
The device can save up to 250 records as long as each record has less than or
equal to 192 data.

Definition:
• record is a collection of data saved in the device from Start Time to End Time.

• data is timestamped data containing 5 input values and total input value.
1 data = (each input value) + (total value of 5 input values) + (Date & Time)
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■ View Saved Record
●Push Input Key           with           Key pressed.
　
●The device shows the final value in a record which you saved last time.
　
　[If no record is saved in the device]

　[If any records are saved in the device]

   Timestamp of the final value in a record which you saved last time is displayed.

  
   ►View input values  : Push            Key

   ►View Date and Time : Push            Key

   ►View the previous record : Push            Key

   ►View the next record : Push            Key

●By pushing           Key , the device is in a standby mode again.
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■ Name of Each Part of DK-5005B

7

1SUB

DK-5000 Series
F

2 3 4 5 #

POWER

   
YYYY                         MM                           DD                            hh                           mm
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Clock / Memory No.Display
Input Value Display
Date/Time Icon
Subtract Icon
Low Battery Icon
Software Link Icon
5.5 mm DC Jack
Power Key

[#] Key
Input Key
Subtract Key
Strap Hole
Function Key
USB 2.0 Port
Total Count Display

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

■ Before Start Counting
[Setting Date and Time]

YYYY MM DD hh mm

●Press Power Key for 1 second to turn up the device.

  When turned up, the device is in a standby mode. "stnd by" is displayed on LCD.

●Push Input Key           with           Key pressed.

  Now you can start setting date and time.

●Date and Time will be displayed on LCD as shown below  in the manner of 

  "YYYY MM DD hh mm."

●Every time you push each Input Key, each corresponding figure of

  year, month, day, hour or minute will be increased.

          When you push each Input Key with           Key pressed,each corresponding

          figure will be decreased.

●Push          Key after you input date and time.  Now the setting for date and time 

  is finished. The device will be in a standby mode again.

●If you start counting, refer to the next section "■Save Record."

  If you want to turn off the device, press Power Key for 3 seconds.
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*NOTE
If the power supply is shut off, the built-in clock stops. This requires resetting of Date & Time when you use the device next time.

To avoid stopping the clock, please install batteries into the device. As long as the electricity is supplied to the device through AC/DC adapter or USB charging cable,

power is not supplied nor drained from batteries. Therefore, it is recommended that batteries be always installed in the device even if the electricity is supplied to the

device through AC/DC adapter or USB charging cable.

■ Save Record

●Press Power Key for 1 second to turn up the device.

  When turned up, the device is in a standby mode. "stnd by" is displayed on LCD.

●Press 　　    Key for 1 second to enter "Record Mode" and start saving data. 

●Push Input Key            -            to increase each value.

  
  By pushing each Input Key with           Key  pressed, each value decreases.

●Every time you push Input Key, a new data is saved in the device automatically.

●Press             Key for 1 second to finish saving data. 1 "record" will be created and 

  saved in the device. Now the device is in a standby mode again.
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■ Clear All the Records

5

5

●Please confirm "stnd by" is displayed on LCD of the device.

●Push Input Key           with          Key pressed to show the record you saved.

●Push Input Key           to clear all the records.

  The message below will be displayed on LCD to confirm whether to clear

  all the records.

  [If YES (Clear All the Records)]

　► Press Input Key           for 1 second.

   YES will be selected, and all the records will be cleared from the device.

   While clearing all the records, the device shows "All data ---- ---- Clear" on its LCD.

   "no data" will be shown on LCD to confirm that there is no record saved in the device.

   Push          Key, and the device is in a standby mode again.

　[If NO (Do Not Clear All the Records)]

　► Press Input Key           for 1 second.

   Records will not be cleared.

