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1. はじめに 

本資料にはインターネット接続環境が無い環境（オフライン環境）で Windows / Mac / 

Android/ Chromebook を使用される場合のアーテックロガーの使い方を記載しています。 

最新版の取扱説明書は下記よりダウンロードできます。 

 

※WEB アプリを使用される場合（インターネット接続環境必須）、または、iPad を使用さ

れる場合は上記 URL より別途専用の取扱説明書をご参照ください。 

 

 

2. 対応環境 

WEB アプリの使用には Chrome ブラウザ（Ver89 以降）が必要です。 

2.1. Windows 

対応 OS 

Windows10 

ハードウェア推奨環境 

USB 接続でご使用の場合：USB ポートが搭載されている機種 

Bluetooth 接続でご使用の場合：Bluetooth4.0 に対応した機種 

 

2.2. Mac 

対応 OS 

macOS10.14 以降 

ハードウェア推奨環境 

上記 OS が動作する環境。 

 

 

 

 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/ 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/
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2.3. Android 

対応 OS 

Android8.1 以降 

ハードウェア推奨環境 

Bluetooth4.0 に対応した機種 

画面サイズ 10 インチ以上 

※全ての Android 端末で動作保証しているわけではありません。 

 

2.4. Chromebook 

対応 OS 

ChromeOS 

ハードウェア推奨環境 

USB 接続でご使用の場合：USB ポートが搭載されている機種 

Bluetooth 接続でご使用の場合：Bluetooth4.0 に対応した機種 
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3. アーテックロガー（メインユニット）各部の機能と名称 

 

①電源ランプ 

電源が ON になっていると緑色に点灯します。 

②充電ランプ 

充電中は赤色、充電が完了すると青色に点灯

します。 

③USB ポート（microB） 

電源供給の際に USB ケーブルと接続するた

めのポートです。 

④ステータスランプ 

データロギングを行っている間点滅・点灯し

ます。 

⑤電源スイッチ 

電源の ON/OFF を制御します。 

⑥ボタン 

データロギングを行う際に使用するボタンで

す。 

⑦再起動ボタン 

メインユニットの再起動を行うボタンです。 

⑧ポート 1 

気象センサー/電流センサーを接続するため

のポートです。 

⑨ポート 2 

酸素センサー/電圧センサー/水温センサー/

超音波距離センサーを接続するためのポート

です。 

⑩ポート 3  

酸素センサー/電圧センサー/水温センサー/

超音波（距離）センサーを接続するためのポ

ートです。 

⑪アーテックロガーID 

Bluetooth接続時に個体を識別するための ID

（英数字 6 文字）が表示されています。 

⑧ポート 1 ⑨ポート２ ⑩ポート３ 

①電源ランプ 

②充電ランプ 

③USB ポート 

（microB） 

⑤電源スイッチ 

⑦再起動ボタン 

⑥ボタン 

④ステータスランプ 

（おもて） 

（うら） 

⑪アーテックロガーID 
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4. 各種センサーの機能と名称 

4.1. 気象センサー 

気圧・気温・湿度を同時に計測するセンサーです。 

メインユニットのポート 1 に接続します。 

 気温 湿度 気圧 

計測範囲 -40～85℃ 0～100% 300～1100hPa 

精度 ±1℃ ±3% ±1hPa 

分解能 0.1℃ 0.1% 0.1hPa 

 

4.2. 電流センサー 

電流値を計測するセンサーです。 

メインユニットのポート 1 に接続します。 

ケーブル長 20cm(クリップ先端まで) 

計測範囲 ±5A(直流) 

分解能 1mA 

精度 1% 

 

4.3. 酸素センサー 

空気亜鉛電池を使用して酸素濃度を計測するセンサーです。 

背面のテスター出力端子にテスターを接続し、 

校正ツマミを回して 20.9mV に調整することで、 

テスターから酸素濃度を計測することも可能です。 

メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。 

ケーブル長 80cm 

計測範囲 5～50% 

分解能 0.1% 

連続使用時間は使用する空気亜鉛電池や 

実験環境によって異なります。 

詳細な使用方法については 6 酸素センサーの使い方 

（35 ページ）をご参照ください。 

空気亜鉛電池ホルダ 

校正ツマミ 

テスター出力端子 

ワニ口クリップ 
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4.4. 超音波（距離）センサー 

超音波の反射により距離を測定するセンサーです。 

メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。 

計測距離範囲 2～250cm 

計測角度範囲 ＜約 15° 

超音波周波数 40kHz 

※接続には別途センサー接続コードが必要です。 

 

