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 ご使用前に必ずこの｢取扱説明書｣をよくお読みいただき､正しくお使いください。 
 お読みになったあとは、必ず保管してください。 
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ご使用手順 
 

 

FlashAir（SD カード）を MC に挿入して FlashAir の設定を行う。・・・P.101～P.104 

MC 画面にて無線出力状態を確認する。・・・P.2 

FlashMonitor を起動し FlashMonitor の初期設定を行う。・・・P.9～P.10 

（設定後、FlashMonitor を再度起動します） 

FlashMonitor でデータを取得、表示する。・・・P.28～P.31 

以降は以下のページから行いたい操作をご参照ください。 

情報表示・操作について。  ・・・P.8 

・ＭＣデータを確認する。  ・・・P.14～P.18 

・ＵＣデータを確認する。  ・・・P.19～P.22 

・ツール・ヘルプ            ・・・P.23 

・設定変更             ・・・P.24～P.25 
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安全上のご注意 必ずお守りください。 
 

・安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する

ための安全に関する重大な内容を記載しています。 

必ず次の内容（説明、図記号）をよく理解してから本書をお読みになり、記載事項をお守

りください。 

・お読みになった後はお使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

 

記号の意味 

 警告 取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合を

示します。 
 注意 取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損

害のみの発生が想定される場合を示します。 
 

本文中の絵表示は、次のような意味を表します。 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

注意
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 

禁止の行為であることを告げるものです。 

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 

SD カード、FlashAir を取り扱う端末
は必ずウイルス対策を施し、ウイルス

感染させないようにしてください。 
ウイルスの影響で機器が 

正常に動作しなくなる可能性があります。 

 
注意 

装置を掃除する前に、必ず操作を停止し
て、電源スイッチも切ってください。 

 

感電、傷害の原因につながることがあります。 

 
強制 

お客様ご自身で分解・改造をされないで
ください。 

 
感電や障害、火災の原因になります。 

 
取外禁止 

濡れた手でボタンに触れないでくださ
い。 

 
感電の原因となることがあります。 

 

禁止 
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アプリケーション基本操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 側無線出力状態の確認 

 

【各画面での確認部分】 

 

 

 

 

【設定変更時画面】 

 

 

・・・ 画面内のボタンや操作対象を選択する動作です。 

    対象部分をタッチし、すぐに離します。 

タップ 

・・・ 画面内の表示をスクロール移動させる動作です。 

    操作対象部分をタッチし、上下、左右に指を移動させながら 

    画面から指を離します。移動量が多い場合に使用します。 

フリック 

・・・ 画面内の表示を移動させる動作です。 

    対象部分をタッチしながら、上下、左右に指を移動させます。 

    指を離したところで画面の移動は止まります。 

    移動量が少ない場合に使用します。 

スワイプ 

・・・ 赤丸部分にこのマークが出ている場合は 

無線 LAN 電波を出力（ON）している状態です。 

・・・ FlashAir の SSID 変更時に無線出力が「ON」に 

   なっている場合に表示されます。 

   P65 を参照して無線出力を「OFF」にしてから 

   操作を行ってください。 
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動作概要・注意事項 

 

Flash Monitor（以下本アプリ） はAndroid タブレット用のアプリケーションです。 

 

東芝キヤリア製 モジュールコントローラ（以下MC）に挿入されている、FlashAirから無線

LAN経由で熱源機モジュール（以下ユニットコントローラ：UC）の運転データを取得して表

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 ・MCに挿入されているFlashAir、本アプリFlash MonitorのSSID、パスワードを 

変更する場合は以下の操作により変更してください。（※SSIDは本チラー専用です。） 

MCの設定 【FlashAir側の設定】 

SSIDの変更（P63） 

パスワードの変更（P64） 

アプリケーションの設定 【Flash Monitor側の設定】 

 SSIDパスワード編集（P39） 

 ・本アプリはAndroidタブレット専用です。 

 ・データを消去する操作はアプリケーションに有りませんので、ファイルマネージャなどのファイル 

操作アプリにて不要データを管理し、十分な大きさの保存領域を確保してください。 

【１GB以上を推奨】 

ただし、本アプリケーションではMCからデータを取得する際に 

２ＧＢ以下の空き容量の場合は下記ダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

２６６MB以下の空き容量の場合は下記ダイアログが表示され 

FlashAirからデータを取得することができないようになっています。 

不要データの削除、必要データのバックアップを行った後に再度実施してください。 

 