   Push          Key, and the device is in a standby mode again.
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Purpose

Turn ON device

Turn OFF device

Start setting Date and Time

Go back to Standby Mode

Start saving record

Finish saving record

View saved records

　View input Values

　View Date and Time

　View timestamp of previous record

　View timestamp of next record

Clear all  the records

Key Operation

Power Key 1 second

Power Key 3 seconds

[F] + [1]

[F] 

[#] 1 second

[#] 1 second

[F] + [3]

[F] + [3]→[4]

[F] + [3]→[4]→[3]

[F] + [3]→[2]

[F] + [3]→[1]

[F] + [3]→[5]→[4] 1 second

■ Exclusive Software■ List of Key Operations
Exclusive software for DK-5000 Series offers you the functions to export the records

to your computer, to manage and edit the data in .xls/.csv format and many more!

Please visit our website and download the software, which we hope you will find

useful, for free of charge at the link below:

http://www.lineseiki.com/products/productdetails.aspx?Id=119

■記録したレコードの全消去

5

5

●必ず、スタンバイモードにて操作をおこなってください。

●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押して、

　レコードの呼び出しモードに入ります。
　
●　　　キーを押して、全消去モードに入ります。

　全消去の確認画面が表示されます。

　【YES（レコードを全消去する）の場合】

　⇒　　　キーを1秒押してください。

　YESが選択され、全レコードが消去されます。

　全レコードの消去後、レコードの呼び出しモードに戻ります。

　「no data」表示により、レコードが無いことを確認してください。

　
　全レコード消去中、「All data ---- ---- Clear」と表示されます。

【NO（レコードを消去しない）の場合】
　
　⇒　　　キーを1秒押してください。

　レコードは消去されず、レコード呼び出しモードに戻ります。

　　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■記録したレコードの確認
●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押してください。
　
　　
●レコードの呼び出しモードになり、最後に記録したレコードの最終値が表示されます。
　
　レコードがない場合は、「no data」と表示されます。

　【レコードがない場合】

　【レコードがある場合】

　最後に記録したレコード内の最終値の日時が表示されます。

　⇒入力値を表示させる ：　　　キーを押してください。

　⇒日時を表示させる  ：　　　キーを押してください。

　
　⇒ひとつ前のレコードを表示 ：　　　キーを押してください。

　⇒ひとつ後のレコードを表示 ：　　　キーを押してください。

●再び　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■記録したレコードの全消去
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●必ず、スタンバイモードにて操作をおこなってください。

●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押して、

　レコードの呼び出しモードに入ります。
　
●　　　キーを押して、全消去モードに入ります。

　全消去の確認画面が表示されます。

　【YES（レコードを全消去する）の場合】

　⇒　　　キーを1秒押してください。

　YESが選択され、全レコードが消去されます。

　全レコードの消去後、レコードの呼び出しモードに戻ります。

　「no data」表示により、レコードが無いことを確認してください。

　
　全レコード消去中、「All data ---- ---- Clear」と表示されます。

【NO（レコードを消去しない）の場合】
　
　⇒　　　キーを1秒押してください。

　レコードは消去されず、レコード呼び出しモードに戻ります。

　　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■さいごに
DK-5005Bで記録したレコードをご使用のパソコンに取り込むことで、

データ管理・編集をパソコン上で行えます。

そのほか、非常に便利な機能も搭載しておりますので、当社ウェブサイトより

DK-5000シリーズ専用ソフトウェアをダウンロード（無償）の上、是非お役立てください。

当社ウェブサイト：https://lineseiki.heteml.jp/mieruzzo.com/jp/DKform/

■キー操作一覧

目的

電源　ON

電源　OFF

日時の設定開始

スタンバイ画面へ戻る

レコードの記録開始

レコードの記録終了

記録したレコードの確認

　入力値の確認

　日時の確認

　ひとつ前のレコードの最終値の確認

　ひとつ後のレコードの最終値の確認

記録したレコードの全消去

キー操作

電源キー（⑧）1秒間

電源キー（⑧）3秒間

[F] + [1]

[F] 

[#]1秒間

レコードの記録開始中に再度[#]1秒間

[F] + [3]

[F] + [3]→[4]

[F] + [3]→[4]→[3]

[F] + [3]→[2]

[F] + [3]→[1]

[F] + [3]→[5]→[4]1秒間

DK-5005B　スタートガイド



The device can save up to 250 records as long as each record has less than or
equal to 192 data.