4.5. 水温センサー 

水温を計測するセンサーです。 

金属部分のサーミスタを対象物に当てて計測します。 

メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。 

計測範囲 －40～105℃ 

分解能 0.1% 

精度 ±1％ 

 

4.6. 電圧センサー 

電圧値を計測するセンサーです。 

メインユニットのポート 2/ポート 3 に接続します。 

計測範囲 ±25V(直流) 

分解能 0.01V 

精度 0.1V 

 

  

サーミスタ 

ワニ口クリップ 
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5. アプリケーションの使い方 

5.1. アプリケーションのダウンロードと起動 

アプリケーション（WEB アプリ）の使用には Chrome ブラウザ（Ver89 以降）が必要です。

以下の方法でインターネット接続環境が無い環境（オフライン環境）でご使用いただくこ

とが可能です。 

①下記 URL から「ソフトウェアダウンロード」を選択してください。 

 

 

②ダウンロードしたファイル「artec_logger.zip」を解凍してください。 

解凍方法は 9.1 ZIP ファイルの解凍方法（40 ページ）をご参照ください。 

※ご利用端末の設定によっては、拡張子（.zip）が表示されない場合があります。 

 

③解凍先のフォルダに以下のファイルが表示されます。 

 

※ご利用端末によって表示は異なります。 

 

④解凍したフォルダ内の「index.html」を Chrome ブラウザで開くと、WEB アプリが起動

します。 

index.html の開き方は 9.2 index.html ファイルの開き方（42 ページ）をご参照ください。 

  

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/02software.php 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/arteclogger/02software.php
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5.2. リアルタイムモードとデータロギングモードの切り替え 

左上のメニューボタンを押してモード選択画面からモードの切り替えが可能です。 

●リアルタイムモード 

リアルタイムモードではアーテックロガーと PC やタブレットを通信させながら実験が可

能で、実験と同時にグラフの変化を見ることができます 

 

●データロギングモード 

データロギングモードではアーテックロガー本体にデータを蓄積することが可能です。実

験後に蓄積したデータを PC やタブレットに取り出すことができます。 
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5.3. アーテックロガーとの接続方法 

5.3.1. Bluetooth 接続 

①メインユニットの電源スイッチを上にスライドさせて、電源を入れます。 

 

 

②Bluetooth 接続ボタンを押すと、周囲に存在しているアーテックロガーの一覧が表示され

ます。 

 

  

緑に点灯 

Bluetooth 接続ボタン 

リアルタイムモードの場合 データロギングモードの場合 
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③メインユニットの裏側に書かれているアーテックロガーID に対応する表示を選択します。 

 

④「ペア設定」を選択すると、アーテックロガーと接続します。 

 

  

（メインユニットうら） 
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5.3.2. USB 接続 

①メインユニットの電源スイッチを上にスライドさせて、電源を入れます。 

 

 

②アーテックロガーと PC を USB ケーブルで接続します。 

 

 

③左下の USB 接続ボタンを押すと、USB ケーブルで接続されているアーテックロガーが表

示されます。 

 

緑に点灯 

USB 接続ボタン 

リアルタイムモードの場合 データロギングモードの場合 
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④「Artec Logger」を選択し、接続ボタンを選択すると、アーテックロガーと接続します。 
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5.4. リアルタイムモードの使い方 

5.4.1. 各種機能の使い方 

 

グラフの表示/非表示を切り替えられます。 アーテックロガーのバッテリー残量 

表示状態 

非表示状態 

表示されているグラフを画像（jpg）形式で保存します。 

端末のカメラの映像を表示します。 

センサーや軸の設定ウィンドウを表示します。 

詳細は 5.4.2 センサーを設定する（13 ページ）、 

5.4.3 縦軸を調整する（15 ページ）、 

5.4.4 計測間隔を設定する（16 ページ）をご参照ください。 

アーテックロガーと接続、切断を行います。 

詳細は 5.3 アーテックロガーとの接続方法（8 ページ）を

ご参照ください。 

グラフの動きを一時停止します。計測は停止されません。 
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5.4.2. センサーを設定する 