 

 

 

 ・ＭＣの表示日時が実際の日時と合っていることを確認してください。 

合っていない場合はMCの取扱説明書を参照し、設定を行ってください。 

 ・全てのUCのアドレス設定が完了（UCの接続台数が変更になった場合など）後に 

無線 LAN の届く範囲は周囲の環境により異なるため、 

電波状況の良いところまで近づいてご使用ください。 

 

動作確認済み FlashAir バージョン 

W-03 8GB 16GB （FW3.00.01） 

W-04 1６GB     （FW4.00.01） 

※W-04 の FW（ファームウェア） 

については 4.00.01 以上を 

ご使用ください。 
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データの採取を行ってください。 

 

設計仕様 

 ・対応ＯＳ：  Android 5.1～9.0 

 ・画面サイズ： 1920×1200 

         1280×800 

 ・メモリ：   2GB 

 ・保存容量：  32GB 

 ・動作確認端末 

・ASUS ZenPad 10 （Z300CNL） 

・Lenovo YOGA ３ Plus（Lenovo YT-X703X） 

・HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro 

・NEC Lavie Tab （PC-TE510BAL） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクティベーションについて 

本アプリケーションを利用するためにはアクティベーション（利用開始手続き）が必要です。 

アクティベーションを行うにはアクティベーションコードが必要になりますので、本書背表紙記載の弊社

サービス営業にお問い合わせいただくか、P72 の手順にて入手してください。 

 

【アクティベーション有効期間】 

アクティベーションの有効期間は保守契約の契約期間と同じです。 

有効期間が切れる 7 日前からアプリケーション起動時にアクティベーションコード入力画面が表示される

ようになります。 

この時点ではアプリケーションの利用は可能ですが、早めに新たなアクティベーションコードを入手しア

クティベーションの実行をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlashAir との接続がうまく行えない場合は、タブレット端末の接続設定から対象の FlashAir の SSID へ

直接接続してください。使用する SSID の確認は SSID の変更（P63）で確認してください。 

タブレット端末本体の接続設定は端末の操作方法を参照してください。 

使用する SSID のパスワードは Flash Monitor に登録されているパスワード（P39）と 

FlashAir で使用するパスワード（P64）が同一の物になっているか確認してください。 

アクティベーション期間確認 

画面 

※Flash Monitor を起動したまま、 

複数の別アプリケーションを起動している場合、

AndroidOS によってタブレットの 

利用可能メモリ量を確保するため、強制的に

Flash Monitor が停止されることがあります。 

タブレット本体のサイズによっては一部文字の見切れが発生する場合があります。 

 
Android OS9.0 以上で SAMSUNG Galaxy 系端末を使用した際に一部想定と異なる動作が確認されて

います。（MC 接続状態表示の更新が行われない） 
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【アクティベーション有効期間切れ】 

アクティベーションの有効期間が切れた状態でアプリケーションを起動すると新たにアクティベーション

が実施されるまで、本アプリケーションを起動することはできませんので本書背表紙記載の弊社サービス

営業部へお問い合わせいただき、アクテイベーションコードを入手してアクティベーションを実施するよ

うにしてください。 

アクティベーション期間切れ 

表示画面 

アクティベーション期間切れ 

入力画面 
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機能一覧 

 

