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本商品をお使いになる前に、まず弊社製U-WAVE-R（オプション）に同梱のU-WAVEセットアップマニュ
アルをお読みいただき、ソフトウェアのインストールと通信設定を行ってください。

本商品は、デジマチック出力付き測定器（デジマチック2対応機種を含む）に接続ユニット（オプション）で
接続し、測定データをU-WAVE-R（オプション）に無線で送信するための機器です。「IP67タイプ」と「ブザー
タイプ」の2機種があります。
本商品の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくために、ご使用の前には本
書をよくお読みいただき、正しくお使いください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。

Tips 中国語の取扱説明書を参照する場合は、 弊社ウェブサイト（https://manual.mitutoyo.co.jp/
manuals/search）をご覧ください。

安全に関するご注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと安全性を損なう恐れがあります。

・  電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医
師と相談してください。

・  電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
・  万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い
流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

電池は充電式ではないので充電しないでください。＋－を正しく入れてください。液もれ
や破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。

注意

注記
・  電波により誤動作を引き起こす可能性のある医療機器の近くでは使用しないでください。
・  本商品は、電波を使用しており、電波の到達距離範囲内であっても外来ノイズ等の影響で通信が途
切れる可能性があります。その際の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。

・  本商品が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。

0サイズドライバ リチウム電池 電池蓋キー
マニュアルおよび付属書類
・  U-WAVE-TC/TMユーザーズマニュアル（本書） 

 （No. 99MAL116B）
・  保証書
・  適合宣言書（写し） （No. 02AZF223）

No. 05CZA619 CR2032 No. 06AEY282

3.1. 測定データ送信時の操作
● 通信操作の種類
接続ユニットの［DATA］スイッチを使用して以下の通信操作を行うことができます。

通信内容 ［DATA］スイッチを押す時間*1 LED表示部

測定データを送信する*2 2秒未満
緑色に点滅（正常時）
赤色に点滅（エラー時）

直前に送信した測定データのキャン
セル要求をU-WAVE-Rに通知する

2秒以上5秒未満 橙色に0.1秒間隔で点滅

通信可能なU-WAVE-Rを検索する*3 5秒以上10秒未満 橙色に0.3秒間隔で点滅

*1    10秒以上押すとLED表示部が消灯し、通信操作が無効になります。再度操作を行ってください。
*2    データ出力可能な測定器に付いている［DATA］スイッチを使用して行うこともできます。
*3    検索先のU-WAVE-Rに本商品のデバイスIDが登録されている場合は、そのまま自動的に接続します。

● 通信結果の確認
U-WAVE-Rとの通信結果は本商品のLED表示部またはブザーの動作状態で確認できます。

通信結果 LED表示部 ブザー*1

・  無線通信が正常に完了した 緑色に点滅 短く2回鳴る

・  無線通信が失敗した
・  エラーが発生した

赤色に点滅 長く1回鳴る

*1  ブザータイプのみ

3.2. 設定情報の初期化
本商品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。本商品を使用中に通信できなくなった場合は、 「5.トラ
ブルシューティング」の対策を実行し、それでも通信できない場合は、以下の手順で設定情報を初期化してくだ
さい。

1.  付属品の確認

2.  各部の名称と機能

3.  本商品の使いかた
No. 99MAL116B2 ユーザーズマニュアル

測定データワイヤレス
通信システム
U-WAVE-TC/TM

ja*99MAL116B2*

海外移転に関するご注意
本商品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出管理令別表第1若しくは外国為替令別表に定める16の項」に
よるキャッチオール規制対象貨物又はプログラムです。また、本取扱説明書も、キャッチオール規制対象
技術です。製品の輸出や海外移転、非居住者への技術の提供等にあたっては、経済産業省への輸出許可・
役務取引許可申請や届出等が必要となる場合がありますので、事前に弊社にご相談ください。

電波法に関するご注意
本商品は、ご購入した国を含む無線認証を取得している国のみで、ご使用になれます。
ご購入の国以外での国のご使用は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

注記
・  本商品は、電波を利用する為、使用する国において定められている該当規制に従ってご使用ください。
・  分解、改造をしないでください。法律で禁止されています。
・  本商品に添付されている認証ラベルは剥がさないようにしてください。ラベルのないものは使用が
禁止されています。