Definition:
• record is a collection of data saved in the device from Start Time to End Time.

• data is timestamped data containing 5 input values and total input value.
1 data = (each input value) + (total value of 5 input values) + (Date & Time)

#

#

#

■ View Saved Record
●Push Input Key           with           Key pressed.
　
●The device shows the final value in a record which you saved last time.
　
　[If no record is saved in the device]

　[If any records are saved in the device]

   Timestamp of the final value in a record which you saved last time is displayed.

  
   ►View input values  : Push            Key

   ►View Date and Time : Push            Key

   ►View the previous record : Push            Key

   ►View the next record : Push            Key

●By pushing           Key , the device is in a standby mode again.
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■ Name of Each Part of DK-5005B
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■ Before Start Counting
[Setting Date and Time]

YYYY MM DD hh mm

●Press Power Key for 1 second to turn up the device.

  When turned up, the device is in a standby mode. "stnd by" is displayed on LCD.

●Push Input Key           with           Key pressed.

  Now you can start setting date and time.

●Date and Time will be displayed on LCD as shown below  in the manner of 

  "YYYY MM DD hh mm."

●Every time you push each Input Key, each corresponding figure of

  year, month, day, hour or minute will be increased.

          When you push each Input Key with           Key pressed,each corresponding

          figure will be decreased.

●Push          Key after you input date and time.  Now the setting for date and time 

  is finished. The device will be in a standby mode again.

●If you start counting, refer to the next section "■Save Record."

  If you want to turn off the device, press Power Key for 3 seconds.
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*NOTE
If the power supply is shut off, the built-in clock stops. This requires resetting of Date & Time when you use the device next time.

To avoid stopping the clock, please install batteries into the device. As long as the electricity is supplied to the device through AC/DC adapter or USB charging cable,

power is not supplied nor drained from batteries. Therefore, it is recommended that batteries be always installed in the device even if the electricity is supplied to the

device through AC/DC adapter or USB charging cable.

■ Save Record

●Press Power Key for 1 second to turn up the device.

  When turned up, the device is in a standby mode. "stnd by" is displayed on LCD.

●Press 　　    Key for 1 second to enter "Record Mode" and start saving data. 

●Push Input Key            -            to increase each value.

  
  By pushing each Input Key with           Key  pressed, each value decreases.

●Every time you push Input Key, a new data is saved in the device automatically.

●Press             Key for 1 second to finish saving data. 1 "record" will be created and 

  saved in the device. Now the device is in a standby mode again.
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■ Clear All the Records

5
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●Please confirm "stnd by" is displayed on LCD of the device.

●Push Input Key           with          Key pressed to show the record you saved.

●Push Input Key           to clear all the records.

  The message below will be displayed on LCD to confirm whether to clear

  all the records.

  [If YES (Clear All the Records)]

　► Press Input Key           for 1 second.

   YES will be selected, and all the records will be cleared from the device.

   While clearing all the records, the device shows "All data ---- ---- Clear" on its LCD.

   "no data" will be shown on LCD to confirm that there is no record saved in the device.

   Push          Key, and the device is in a standby mode again.

　[If NO (Do Not Clear All the Records)]

　► Press Input Key           for 1 second.

   Records will not be cleared.

   Push          Key, and the device is in a standby mode again.
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Purpose

Turn ON device

Turn OFF device

Start setting Date and Time

Go back to Standby Mode

Start saving record

Finish saving record

View saved records

　View input Values

　View Date and Time

　View timestamp of previous record

　View timestamp of next record

Clear all  the records

Key Operation

Power Key 1 second

Power Key 3 seconds

[F] + [1]

[F] 

[#] 1 second

[#] 1 second

[F] + [3]

[F] + [3]→[4]

[F] + [3]→[4]→[3]

[F] + [3]→[2]

[F] + [3]→[1]

[F] + [3]→[5]→[4] 1 second

■ Exclusive Software■ List of Key Operations
Exclusive software for DK-5000 Series offers you the functions to export the records

to your computer, to manage and edit the data in .xls/.csv format and many more!

