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登録
設定が完了したらタップして保存してください。

装着中のタイヤセット
現在選択中のタイヤセットが表示されます。
「夏用」or「冬用」
※「センサ設定」の「タイヤセット」がON時のみ表示されます。

タイヤローテーション
タイヤのイラスト部分をタップしたままドラッグさせると、
タイヤの位置を移動できます。車輪配列図にはリムラベル
が表示されます。ローテーション後のラベル位置を確認し、
実車に合わせたタイヤ位置へ変更してください。

センサIDの設定
初回取付け時やセンサ交換後にセンサ位置を設定し
ます。 トレーラーの接続

受信機装着トラクタヘッド（親機モード）の周囲に受信機装
着（子機モード）トレーラーがあると、接続可能なトレーラー
のナンバーが表示されます。接続したいトレーラーのナン
バーをタップし、確認画面で「OK」をタップします。

登録が完了すると、リストの上部に登録されたトレーラー
が表示されます。

トレーラーの切り離し
トレーラーを切り離す時は、画面下の「切り離し」タップする
と確認画面が表示されますので「OK」をタップするとトレー
ラーが切り離されます。

登録
設定が完了したらタップして保存してください。

※画面のリストに接続可能なトレーラーを表示させるに
は、親機モードの車両の近くで、電源が入った子機モード
車両があることが必要です。

アプリの検索
アプリをインストールするスマートフォン／タブレットから「Google Play」 又は「 App Store」にアクセスし、
「HiTES4 設定アプリ」を検索します。

アプリのインストール
表示された「HiTES4設定アプリ」をタップしインストールします。

アプリの起動
下記のアイコンをタップし起動してください。
※設定アプリ利用時に、GPS（位置情報）等を始めとする機能へのアクセス許可を求められますので
   「許可」を選択してください。

Wi-Fi をON にして受信機のSSIDを選択
スマートフォン／タブレットの Wi-Fi をONにし、接続を行う受信機のSSID を選択します。
受信機のSSIDは、「HiTES＋10桁の英数」で表示されます。

SSIDのパスワードを入力
パスワード： hites2031
※接続されない場合は、Wi-Fi 接続をやり直してみてください。

設定アプリに戻る
Wi-Fi 接続が完了したら「設定アプリ」の表示に切り替えます。
正しく接続できていれば、画面上部に受信機ID が表示されます。

タイヤローテションを行った場合は、受信機へ登録しているタイヤ位置情報を更新してください。
※センサ位置に変更がない場合は不要です。
※T.M.S連携を行っている場合は、T.M.Sからも操作ができます。

※ローテーションを行うと、センサID、管理値もタイヤに合
わせて移動します。ポジションによって管理値が異なる
場合は、「センサ設定」画面で修正してください。
※タイヤを「仮置き」に移動したポジションは、タイヤが割
り当てられるまで黄色で表示されます。
※必ず全ポジションへタイヤを割り当ててください。
　未割当のポジションがある状態で、受信機への登録は行
　えません。

HiTES4を初めて取付けた時、又は、センサを交換した時に必ず実施してください。
「センサ設定」では以下の設定が行えます。

タイヤ空気圧及びタイヤ内空気温度の管理値設定
赤色、黄色となるタイヤ空気圧及びタイヤ内空気温度の管
理値を設定します。

リムラベルの登録
車両へ受信機を取付けた初回や、ラベルを交換した
際に設定を行います。

タイヤセット
タイヤをセットで管理する場合、チェックを入れると、
夏/冬をセットで管理する場合に便利です。
（14本以上は設定出来ません）

センサ ID/ラベル/ 管理値の設定
車輪配列図（画面左図）のタイヤイラスト部分またはリスト
表示の該当ポジションをタップすると「設定ウィンドウ」が
表示されます。各タイヤのセンサIDと管理値（赤・黄）を設
定してください。

管理値の一括設定
画面右上のメニューアイコンをタップして「管理値一括設
定」をタップすると全てのタイヤに同じ値を設定できます。

トラクタヘッドとトレーラーにHiTES4をつけた場合（トラクタヘッドの受信機は「親機モード」、トレーラーの受信機は「子機
モード」の場合）に、連結や切り離し状態での選択ができるように設定ができます。
トレーラー選択は、親機モードとなっている受信機で”トレーラー牽引設定”がONになっていることが前提条件となります。