・  航空機にご搭乗の際は、必ず本商品から電池を取り外し、航空機内でご使用にならないでください。
航空機内での無線機器の使用は法律で禁止されています。

無線通信環境におけるご注意
本商品の性能が、障害物などの環境により十分に発揮できない場合がありますので、ご注意ください。
障害物の要因となる項目は下記をご参照ください。

1) 本商品が通信できなくなる可能性がある場合

項目 内容

コンクリート壁 完全に遮断された状態での通信はできません。

金属性のパーテーションなど 通信速度が低下もしくは通信が遮断される可能性があります。

無線LAN、Zigbee、Bluetooth
などの通信機器および電子
レンジ

通信速度が低下もしくは通信が遮断される可能性があります。
本商品との設置距離をできる限り離すか、通信チャネル（バンド ID）を変更
してご使用ください。

工作機械など
放電加工機等の工作機械、搬送用クレーン、アーク溶接等が稼動している
作業現場では、通信速度の低下もしくは通信が遮断される可能性がありま
す。

本商品を手で覆うように 
持つ場合

通信速度が低下もしくは通信距離が短くなる可能性があります。本商品と
U-WAVE-Rの設置距離をできるだけ短くし、ご使用ください。

2） 本商品が周りの機器に影響を与える可能性がある場合

項目 内容

医療機器
レーザメスやヘルスメータなどの医療機器の近くでは使用しないでくださ
い。

4.  電池の交換

1   付属の電池蓋キーで本体裏
面の電池蓋を外す

2   小型のマイナスドライバー等
を電池押さえ爪と電池の間に
差し込み、「てこ」の要領で電
池を取り出す

電池押さえ爪

3   新しい電池を電池端子「＋」に
差し込み、電池の反対側を電
池押さえ爪の中に挿入する

電池端子「＋」

防塵防水性についてのご注意
IP67タイプU-WAVE-TC/TMの性能を発揮するために必ず以下の点をお守りください。

注記
・  防塵防水性は接続ユニットおよび電池蓋が正しく取り付けられた時に保証されます。ご使用になら
ないときは、水や油が浸入しないように、各部の蓋を取り付けて保管してください。

・  水や塵に対する保護性能（IP67）を十分発揮するためには、電池をセットする時に電池蓋を電池蓋
キーでしっかり締めてください。またパッキンは正しく取り付けてください。

・  パッキンが外れた状態や巻き込まれた状態で接続ユニットを取り付けると防水性が確保できないた
め、故障の原因になります。

・  切粉、ごみなどにより各部のパッキンが破損しないように、十分注意の上ご使用ください。万一パッキ
ンが破損した場合は、防塵防水性が損なわれますのですみやかに交換または修理にお出しください。
・  各部のパッキン部分に使用しているゴム等の材質は、多様化するクーラント、薬品などに対して万能
ではありません。これらが著しく劣化する場合には、最寄りの弊社営業所までご相談ください。
・  本商品は各部にシールが施されているため、分解できない構造となっております。そのため、分解さ
れますと所定の性能を発揮できません。

・  水没する場所では使用しないでください。クーラント等の浸入を防ぎ切れません。

Tips IP67保護等級の詳細については、IEC 60529を参照してください。

その他のご注意
以下の行為、状況は本商品の故障、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

注記
・  落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
・  3ヶ月以上ご使用にならない場合には、本商品より電池を取り外して保管してください。電池の液漏
れで本商品を破損する恐れがあります。

・  直射日光のあたる場所、極端に暑い場所、寒い場所での使用、保管は避けてください。
・  酸、アルカリなどの溶液や有機溶剤が付着する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。
・  電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。
・  接続ユニットに無理な力をかけないよう、また無理に曲げないように注意してください。
・  電池が消耗してきたら、動作が不安定になる前に早めに電池を交換してください。

電磁両立性について
本商品は、欧州EMC指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり
適切な対策が必要となります。

分別処理を行っているEU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意

商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU諸国でこの商品を廃棄する時に一
般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌
に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルに
ご協力ください。処理方法に関する詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や
代理店にお問い合わせください。

5.  トラブルシューティング

本商品の使用中にトラブルが発生したときは、ここに記載されている対処方法をお試しください。改善されな
い場合は、 「U-WAVEPAKユーザーズマニュアル」に掲載の弊社営業所までご連絡ください。

