、ご了承下さい。 

ご注文・お問い合わせの前に、下記注意

事項をよくお読み下さい。 

※SpotSee BLEの設定を行ったり測

定結果を見るには、Androidまたは

iOSのスマートフォンが必要です。スマ

ートフォンはお客様ご自身にてご用意く

ださい。 

※SpotSee BLEのご購入の前に、左

記の「対応するスマートフォンのバージ

ョン」にあるURLから、お持ちのスマー

トフォンにSpotBot BLE専用アプリ

【無料】がダウンロードできるかを必ず

ご確認下さい。アプリ提供事業者の都

合により、事前の告知なくアプリの提

供が終了する場合があります。アプリ

提供終了後にお持ちのスマートフォン

からアプリを削除・アンインストールして

しまうと、その後はSpotBot BLEが

使用できなくなります。予めご了承くだ

さい） 

※SpotBot BLEに接続するには、スマ

ートフォンからBluetoothを用いて接

続・操作する必要があり、SpotBot 

BLE側から操作・接続することはでき

ません。 

※お持ちのスマートフォンにSpotBot 

BLE専用アプリをダウンロードする際

は、スマートフォンがインターネットに接

続している必要があります。しかし、専

用アプリダウンロード後は、SpotBot 

BLE自体は携帯電話回線及びWi-

Fi等のインターネット回線を必要としま

せんので、携帯電話圏外・Wi-Fi回線

の無いところでもご使用いただけます。 

※「○○の測定には何Gが必要か」

「●●は何Gの衝撃で破損するか」と

いったご質問は、当社ではお答えでき

ませんのでご了承下さい。 

※衝撃は3軸合成値のみを記録・表示

し、X, Y, Z各軸ごとの衝撃を個別に

記録・表示することはできませんのでご

注意ください。傾斜は0°、30°、

60°、90°、120°、150°、180°の

みで表示されます。1°ずつの測定・表

示はできませんのでご注意ください。 

※現在の在庫がなくなり次第、取り扱い

を終了いたします。 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch_connectivity.tdl&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/spotbot-ble/id1308902396
mailto:service@aps-jp.com
http://www.aps-jp.com/