車両運行中に表示アプリの操作、
注視を行わないでください。
道路交通法違反となります。
操作は安全な場所に停車して
行ってください。

インジケーターへBluetooth 接続し
タイヤ空気圧・温度情報を表示、

確認するアプリです

表示アプリ
クイックガイド

トラック＆バス用
タイヤ空気圧モニタリングシステム

●  機能  ●

・タイヤ毎のタイヤ空気圧/タイヤ内空気温度の確認
・トレーラー切替
・管理値黄、赤のお知らせ
・インジケーターの設定（ブザー音鳴動時間等）
・T.M.S 連携機能
（事務所との情報共有、メッセージ受信、日常点検等）

表示アプリのご利用には
Android、iOSを搭載した

スマートフォン／タブレット端末が
必要です。

設定アプリのご利用には、
Android 、iOSを搭載した

スマートフォン／タブレット端末が
必要です。

                      
・車両へ取付け後の受信機初期設定
（ T.M.S サーバーとの接続設定含む）
・タイヤローテーション
・センサ交換後のセンサ情報更新

設定アプリ
クイックガイド

トラック＆バス用
タイヤ空気圧モニタリングシステム

本品に関するお問合せ・ご相談
タイヤお客さま相談窓口

フリーダイヤル 0120-667-520　平日（月～金）9:00～17:00

本紙では設定アプリの代表的な操作のみ記載をしています。
詳細につきましては、取扱説明書（運用編）をご参照ください。

HiTES4をご使用前にご一読ください。
このクイックガイドは必要なときにいつでも
ご覧いただけるよう、取扱説明書（運用編）と

共に大切に保管してください。

HiTES4 をご使用前にご一読ください。

※Google Play及びGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
※App Storeは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。HiTES4 受信機の初期設定、

センサ情報などの設定に使用するアプリです

●  機能  ●

設定アプリ（無料）のインストール

設定アプリと受信機の接続

画面はiOS版のものです

センサ設定と管理値設定 タイヤローテション トレーラー選択/切離しの設定方法
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=タイヤ選択中

=未選択（タイヤあり）

=自動巡回ON

=自動巡回OFF
=　未点検

=　正常

=　問題あり

=　点検対象外

=正常

＝センサ未受信(白)
またはスペアタイヤ未登録箇所

＝管理値(黄）

＝管理値(赤）
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表示アプリのインストール

表示アプリの初期設定

状態表示

お知らせ ※T.M.S連携時の機能

アプリ内アップロード開始 ※T.M.S連携時の機能

メニュー画面 メニュー項目

異常のみ表示

センサID

画面切り替え

タイヤポジション番号

メニュー表示

全体表示

空気圧表示

温度表示

車両種別表示

接続中のトレーラー

接続可能なトレーラーの一覧

トレーラー切り離し

タップするとアプリのメニューが表示されます。

トレーラーの選択や切り離しを行います。
本機能は、トラクタヘッド（受信機：親機モード）へ、トレーラー（受信機：子機モード）の選択や切り離し操作を行います。
「トレーラー選択」を行うことで、トラクタヘッドへ取付けたインジケーターより、トレーラーの情報を確認することができま
す。表示アプリ利用時はトラクタヘッドとトレーラー両車両の情報を見ることができます。
※トレーラー選択は、受信機（親機モード）で且つ、「トレーラー牽引」設定がONとなっている場合のみです。

本紙では表示アプリの操作や設定方法をカンタンにわかりやすくご紹介します。
詳細につきましては、取扱説明書（運用編）もあわせてご覧ください。

運行前の日常点検をスマートフォンで記録し、T.M.Sサーバーへ送信します。

入力した点検したデータをT.M.Sサーバーへ送信します。
※「送信」ボタンは全ての点検結果を入力しないとボタンが有
効になりません。

送信

「HiTES4」のアイコンをタップするとアプリが起動し「インジケーターID」の選択画面が表示されます。
表示されたインジケーターID一覧より、該当するIDをタップして選択します。
※インジケーターIDはHiTES４受信機及びインジケーターが起動していないと検出されません。
※間違ったインジケーターIDを選択した場合は、アプリ起動後メニューより変更ができます。