Tips U-WAVE-Rに関するトラブルの現象／対策内容の詳細は、 「U-WAVE-Rユーザーズマニュアル」の
「4. トラブルシューティング」

現象

データ送信が失敗し、LED表示部が赤色に点滅する

チェックポイント 対策

測定器のLCDが計数表示状
態ですか？

接続している測定器の表示部が消灯または、値を設定する状態だと通信でき
ません。計数を表示している状態にしてください。

電池が消耗していませんか？ 電池が消耗していると測定データを送信できません。新しい電池に交換して
ください。

本商品が測定器に正しく取り
付けられていますか？

本商品と測定器が接続ユニットできちんと接続されていることを確認してく
ださい。
特に、接続ユニット（02AZF310）を使用する場合は、必ず接続ユニットの
［DATA］スイッチ側を測定器に挿入してください。

本商品のデバイス IDラベル
に記載されている ID番号が、
U-WAVEPAK上で接続状態に
なっていますか？

U-WAVEPAK上で接続状態になっていないと通信できません。U-WAVEPAKの
［U-WAVEPAK設定］画面で［S］列に［c］が表示されていることを確認してくだ
さい。
「U-WAVEセットアップマニュアル」の「4.3.2. U-WAVE-T/TC/TMの設定情

報」

・  U-WAVE-TC ・  U-WAVE-TM
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No. 名称 機能

1 認証ラベル 本商品のコードNo.や無線認証番号が記載されています。

2 LED表示部 通信状況により、点滅、消灯します。

3 コネクターカバー カバーを外すと接続ユニットに繋ぐためのコネクターがあります。

4 ブザー穴*1 通信状況により、ブザーが鳴ります。

5 デバイスIDラベル
本商品の識別番号が記載されています。識別番号は本商品の設定情
報をU-WAVEPAKに登録するときに使用します。

6 電池蓋 電池蓋を外して電池の交換をします。

*1  ブザータイプのみ

Tips 電池が消耗するとLED表示部が赤色に点滅し、警告メッセージをU-WAVE-Rに送信します。速やかに
電池を交換してください。（ブザータイプは、LED点滅と共にブザー音でも警告します。）

6.  仕様
6.1. 基本仕様

項目
U-WAVE-TC U-WAVE-TM

IP67タイプ ブザータイプ IP67タイプ ブザータイプ

コードNo. 264-620 264-621 264-622 264-623

認証番号
007-AE0185（日本）

WQYTPZM01（アメリカ）
21887-TPZM01（カナダ）

007-AE0185（日本）
WQYTPZM01（アメリカ）
21887-TPZM01（カナダ）

保護等級 IP67 無 IP67 無

ブザーの有無 無 有 無 有

送信出力 2.5 mW（4 dBm）以下

通信距離 約20 m（オフィス環境見通し）

適合規格

日本 ARIB STD-T66
欧州 RE指令
アメリカ ・  47 CFR Part 15.247: (Subpart :C)

・  47 CFR Part 15, (Subpart :B)
カナダ ・  RSS-210 (Issue 7) and RSS-Gen (Issue 2)

・  ICES 003 (Issue 4)

無線規格 独自（IEEE802.15.4ベース）

通信周波数 2.405 GHz～2.475 GHz

使用バンド 15ch（5 MHz間隔）

変調方式 DSSS（直接スペクトラム拡散）

無線通信速度 250 kbps

LED表示 緑／橙／赤 3色表示

測定器との通信 デジマチック（6桁）、デジマチック2（8桁）　※自動識別

電池 CR2032（3 Ｖ）：1個

電池寿命 約40万回

使用温度（湿度） 0 °C～40 °C（20 %RH～80 %RH、非結露）

保存温度（湿度） -10 °C～60 °C（20 %RH～80 %RH、非結露）

外形寸法 56 × 30.4 × 11.5 (mm) 41.9 × 38.7 × 12.9 (mm)

本体質量 約20 g

現象

U-WAVE-Rと通信できないため、本商品の設定が終わらない

チェックポイント

本商品とU-WAVE-Rの通信が確立していますか？

対策

以下の手順で通信を確立させます。

1   接続ユニットが正しい向きで取り付けられていることを確認する
接続ユニット（02AZF310）の場合は、［DATA］スイッチ側を測定器、反対
側を本商品となるように接続してください。

［DATA］スイッチ

測定器

2   U-WAVE-Rの検索を実行する
1.  U-WAVEPAKを起動し、［U-WAVEPAK設定］画面を表示する
2.  [DATA］スイッチを5～10秒長押しする
本商品のLED表示部が橙色に点滅を開始し、ゆっくりとした点滅動作になってから ［DATA］スイッチを離し
てください。