①アーテックロガーと接続します。接続方法は 5.3 アーテックロガーとの接続方法（8 ペー

ジ）をご参照ください。 

左下の接続ボタンの色が黄色に変われば、本体との接続完了です。 

 

②使用するセンサーをメインユニットに接続します。 

 

③左下の設定ボタンを押して、設定ウィンドウを起動します。 

  

未接続 接続完了 

Bluetooth 接続の場合 USB 接続の場合 

未接続 接続完了 

アーテックロガー本体に保存されているデ

ータ（データロギングモードの計測データ）

がある場合、以下のウィンドウが表示され

ます。データを削除して続ける場合は「次

へ」を選択します。 

削除せず保存されているデータを確認した

い場合は「戻る」を選択して、データロギ

ングモードへ移行してください。 
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④使用するセンサーを選択します。 

センサー1 / センサー2 / センサー3はメインユニットのポート 1 / ポート 2 / ポート 3に対

応しています。 

 

⑤設定ウィンドウを閉じると、現在のセンサー値を確認できます。 
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5.4.3. 縦軸を調整する 

設定ウィンドウから各縦軸の最大値、最小値を変更できます。 

計測前、計測中、計測後も変更可能です。 

 

 

〇最大値、最小値を決めて変更する場合 

 

 

〇自動で範囲を設定する場合 

自動設定を押すと現在の縦軸の範囲を 

保ったまま、現在までのセンサー値の 

中央値が縦軸の中央値になるように 

最大値・最小値が自動で設定されます。 

 

  

アーテックロガー本体に保存されている

データ（データロギングモードの計測 

データ）がある場合、以下のウィンドウ

が表示されます。 

各縦軸に対する最大値、最小値を 

入力します。 

設定ボタンを押すと、入力した値が軸に

反映されます。 
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5.4.4. 計測間隔を設定する 

実験に応じて計測間隔を変更できます。 

計測前に設定を行ってください。計測中、計測後は変更できません。 

 

 

  

アーテックロガー本体に保存されている

データ（データロギングモードの計測 

データ）がある場合、以下のウィンドウ

が表示されます。 

データを削除して続ける場合は「次へ」

を選択します。 

削除せず保存されているデータを確認し

たい場合は「戻る」を選択して、データ

ロギングモードへ移行してください。 
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5.4.5. 計測する 

センサーの設定、計測間隔の設定が終わったら、計測を開始します。 

①右下の計測開始ボタンを押すと計測が開始されます。 

 

 

②計測が開始されると右下のボタンが、計測終了ボタンへと表示が変化します。 

 

 

③計測終了ボタンを押すと計測が終了し、計測結果の全体が表示されます。 

 

 

計測開始ボタン 

計測終了ボタン 
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5.4.6. 計測結果を確認する 

〇センサー値を確認したい地点を選択すると上部にその地点での経過時間もしくは時刻と、

センサー値が表示されます。 
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〇設定ウィンドウから横軸の表示を変更できます。 

※計測前、計測中は変更できません。 

 

〇グラフの一部分をドラッグして選択することで、拡大して表示が可能です。 

 

 

 

 

アーテックロガー本体に保存されている

データ（データロギングモードの計測 

データ）がある場合、以下のウィンドウが

表示されます。 

データを削除して続ける場合は「次へ」を

選択します。 

削除せず保存されているデータを 

確認したい場合は「戻る」を選択して、デ

ータロギングモードへ移行してください。 

元の表示に戻したいときは 

「ResetZoom」を選択します。 
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〇右下のダウンロードボタンで計測結果の出力保存が可能です。csv形式もしくは画像（jpg）

形式でダウンロードします。 
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5.4.7. 計測結果の削除 

計測結果を削除する場合、新しくリアルタイムモードで計測する場合は右下の削除ボタン

を押して、表示されているデータを削除してください。 

 

 

削除ボタン 
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5.5. データロギングモードの使い方 

5.5.1. センサーを設定する（データロギング前の設定） 

データロギングを行う前にアーテックロガーにセンサーや計測間隔の設定を行います。 

①左上のメニューボタンを押してモード選択画面を開きます。 

 

②データロギングモードを選択します。 

 

③「センサーを設定する」を選択します。 

 