基本情報
点検を行った運転者の氏名を入力します。
NFC付きスマートフォンでは、ICカード免許証から氏名を読み取って
自動で入力されます。※Android版のみ有効な機能
※ICカード免許証読取には、免許証発行時に登録した4桁の暗唱番
号が必要です。
※暗唱番号を3回続けて間違えるとICチップは読めなくなりますの
でご注意ください。

ドライバー名：

日　時　　 ：点検時の日付と時刻を設定します。
天　気　　 ：点検時の天候を選択します。
備　考　　 ：連絡事項などをテキスト入力できます。

点検項目
日常点検では、法規で規定されている「法定点検」と、お客様が任意追加した「ユー
ザー設定点検」を行います。
各項目をタップして実施する点検項目を選択します。
※「ユーザー設定点検」を行うには予めT.M.S上で点検項目の登録を行い、表示アプ
リで同期をしておく必要があります。
※タイヤ空気圧の点検結果は、HiTES４で受信した結果が自動表示されます。未受信
箇所がある場合完了となりません。

各点検を実施後、表示アプリの該当項目をタップし点検結果を記録してください
点検結果はタップ毎に以下のように入力項目が変わります。

設定を変更したい項目をタップし、
表示された画面よりブザーの鳴動時
間を選択してください。

空気圧・温度の鳴動時間

鳴動時間選択画面

スマートフォンの音量OFFの場合は、
ブザー音は鳴動しません。
音量はスマートフォンの設定に依存
します。

通知抑止設定
表示アプリ上のブザー鳴動時の間隔を指
定できます。

タイヤの個別表示画面右上に表示される
ID表示のON/OFFが可能です。

センサID表示

センサ I Dを表示しています。
「管理音設定」画面から表示のON/OFF
が可能です。

現在の画面のタイヤポジション番号を
表示しています。

タップするとタイヤポジション番号順に画面が
切り替わります。(画面をスワイプしても切り替
えることができます。)