Tips ［DATA］スイッチを10秒以上長押しするとLED表示部が消灯し、検索操作が無効になります。ゆっ
くりとした点滅動作になるまで再度長押ししてください。

3.  [U-WAVEPAK設定］画面の［S］列およびコメントを確認する

コメント

［S］列に［c］が表示されている場合は、通信が確立されています。
コメントに ID番号が表示されている場合は、次の手順 3に進んでく
ださい。

3   本商品の設定情報を初期化したあと、再度登録する
1.  本商品の設定情報を初期化する

「3.2 設定情報の初期化」

2.  本商品の設定情報を登録する
「U-WAVEセットアップマニュアル」の「4.3. 設定情報の登録」

現象

データ送信が安定せず、エラーが頻発する

チェックポイント 対策

通信に影響がある環境で使用
していませんか？

使用環境に問題がないか確認してください。
「無線通信環境におけるご注意」

4   パッキン（円型）が取り付けら
れていることを確認する

パッキン

5   電池蓋を取り付け、付属の電
池蓋キーで電池蓋を締め付け
る

1   本商品から電池を取り外す 
電池の取り外し方法の詳細は、 
「4. 電池の交換」

2   接続ユニットの［DATA］スイッ
チを押しながら電池を挿入し
たあと、2秒以上経過してから、
［DATA］スイッチを離す 
>>  本商品の設定情報が初期化

3   電池蓋を取り付ける

U-WAVE-TCとU-WAVE-TMは同じ手順で電池を交換します。ここでは例として、U-WAVE-TCを使用した手順
を示します。

6.2. 接続ユニット（オプション）

パーツNo.機種
対応測定器

シリーズNo. 対応測定器

02AZF300
  標準タイプ 500 ABSデジマチックキャリパ  ································  CD-AX/SC

02AZF310
  防水タイプ

500
293
293

ABSクーラントプルーフキャリパ  ·····························  CD-PM
クーラントプルーフマイクロメータ  ·······················  MDC-MX
クーラントプルーフマイクロメータ  ························ MDE-MX

・  接続ユニット（02AZF310）を取り外す場合
付属の0サイズドライバでねじを外したあと、接続ユニットを取り外します。

・  接続ユニット（02AZF300）を取り外す場合
接続ユニットの両端を指でつまみ、真上に強く引いて取り外します。

注記
・  接続ユニットや測定器が破損するおそれがあるため、図の部分を持たないでください。

・  取り外す際は、ノギスのジョウ先端部分でけがをしないようご注意ください。

・  電池は必ずCR2032（リチウム電池）をご使用ください。異なる種類の電池を使用した場合、爆
発するおそれがあります。

・  電池の廃棄にあたっては、条例、規制などに従ってください。
注意

注記
・  電池蓋に取り付けられているパッキンは取り外さないでください。
・  電池の交換時は、無理な力をかけて電池端子が折れたり曲がらないように注意してください。特に折れ
た電池端子の破片が本商品内に入ってしまうと故障の原因になります。
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Prior to using this product, first read the U-WAVE Setup Manual included with the Mitutoyo U-WAVE-R 
(option) to install the software and specify the communication settings.

This product connects with the connection unit (option) to a measuring tool with Digimatic output (including 
Digimatic 2 compliant models) and sends measurement data wirelessly to a U-WAVE-R device. There are 
two models: "IP67 type" and "buzzer type".
To obtain the highest performance and the longest service life from this product, carefully read this manual 
thoroughly prior to use. After reading this manual, keep it close at hand for future reference.

Tips To refer to the instructions for use in Chinese, please see our website  
(https://manual.mitutoyo.co.jp/manuals/search).

Safety Precautions
To ensure operator safety, use this instrument in accordance with the directions and specifications given in 
this User's Manual.
Not following the instructions may compromise safety.

-  Always keep batteries out of reach of children, and if swallowed, consult a physician 
immediately.

-  Batteries should never be short-circuited, disassembled, deformed or come in contact with 
extreme heat or flames.

-  If battery alkaline liquid comes in contact with the eyes, flush eyes immediately with clean 
water and consult a physician. If battery alkaline liquid comes in contact with the skin, flush 
the exposed area thoroughly with clean water.