④アーテックロガーが接続されていない場合は下記のウィンドウが表示されます。接続方

法を選択して、アーテックロガーと接続します。 

接続方法は 5.3 アーテックロガーとの接続方法（8 ページ）をご参照ください。 

 

アーテックロガー本体に保存されているデータ（デー

タロギングモードの計測データ）がある場合、以下の

ウィンドウが表示されます。 

データを削除して続ける場合は「次へ」を選択します。 

削除せず保存されているデータを確認したい場合は

「戻る」を選択して、「データを確認する」を選択し

てください。  
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⑤接続が完了すると設定ウィンドウが表示されます。各種設定を行います。 

 
計測間隔： 

実験に応じてセンサー値を取得する頻度を設定します。 

開始時間： 

本体のデータロギングモードを開始させてから、何分後に計測を開始させるか設定します。 

すぐに開始する場合は「0」分後と設定してください。 

計測時間： 

計測を行う時間を設定します。 

【設定例】 

・開始時間：０分後 / 計測時間：10 分間 

 

・開始時間：5 分後 / 計測時間：10 分間 

 

センサー1/センサー2/センサー3 は 

メインユニットのポート 1/ポート 2/ 

ポート 3 に対応しています。 

データロギングモード 

開始 

10 分間 

計測 
データロギングモード 

終了 

データロギングモード 

開始 

10 分間 

計測 データロギングモード 

終了 

５分間 

待機 計測開始 
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⑥完了ボタンを押すとアーテックロガーに設定が反映されます。 

 

⑦設定完了ウィンドウの手順に沿ってデータロギングモードを開始してください。 

 

 

 

  

「OK」を押すと設定完了ウィンドウは閉じられ、

初期画面（リアルタイムモード）が表示されます。 

アーテックロガーとの接続は切断されます。 
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5.5.2. データロギング中の注意事項 

〇データロギング中は WEB アプリは閉じていただいて結構です。アーテックロガー本体に

データが蓄積されています。 

 

〇データロギングモードの計測中はステータスランプが 2 回ずつ点滅します。 

ステータスランプが 1 回ずつ点滅している間はデータロギングモードは開始されています

が、計測は行われず待機している状態です。 

・開始時間：5 分後 / 計測時間：10 分間 

 

 

〇データロギングモード中に電源を切ってしまった場合、計測は終了します。データは消

えずにアーテックロガー本体に保存されます。 

 

〇もう一度同じ設定で計測したい場合は、一度アーテックロガーの電源を OFF にし、ボタ

ンを押しながら電源を ON にすると、設定した開始時間後に計測が開始されます。データ

は上書きされず、別々に本体に保存されるため、データを確認する際に必要なデータを選

択してください。 

  

データロギングモード 

開始 

10 分間 

計測 データロギングモード 

終了 

５分間 

待機 計測開始 

ステータスランプ 2回ずつ点滅 

 

ステータスランプ 1 回ずつ点滅 
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5.5.3. データを確認する（データロギング後） 

ロギングしたデータをアプリケーション上で確認します。 

①左上のメニューボタンを押してモード選択画面を開きます。 

 

②データロギングモードを選択します。 

 

 

③「データを確認する」を選択します。 

 

 

④アーテックロガーが接続されていない場合は下記のウィンドウが表示されます。接続方

法を選択して、アーテックロガーと接続します。 

接続方法は 5.3 アーテックロガーとの接続方法（8 ページ）をご参照ください。 
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⑤接続が完了すると、アーテックロガー本体に保存されているデータ一覧が表示されます。 

確認したいデータを選択します。 

 

⑥OK ボタンを押すとデータが表示されます。 
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⑦各種機能については以降の内容をご参照ください。 

〇センサー値を確認したい地点を選択すると上部にその地点での経過時間とセンサー値が

表示されます。 

 

〇グラフの一部分をドラッグして選択することで、拡大して表示が可能です。 

 

  

元の表示に戻したいときは 

「ResetZoom」を選択します。 
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〇縦軸は設定ウィンドウより調整可能です。左下の設定ボタンを押して設定ウィンドウを

表示します。 

 

 

〇目のアイコンを押すことでグラフの表示、非表示の切り替えが可能です。 

 

最大値、最小値を入力して 

設定ボタンを押すと反映されます 

自動設定を押すと現在の縦軸の範囲を保ったまま、 

取得したセンサー値の中央値が縦軸の中央値に 

なるように最大値・最小値が自動で設定されます。 

表示状態 

非表示状態 
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〇右下のダウンロードボタンで計測結果の出力保存が可能です。csv形式もしくは画像（jpg）