チェックをつけると管理値赤・黄が発生してい
るタイヤポジションのみ表示します。

※分母数字は車両の最大タイヤ本数、トラクタ
ヘッドはトラクタヘッドのタイヤ本数、トレ
ーラーはトレーラーのタイヤ本数

タップするとアプリのメニューが表
示されます。

全体表示画面に戻ります。

選択されているタイヤ内空気温度が
表示されています。

親機：「トラック/バス/トラクタ」
子機：「トレーラー」

選択されているタイヤの「空気圧」が
表示されています。

トラクタヘッド（受信機：親機モード）の近隣にある
接続可能なトレーラーのナンバー一覧が表示され
ています。
タップすると、選択したトレーラーを登録します。

タップすると現在接続中のトレーラーを切り離します。

現在トラクタヘッドで接続中のトレーラーが表示をします。
※未接続時は空欄となります。

選択されているタイヤ内の空気温度が
表示されます。

温度表示

タップするとタイヤボジション番号順
に切り替えます。

タイヤ選択

タップするとタイヤポジション番号順
に自動で切り替えて表示していきます。

自動巡回

トレーラー（被牽引車両）のタイヤ
モニタリング画面に切り替えます。
※画面を縦にスワイプしても切替
　可能です。

表示車両選択

メニュー表示

選択されているタイヤの「空気圧」

が表示されています。

空気圧表示

タップするとタイヤ個別の表示に
切り替えます。
画面を左右にスワイプしても
個別表示画面に切替可能です。

個別表示

タイヤの状態を表示しています。
タイヤ部分をタップすると
タイヤ個別の表示に切り替えます。

タイヤステータス

タップするとアプリのメニューが表示
されます。

各タイヤポジション及びタイヤ空気圧／タイヤ内空気温度表示部

の背景色は状態を色で表示しています。

　　　緑 ：空気圧 / 温度ともに正常

　　　黄  ： 空気圧/温度いずれか又は両方が管理値（黄）

　　　赤  ： 空気圧/温度いずれか又は両方が管理値（赤）

白＆数値非表示 ：センサデータ未受信の状態

全体表示画面での背景色

表示アプリがインジケーターと正常に接続完了すると
受信機に登録されている車両の情報が表示されます。

接続モード：親機であるか子機であるかを表示します。
車両番号　：選択した車両の車両登録番号が表示されます。
空気圧　　：正常＝タイヤ空気圧は正常です。
　　　　　　管理値が赤又は黄の場合＝管理値に達しているタイヤ本数が表示
　　　　　　されます。
温度　　　：正常＝タイヤ内空気温度は正常です。
　　　　　　管理値が赤又は黄の場合＝管理値に達しているタイヤ本数が表示
　　　　　　されます。
トレーラー：選択したトレーラー（子機モード）の車両登録番号が表示されます。
空気圧　　：正常＝タイヤ空気圧は正常
　　　　　　管理値が赤又は黄の場合＝管理値に達しているタイヤ本数が表示
　　　　　　されます。
温度　　　：正常＝タイヤ内空気温度は正常
　　　　　　管理値が赤又は黄の場合＝管理値に達しているタイヤ本数が表示
　　　　　　されます

T.M.Sよりメッセージ送信された場合、
「お知らせ」へ表示されます。

アプリ内に記録されたログをT.M.S
サーバーへアップロードします。

タップするとそれぞれの設定画面に移動します。

空気圧／温度モニタ：タイヤの空気圧とタイヤ内空気温度の確認ができます。
日常点検　　　　　：運行前の日常点検をスマートフォンに記録してから T.M.S
　　　　　　　　　　サーバーへ送信できます。※T.M.S 連携時の機能
トレーラー選択 ：トレーラーの選択や切り離しが行えます。
管理音設定　　　　 ：インジケーターのブザー音に関する設定が行えます。
T.M.S 連携時　　　：T.M.S サーバーとの連携に関する設定が行えます。
インジケーター設定：予め登録した管理値に達した場合に運転席に設置している
　　　　　　　　　　インジケーターからのブザー音ON/OFF が設定できます。
インジケーター選択：近くにインジケーターが複数ある場合、インジケーター　
　　　　　　　　　　の切替えが行えます。
ヘルプ　　　　　　：HiTES４についての問い合わせ先を表示します。
終了　　　　　　　：表示アプリを終了する場合に選択します。

表示アプリをインストールするスマートフォンから
「Google Play 」又は「 App Store」へアクセスし、
「HiTES4」を検索してインストールします。

インジケーターは2種類のLED表示によってリアルタイム
にタイヤ空気圧とタイヤ内空気温度の状態を表示します。
また、タイヤ空気圧、タイヤ内空気温度が設定管理値を超
えた時は、"お知らせLED(赤／黄)"の点滅とブザー音でお
知らせします。

表示アプリがインストールされ
ると右のアイコンが画面に表示
されます。

モード 子機接続 ：

ブザー有・無 :

企業コード：

通常はOFFで使用します。　注）自立モ
ードで運用する場合はONにしてください。

ON  = ブザー音　有り
OFF = ブザー音　無し

設定アプリで入力した企業コード（10桁）
を入力します。

必要項目を入力し「設定」をタップします。

入力が完了したら「設定」をタップすると初期設定が
完了します。

自立モードとはトラクタヘッドへ受信機（親機モード）を取
付けせず、トレーラーに取付けた受信機（子機モード）とトラ
クヘッドへ設置したインジケーターで運用する機能です。

空気圧 /温度モニター画面（個別表示）

画面下の「設定を始める」をタップします。

表示アプリの使用上の注意
表示アプリをインストール後初めて起動すると、アプリへの以下の
許可画面が表示されます。全てに許可をしてください。
　・Bluetoothの利用許可
　　→ 利用を許可してください。
　・位置情報（GPS）へのアクセス許可
　　→ 利用を許可してください。
　・ペアリングの許可
　　→ キャンセルしてください（ペアを許可しない）

上記権限を設定しないと、表示アプリはご利用できません。
※表示アプリの使用を開始した後、OSの設定画面より権限を許可
または拒否できます。

タイヤ空気圧やタイヤ内空気温度が管理値（赤又は黄色）になった
場合のブザー音に関する設定を行います。

※Google Play及びGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
※App Storeは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。

インジケータ－

HOME画面 空気圧/温度モニター画面（全体表示）

トレーラー選択（牽引/切離し）

日常点検画面（※T.M.S連携時のみ有効な機能）

管理音設定

お知らせLED(赤/黄)
電源LED(緑)

ブザー停止ボタン
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