WARNING

Never attempt to charge the primary battery or reverse the positive-negative terminals when 
mounting. Improper battery handling or mounting may cause the battery to explode, cause 
battery leakage and/or serious bodily injury or malfunctioning.

CAUTION

NOTICE
-  Do not use this product near medical equipment that may malfunction due to radio waves.
-  This product uses radio waves. Even within the communication range of the radio waves, 

communication may be interrupted due to factors such as external noise. In this case, take sufficient 
preventative measures (security measures).

-  Take sufficient preventative measures (security measures) to guard against the possibility of this 
product malfunctioning.

Size 0 screwdriver Lithium battery Battery cover key
Manual and accessory documentation
-  U-WAVE-TC/TM User's Manual (this document) 

  (No. 99MAL116B)
-  Warranty card
-  Declaration of conformity document (copy)  

 (No. 02AZF223)
No. 05CZA619 CR2032 No. 06AEY282

3.1. Operation When Sending Measurement Data
 Types of communication operations
Use the [DATA] switch on the connection unit to perform the communication operations below.

Description of communication Length of time to press 
the [DATA] switch*1 LED indicator

Transmission of measurement data*2 Less than 2 seconds Blinks green (operating normally)
Blinks red (error)

Notification to the U-WAVE-R device of a cancel 
request for the previously transmitted 
measurement data

2 seconds or more and 
less than 5 seconds

Blinks orange in intervals of 0.1 
seconds

Search for a U-WAVE-R device available for 
communication*3

5 seconds or more and 
less than 10 seconds

Blinks orange in intervals of 0.3 
seconds

*1   If you pressing this switch for 10 seconds or more, the LED indicator turns off and communication 
operations are disabled. Perform the operation again.

*2   This operation can also be performed using the [DATA] switch on a measuring tool that supports data 
output.

*3   If the device ID of this product is registered in the U-WAVE-R device to search for, the devices connect 
automatically.

 Verification of communication results
The communication results with the U-WAVE-R device can be verified by the operational status of the LED 
indicator or buzzer on this product.

Communication results LED indicator Buzzer*1

-  Wireless communication ended normally. Blinks green 2 short buzzes

-  Wireless communication failed.
-  An error occurred. Blinks red 1 long buzz

*1 Buzzer type only

3.2. Initializing the Settings
You can reset the settings of this product to the factory default values. If this product stops communicating and 
communication is not re-established even after performing the countermeasures in  "5. Troubleshooting", 
initialize the settings with the procedure below.

1. Included Accessories

2. Name and Function of Each Part

3. Using This Product

No. 99MAL116B2 User's Manual

Wireless Communication 
System for Measurement Data
U-WAVE-TC/TM

*99MAL116B2*

Precautions regarding Export Regulations
This product is categorized as a good or program that falls into the Catch-All-Controlled Goods regulations 
under Category 16 of Appended Table 1 of the Export Trade Control Order or under Category 16 of the 
Appended Table of Foreign Exchange Control Order, based on the Foreign Exchange and Foreign Trade 
Act of Japan. This User's Manual also falls into technology categorized under the Catch-All-Controlled 
Goods regulations. Consult with Mitutoyo prior to exporting this product, transferring this product overseas, 
providing this technology to a non-resident, etc. An export license or written application and certificate for 
permission for service transactions may be required from the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Precautions regarding Radio Law
This product can be used only in the countries where the wireless certification is acquired and in a 
purchased country.
When using this product outside the purchased country, please contact the nearest Mitutoyo’s sales office.

NOTICE
-  This product uses radio waves. Use this product in accordance with the relevant regulations stipulated 

in the country of use.
-  Do not disassemble or modify this product. These actions are prohibited by law.
-  Do not peel off the certification label affixed to this product. Use of this product without a certification 

label is prohibited.
-  Always remove the battery from this product when boarding an aircraft, and never use this product 
while on board. The use of wireless devices inside of aircrafts is prohibited by law.

Precautions regarding Wireless Communication Environments
Be aware that obstructions, etc., in the environment may degrade the performance of this product.
Refer to the tables below for a list of potential obstructions.

1) Possibility that this product will not be able to communicate

Item Description

Concrete walls Communication is not possible in a completely shielded state.

Metallic partitions, etc. The communication speed may deteriorate or communication may be 
blocked.

Wireless LAN, Zigbee, 
Bluetooth, and other 
communication devices as 
well as microwave ovens

The communication speed may deteriorate or communication may be 
blocked.
Use this product by either installing it as far away from these devices as 
possible or changing the communication channel (band ID).