形式でダウンロードします。 
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5.6. ファームウェアの更新 

アーテックロガーアプリのバージョンアップ時にアーテックロガーのファームウェア更新

が必要な場合があります。 

ご使用の端末（PC/タブレット）との接続時にファームウェア更新の指示が表示されます。 

※ファームウェア更新の際、ご使用の端末で WiFi 接続先の変更が制限されている場合、更

新を行っていただけませんのでご注意ください。 

 

①アーテックロガーと接続時にファームウェア更新の指示が表示されます。 

更新を行う場合は「はい」を選択してください。 

アーテックロガーとの接続方法は 5.3 アーテックロガーとの接続方法（8 ページ）を参照し

てください。 

 

 

②ファームウェアの更新手順が表示されます。 

既にファームウェアデータはアプリと同フォルダにダウンロード済みですので、下記ウィ

ンドウに記載されている１．ダウンロードは不要です。 

 

  

「ダウンロード」ボタンは

反応しません 
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③アーテックロガー本体をアクセスポイントとしてご使用端末（PC/タブレット）を Wi-Fi

に接続します。 

ご使用端末の Wi-Fi 設定を開いて、アプリに表示されている SSID に接続し、パスワードを

入力してください。 

 

 

④アプリのフォルダ（5.1 アプリケーションのダウンロードと起動③で解凍したフォルダ）

の「firmware」フォルダを開きます。 

 

※ご使用端末によって表示は異なります。 

 

⑤「firmware」フォルダに含まれる ZIP ファイルを解凍してください。 

下記画像における ZIP ファイルは「0_5_0.zip」ですが、ファイル名はファームウェアのバ

ージョンにより異なります。「●_●_●.zip」（●は数字）のようなファイル名です。 

解凍方法は 9.1 ZIP ファイルの解凍方法（40 ページ）をご参照ください。 

※ご使用端末の設定によっては、拡張子（.zip）が表示されない場合があります。 

 

ご使用端末 

Wi-Fi 接続 
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⑥解凍先のフォルダに以下のファイルが表示されます。 

 

※ご使用端末によって表示は異なります。 

 

⑦解凍したファイルに含まれる index.html を Chrome ブラウザで開きます。 

index.html の開き方は 9.2 index.html ファイルの開き方（42 ページ）をご参照ください。 

 

 

⑧「更新を開始する」ボタンを選択すると、ファームウェア更新が開始されます。 
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⑨おおよそ 1 分間待つとファームウェア更新が終了し、自動的に⑥～⑦のタブが閉じられ

ます。 

 

⑩アーテックロガー本体側面のボタンを押してください。 
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6. 酸素センサーの使い方 

酸素センサーは空気亜鉛電池を用いて酸素濃度を計測します。 

空気亜鉛電池の正極が空気中の酸素と反応することで発電し、出力電流と可変抵抗を校正

することで得られる電圧値を酸素濃度として相対的に計測可能です。 

 

 

＜校正の手順＞ 

計測前に通常の大気中(酸素濃度が 20.9%の大気中)で校正を行います。 

空気亜鉛電池は製品によって特性や仕様が異なります。 

アーテックから販売されている電池【品番：41463 品名：酸素センサー用空気亜鉛電池（6

個組）】を使用してください。 

①空気亜鉛電池のシールを剥がします。 

 

空気亜鉛電池式の酸素センサーについての詳しい解説は下記書籍をご参照ください。 

「酸素が見える！」楽しい理科授業 

https://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003181 

 

著者：髙橋三男先生 

出版：日刊工業新聞社 

https://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003181
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②酸素センサーの電池ホルダに空気亜鉛電池を取り付けます。 

※電池外し方：黒い突起側の間あたりから電池の端を押すと、電池が金具から外れ、取り

外すことができます。 

 

※電池取り付け方：＋極を上にして、黒い突起側に電池の端を差し込み、金具を少し広げ

ながら電池を取り付けます。 

 

③おおよそ 10 分間放置します。 

※酸素センサーとして使用するためには空気亜鉛電池の放電が一定になるまで待つ必要が

ございます。すぐに使用した場合正常な値が取れないため、おおよそ 10 分間放置してくだ

さい。空気亜鉛電池の種類によってこちらの待ち時間は異なります。 

 