Please visit our website and download the software, which we hope you will find

useful, for free of charge at the link below:

http://www.lineseiki.com/products/productdetails.aspx?Id=119

■記録したレコードの全消去
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●必ず、スタンバイモードにて操作をおこなってください。

●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押して、

　レコードの呼び出しモードに入ります。
　
●　　　キーを押して、全消去モードに入ります。

　全消去の確認画面が表示されます。

　【YES（レコードを全消去する）の場合】

　⇒　　　キーを1秒押してください。

　YESが選択され、全レコードが消去されます。

　全レコードの消去後、レコードの呼び出しモードに戻ります。

　「no data」表示により、レコードが無いことを確認してください。

　
　全レコード消去中、「All data ---- ---- Clear」と表示されます。

【NO（レコードを消去しない）の場合】
　
　⇒　　　キーを1秒押してください。

　レコードは消去されず、レコード呼び出しモードに戻ります。

　　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■記録したレコードの確認
●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押してください。
　
　　
●レコードの呼び出しモードになり、最後に記録したレコードの最終値が表示されます。
　
　レコードがない場合は、「no data」と表示されます。

　【レコードがない場合】

　【レコードがある場合】

　最後に記録したレコード内の最終値の日時が表示されます。

　⇒入力値を表示させる ：　　　キーを押してください。

　⇒日時を表示させる  ：　　　キーを押してください。

　
　⇒ひとつ前のレコードを表示 ：　　　キーを押してください。

　⇒ひとつ後のレコードを表示 ：　　　キーを押してください。

●再び　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■記録したレコードの全消去
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●必ず、スタンバイモードにて操作をおこなってください。

●　　　キー（⑬）を押したまま入力　　　キーを押して、

　レコードの呼び出しモードに入ります。
　
●　　　キーを押して、全消去モードに入ります。

　全消去の確認画面が表示されます。

　【YES（レコードを全消去する）の場合】

　⇒　　　キーを1秒押してください。

　YESが選択され、全レコードが消去されます。

　全レコードの消去後、レコードの呼び出しモードに戻ります。

　「no data」表示により、レコードが無いことを確認してください。

　
　全レコード消去中、「All data ---- ---- Clear」と表示されます。

【NO（レコードを消去しない）の場合】
　
　⇒　　　キーを1秒押してください。

　レコードは消去されず、レコード呼び出しモードに戻ります。

　　　　キー（⑬）を押すとスタンバイモードに戻ります。
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■さいごに
DK-5005Bで記録したレコードをご使用のパソコンに取り込むことで、

データ管理・編集をパソコン上で行えます。

そのほか、非常に便利な機能も搭載しておりますので、当社ウェブサイトより

DK-5000シリーズ専用ソフトウェアをダウンロード（無償）の上、是非お役立てください。

当社ウェブサイト：https://lineseiki.heteml.jp/mieruzzo.com/jp/DKform/

■キー操作一覧

目的

電源　ON

電源　OFF

日時の設定開始

スタンバイ画面へ戻る

レコードの記録開始

レコードの記録終了

記録したレコードの確認

　入力値の確認

　日時の確認

　ひとつ前のレコードの最終値の確認

　ひとつ後のレコードの最終値の確認

記録したレコードの全消去

キー操作

電源キー（⑧）1秒間

電源キー（⑧）3秒間

[F] + [1]

[F] 

[#]1秒間

レコードの記録開始中に再度[#]1秒間

[F] + [3]

[F] + [3]→[4]

[F] + [3]→[4]→[3]

[F] + [3]→[2]

[F] + [3]→[1]

[F] + [3]→[5]→[4]1秒間

DK-5005B　スタートガイド