Machine tools, etc.
The communication speed may deteriorate or communication may be 
blocked in a workplace where machine tools, such as electrical discharge 
machines, carrying cranes, and arc welding equipment, are operated.

If this product is held and 
covered by the hands

The communication speed may deteriorate or the communication distance 
may be decreased. Use this product as close as possible to the installation 
location of the U-WAVE-R device.

2) Possibility that this product will affect nearby equipment

Item Description

Medical devices Do not use this product near laser scalpels, health meters, or other medical 
devices.

4. Replacing the Battery

1   Remove the battery cover on 
the back of the main body 
using the supplied battery 
cover key.

2   Insert a tool such as a small 
flathead screwdriver between 
the battery and battery clasp, 
and then remove the battery 
using the tool as lever.

Battery clasp

3   Insert the new battery into the 
"+" battery terminal, and then 
press the opposite side of the 
battery into the battery clasp.

"+" battery 
terminal

Precautions regarding Dust and Water Proofing
Observe the points below to obtain the highest performance from the IP67-type U-WAVE-TC/TM.

NOTICE
-  Dust and water proofing is guaranteed when the connection unit and battery cover are mounted 

correctly. When this product is not in use, mount all the covers to prevent water and oil from getting 
inside and store this product.

-  Fully tighten the battery cover using the battery cover key when inserting the battery to obtain 
sufficient protective performance (IP67) against water and dust. In addition, make sure the packing is 
attached correctly.

-  Mounting the connection unit with the packing removed or caught on something, may result in 
damage because the water proofing of this product cannot be ensured.

-  Be very careful when using this product not to let particles, debris, etc., damage the packing. In the 
event the packing has been damaged, send this product for replacement or repair immediately 
because the dust and water proofing will have been lost.

-  Materials such as the rubber used in the packing are not impervious to the wide range of coolants, 
chemicals, etc. Contact the nearest Mitutoyo service center if these materials become significantly 
deteriorated.

-  This product is constructed in a way such that it cannot be disassembled, due to the application of 
sealing in each area. Therefore, the specified performance cannot be obtained if this product is 
disassembled.

-  Do not use this product submerged in water. This product cannot prevent the penetration of coolant 
and other chemicals.

Tips Refer to IEC 60529 for more information about the IP67 protection level.

China RoHS Compliance Information
产品名称：　数据传送单元
产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

本体 × ○ ○ ○ ○ ○

配件 ○ ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ ：  表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× ：  表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

环保使用期限标识，是根据电器电子产品有害物质限制使用管理办法以及、电子电气产品有害
物质限制使用标识要求（SJ/T11364-2014）、制定的适用于中国境内销售电子电气产品的标识。
电子电气产品只要按照安全及使用说明内容，正常使用情况下，从生产月期算起，在此期限内，
产品中含有的有毒有害物质不致发生外泄或突变，不致对环境造成严重污染或对其人身、财产
造成严重损害。
产品正常使用后，要废弃在环保使用年限内或者刚到年限的产品时，请根据国家标准采取适当
的方法进行处置。
另外，此期限不同于质量/ 功能的保证期限。

-  Always use a CR2032 battery (lithium battery) for this product. There is a risk of explosion if a 
different type of battery is used.

-  When disposing of the battery, follow any applicable ordinances and regulations.

CAUTION

NOTICE
-  Do not remove the packing attached to the battery cover.
-  Be careful not to apply undue force and break or bend the battery terminals when replacing the battery.  

A fragment of a broken battery terminal in particular can cause damage if the fragment gets inside of this 
product.

5. Troubleshooting
Try the countermeasures included in this section when trouble occurs during use of this product. Contact a 
Mitutoyo service center listed in the  "U-WAVEPAK User's Manual" if the trouble cannot be resolved.

Tips For more information about the issues and countermeasures of trouble related to the U-WAVE-R 
device, refer to  "4. Troubleshooting" in the "U-WAVE-R User's Manual".

Issue

Data transmission fails and the LED indicator blinks red.

Check point Countermeasure

Is the LCD of the measuring 
tool in the counter-display 
state?

Communication cannot be performed if the display of the measuring tool that is 
connected is turned off or is in a state for setting a value. Set the LCD to the 
counter display.