④アーテックロガーメインユニットと接続し、リアルタイムモードで酸素濃度のグラフを

表示させます。 

 

突起の間から電池の端を押す 電池が金具から外れる 

金具を広げながら電池を押し込む 突起側に電池の端を差し込む 
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⑤画面上部に表示される酸素濃度が 20%台になるように、酸素センサーの校正ツマミを回

します。 

※校正ツマミを回しても酸素濃度が 20%台に到達しない場合や呼気を吹きかけても酸素濃

度が変化しない場合は空気亜鉛電池の寿命が尽きていますので、交換してください。 

 

 

⑥計測する直前に設定ウィンドウの酸素センサー校正ボタンを押してください。 

 

  

減少 増加 
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7. アーテックロガーの充電について 

アーテックロガーの充電はメインユニットの USB ポート（microB）にケーブルを接続して

行います。 

充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると青色に点灯します。 

充電 0%の状態から、満充電までおおよそ 4 時間かかります。 

 

リアルタイムモードではアプリケーションとの通信頻度によって使用可能時間は変わりま

すが、「25 ポイント/秒」で約 6 時間、「1 ポイント/秒」で約 12 時間使用可能です。 

現在のバッテリー残量はアプリケーションに接続後確認可能です。 

 

充電ランプ 
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8. アプリケーションのバージョン確認方法 

アプリケーションのバージョンはメニューボタンを押して、モード選択画面の下部に表示

されています。 
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9. ご使用端末の各種操作方法 

9.1. ZIP ファイルの解凍方法 

9.1.1. Windows 

ZIP 圧縮ファイルのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「すべて展開」を選

択します。「圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」ダイアログが開きますので、ダイアログの指

示に従って展開してください。 

すでに解凍用ソフトウェアが別途インストールされている場合は、「解凍」を選択してくだ

さい。 

 

9.1.2. Mac 

ZIP 圧縮ファイルのアイコンをダブルクリックすることで解凍されます。 

 

9.1.3. Android 

ダウンロードしたファイルは、通常「ダウンロード」フォルダに保存されており、ファイ

ルマネージャアプリ等を使用して確認が可能です。 

ダウンロードした ZIP 圧縮ファイルを解凍アプリ等を使用して解凍してください。解凍さ

れたファイルはファイルマネージャアプリ等を使用して開いてください。 

使用方法については各アプリのマニュアルをご参照ください。 
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9.1.4. Chromebook 

Chromebook の「ファイル」アプリからダウンロードした ZIP 圧縮ファイルを確認します。 

 

 

解凍用にフォルダを別途作成してください。 

 

ダウンロードした ZIP 圧縮ファイルをタップ（ダブルクリック）して中に格納されている

全てのファイル・フォルダを表示し、コピーします。 

先ほど作成した解凍用のフォルダに貼りつけることで解凍されます。 

 

 

 

新しくフォルダを作成 

コピー＆ 

ペースト 
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9.2. index.html ファイルの開き方 

9.2.1. Windows 

ダブルクリック時に Chrome ブラウザで開かない場合は、index.html を右クリックして「プ

ログラムから開く」より「Google Chrome」を選択して開いてください。 

 

 

9.2.2. Mac 

ダブルクリック時に Chrome ブラウザで開かない場合は、index.html を右クリックして「こ

のアプリケーションで開く」より「Google Chrome」を選択して開いてください。 

 

9.2.3. Android 

ファイルマネージャアプリ等を使用して index.html のフォルダパス（端末内での位置）を

調べます。使用方法については各アプリのマニュアルをご参照ください。 

Chrome ブラウザのアドレスバーに開きたい index.html のフォルダパスを入力すると、フォ

ルダの中身が Chrome ブラウザに表示されます。 

index.html をタップして開いてください。 

 

※端末によりフォルダパスは異なります。 
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9.2.4. Chromebook 

タップ（ダブルクリック）時に Chrome ブラウザで開かない場合は、index.html を右クリッ

クして「アプリケーションで開く」より「表示」を選択してください。 

 

 

 

10. お問い合わせ先 

株式会社 アーテック お客様相談窓口 

お電話によるお問い合わせ 072-990-5656 

お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/ 

 

https://www.artec-kk.co.jp/contact/