-  U-WAVE-TC -  U-WAVE-TM
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No. Name Function

1 Certification label Includes the code number and wireless certification number for this product.

2 LED indicator Blinks or turns off according to the communication status.

3 Connector cover Remove this cover to access the connector for connecting the connection unit.

4 Buzzer holes*1 Buzzes according to the communication status.

5 Device ID label Includes the identification number for this product. The identification number is 
used when registering the settings of this product to U-WAVEPAK.

6 Battery cover Remove the battery cover to replace the battery.

*1 Buzzer type only

Tips The LED indicator blinks red if the battery is out of power, and a warning message is sent to the 
U-WAVE-R device. Replace the battery immediately. (The buzzer type provides a warning both with a 
blinking LED and a buzz.)

6. Specifications
6.1. Basic Specifications

Item
U-WAVE-TC U-WAVE-TM

IP67 type Buzzer type IP67 type Buzzer type

Code No. 264-620 264-621 264-622 264-623

Certification number
007-AE0185 (Japan)

WQYTPZM01 (U.S.A.)
21887-TPZM01 (Canada)

007-AE0185 (Japan)
WQYTPZM01 (U.S.A.)

21887-TPZM01 (Canada)

Protection level IP67 None IP67 None

Equipped with buzzer No Yes No Yes

Transmission output 2.5 mW (4 dBm) or less

Communication range Approx. 20 m (line of sight distance in an office environment)

Standards conformance

Japan ARIB STD-T66
Europe RE Directive
U.S.A. -  47 CFR Part 15.247: (Subpart: C)

-  47 CFR Part 15, (Subpart: B)
Canada -  RSS-210 (Issue 7) and RSS-Gen (Issue 2)

-  ICES 003 (Issue 4)

Wireless specifications Proprietary (IEEE802.15.4 base)

Communication frequency 2.405 GHz–2.475 GHz

Transmission band 15 ch (5 MHz interval)

Modulation method Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Wireless communication speed 250 kbps

LED display Green/orange/red three-color display

Communication with measuring tool Digimatic (6 digits), Digimatic 2 (8 digits) *Automatic identification

Battery CR2032 (3 V): 1 battery

Battery life Approx. 400,000 times

Operating temperature (humidity) 0 °C–40 °C (20 % RH–80 % RH with no condensation)

Storage temperature (humidity) -10 °C–60 °C (20 % RH–80 % RH with no condensation)

External dimensions 56 × 30.4 × 11.5 (mm) 41.9 × 38.7 × 12.9 (mm)

Main body weight Approx. 20 g

Is the battery out of power? Measurement data cannot be sent if the battery is out of power. Replace the 
battery with a new battery.

Is this product correctly 
attached to the measuring 
tool?

Make sure that this product and the measuring tool are fully connected with the 
connection unit.
In particular, always insert the [DATA] switch side of the connection unit into the 
measuring tool when using the connection unit (02AZF310).

Does U-WAVEPAK show 
that the ID number indicated 
on the device ID label of 
this product is connected?

Communication cannot be performed if U-WAVEPAK does not show that the 
device is connected. Make sure that [c] is displayed in the [S] column on the 
[U-WAVEPAK Setup] screen of U-WAVEPAK. 

 "4.3.2. U-WAVE-T/TC/TM Settings" in the "U-WAVE Setup Manual"

Issue

The settings for this product cannot be completed because this product cannot communicate with the 
U-WAVE-R device.

Check point

Has communication been established between this product and the U-WAVE-R device?

Countermeasure

Establish communication using the procedure below.

 

[DATA] switch

Measuring 
tool

1   Make sure that the connection unit has been attached in the 
correct direction.

When using the connection unit (02AZF310), connect the measuring tool 
on the [DATA] switch side and this product on the opposite side.

2   Execute the search for the U-WAVE-R device.
1.  Start U-WAVEPAK, and then display the [U-WAVEPAK Setup] screen.
2.  Press and hold the [DATA] switch for 5 to 10 seconds.

The LED indicator of this product will start blinking orange. Release the [DATA] switch after the indicator 
starts blinking slowly.

Tips If you press the [DATA] switch for 10 seconds or more, the LED indicator will turn off and the search 
operation will be disabled. Press and hold the switch again until the LED indicator blinks slowly.

3.  Check the [S] column and the comment of the [U-WAVEPAK Setup] 
screen.

 Comment
If [c] is displayed in the [S] column, communication has been 
established.
If an ID number is displayed in the comment, proceed to Step 3 .

3   Register the settings again after initializing the settings of this product.
1.  Initialize the settings of this product.

 "3.2. Initializing the Settings"

2.  Register the settings of this product.
 "4.3. Registering the Settings" in the "U-WAVE Setup Manual"

4   Make sure that the packing 
(circular) is attached.

Packing

5   Mount the battery cover and 
tighten it using the supplied 
battery cover key.

1   Remove the battery from this 
product. 
For more information about 
removing the battery, refer to 

 "4. Replacing the Battery".

2   While pressing and holding 
the [DATA] switch on the 
connection unit, insert the 
battery, wait 2 seconds or 
more, and then release the 
[DATA] switch. 
>>  The settings of this product 

are initialized.

3   Mount the battery cover.

The same procedure is used to replace the battery in U-WAVE-TC and U-WAVE-TM devices. The instructions 
in this section use a U-WAVE-TC device as an example.

en

EU

Hg

Disposal of waste batteries and accumulators (applicable in the European Union and 
other European countries with separate collection systems)
Batteries and accumulators containing heavy metals such as mercury, lead, and cadmium 
may contaminate the environment if improperly discarded. When incinerated, certain 
chemicals are released into the air or concentrated in the ash residue from the combustion 
process. These may lead to health risks to humans and animals, and also damage the 
environment in general.
In compliance with legal requirements, the symbol of a 'crossed-out wheeled bin' is either 
applied on the battery or on its packaging. This symbol indicates that disposal of the 
batteries as household wastes is strictly prohibited. Instead, the batteries must be disposed 
according to separate collection and recycling rules. Additional marking identifies that heavy 
metal content (i.e. Cd =cadmium, Hg = mercury, Pb = lead) contained within the battery is 
over prescribed levels. End users are obliged by law to comply with the discarding 
procedure for waste batteries. At Mitutoyo facilities, or at its appointed distributors, 
receptacles will be provided to accept the disposal of previously supplied batteries at no 
charge.

Other Precautions
Be aware that the actions or circumstances below can cause failure or malfunction.

NOTICE
-  Do not subject this product to sudden impacts, such as dropping it, nor apply excessive force.
-  If this product will not be used for three or more months, remove the battery from it and store it. This 

product may become damaged by liquid leaking from the battery.
-  Avoid using or storing this product in places with direct sunlight or in excessively hot or cold places.
-  Avoid using or storing this product in places where it may come into contact with solutions or organic 
solvents such as acid and alkali.

-  Electronic parts may be damaged if a high-voltage device such as an engraving pen is used.
-  Be careful not to apply undue force to or excessively bend the connection unit.
-  When the remaining power in the battery becomes low, replace it as soon as possible before 

operation becomes unreliable.

Electromagnetic Compatibility (EMC)
This product complies with the EU EMC Directive. Use of this product in environments with 
electromagnetic interference exceeding the EMC requirements defined in this directive is outside the 
scope of the warranty and requires appropriate countermeasures.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European 
Union and Other European Countries with Separate Collection Systems)

This symbol included on the product or the packaging indicates that this product should not 
be disposed of with general household waste for disposal in EU countries. Please reuse 
and recycle products to decrease the volume of Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) in landfills and reduce the environmental impact. For more information about 
disposal procedures, please contact your dealer or nearest Mitutoyo sales office.

6.2. Connection Unit (Option)

Part No. Model
Compatible measuring tool

Series No. Compatible measuring tool

02AZF300
  Standard type 500 ABS Digimatic caliper  ............................................... CD-AX/SC

02AZF310
   Water-proof 
type

500
293
293

ABS coolant proof caliper ...............................................  CD-PM
Coolant proof micrometer ............................................  MDC-MX
Coolant proof micrometer  ............................................ MDE-MX

-  To remove the connection unit (02AZF310)
Remove the screws using the supplied size 0 screwdriver, and then remove the connection unit.

-  To remove the connection unit (02AZF300)
Pinch both sides of the connection unit with your fingers, and then firmly pull straight up to remove it.

NOTICE
-  Do not hold the part indicated in the figure. Doing so may damage the connection unit or the measuring 

tool.

-  When removing, be careful not to injure yourself on the ends of the caliper jaws.

Issue

Data transmission is not stable and errors occur frequently.

Check point Countermeasure

Is this product being used in an 
environment where 
communication is obstructed?

Check whether there is a problem with the usage environment.
 "Precautions regarding Wireless Communication Environments"