全般画面構成 

（P20） 

現場フォルダ切替 運転データを保存するためのフォルダの切替、作成 

を行います。 

MC切り替え設定  運転データを取得するMCの切替を行います。 

MC 

表示 

MC運転データ 

（P27） 

UC一覧     MCに接続されているUCの一覧とUCの運転データ

を表示します。 

系統データ    系統A、系統Bの運転状態を表示します。 

トレンドグラフ  系統毎の運転データをグラフ表示します。 

運転履歴     ＭＣからの発停の履歴を表示します。 

故障履歴     故障の履歴を表示します。 

消耗品交換通知  運転時間から圧縮機、ファン、ポンプの交換時期に近

くなったUCを表示します。 

MC点検（P30） 冷媒漏洩点検（REMACフォーマット） 

               フロン排出抑制法に適合した、東芝キヤリアが提供 

するREMACに表示されるチェック項目を表示しま 

す。REMACの詳細内容は弊社HP、又は本書背表紙

記載の弊社サービス営業部へお問い合わせください。 

遠隔操作    系統毎に、「手元」設定になっているUCのエバコン

を操作します。 

UC 

表示 

UC運転データ 

（P32） 

ユニットデータ MCに接続されているＵＣのサーキット毎の運転 

データを含めて表示します。 

トレンドグラフ UCの運転データをグラフ表示します。 

UC冷媒系統図  各サーキットの運転状況を視覚的な図で表示します。 

故障履歴        UCの故障履歴を表示します。 

消耗品交換通知  運転時間から交換時期に近くなった、圧縮機、ファン、 

ポンプの状況を表示します。 

ツール 

（P40） 

保有水量計算  敷設配管の径と長さから保有水量を計算します。 

 

ヘルプ 

（P41） 

故障コード検索 故障コードから故障内容を検索します。 

キーワード検索 登録したキーワードを検索します。 

設定 

（P43） 

ストレージ設定 受信したデータを保存する場所を設定します。 

通信設定    現在の無線LANの通信設定を表示します。 

言語切り替え  アプリで表示する言語を切り替えます。 

保全周期設定  消耗品交換通知で使用する通知時間を設定します。 

コード設定   アプリで使用するコードを更新します。 

ユニット名称  MC、UCに表示する名称を設定します。 

REMAC    REMACのWebトップ画面を表示します。 

ソフトウェアバージョン 

 使用されているソフトウェアについて表示します。 



- 7 - 

 

 

情報表示・操作部の名前と働き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリの設定変更画面に 

移動します。 

（P43） 

現在表示中の MCを表示します。

表示する MC を 

切替る画面へ移動します。 

（P37） 

MC に接続した日時を表示します。 

最新の運転データを MC から 

取得します。 

※MC に接続されている時のみ 

選択可能です。 

リアルタイムデータ

表示に切替えます。 

（P26） 

表示する 

運転データの時刻 

を選択します。 

（P25） 

現在表示中の MC に 

接続されている UC が 

表示されます。 

また、内容表示部の表示内容を 

UC に切替える際に 

タップします。 

（P32） 

表示しているデー

タに対応する機器

名称を表示しま

す。 

※詳細は下記を参

照してください。 

現場フォルダの 

作成・切替え画面に移動します。 

（P35） 

ツール画面に切替えます。 

（P40） 

ヘルプ（検索）メニューを 

表示します。 

（P41） 

MC からデータを取得した際に 

表示します。 

選択している 

機器名称に対応する

データを表示。 
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画面構成（初回起動時） 

アプリの初回起動時の操作方法を示します。 

 初回起動時には「アクティベーション」「ストレージ選択」「言語切替」の設定を行います。 

設定にはアクティベーションコードが必要になりますので、本書背表紙記載の弊社担当営業、弊社サ

ービス営業部へお問い合わせいただき、事前にアクティベーションコードを取得してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

初回起動時 

コード部に 

タブレットアクテイベーションコード 

を入力し 

「次へ」ボタンをタップします。 

 

初回ストレージ選択 

MC から取得するデータを 

内部ストレージ 

外部ストレージ 

のどちらに保存するかを選択します。 

 

選択後、「次へ」ボタンをタップします。 

※アクティベーションコードは取得後、7日間のみ有効なコードです。 

入手後7日以上経過した場合は、再取得し、入力してください。 
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画面構成（２回目以降起動時） 

 

アプリ起動時の画面の移動を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場フォルダ切替（P34） 

MC から取得するデータを保存 

するフォルダを作成します。 

２．作成後タップして 

MC 切り替え設定画面 

へ移動します。 

１．タップして作成画面へ移動

します。 

「設定確定」後にアプリケーションが終了しますので、再度起動をします。

起動後は画面構成（２回目以降起動時）の手順で操作を行います。 

初回言語切替 

表示に使用する言語を 

選択します。 

 

選択後、「設定確定」ボタンを 

タップします。 
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MC 切り替え（P37） 

MC 運転データ画面 

【ツール系】（P17） 

 

【MC 表示切替】（P11） 【UC 表示切替】（P14） 

 

取得する MC を選択します。 

MC に接続し、データ取得可能な日付

の一覧が表示されます。 

取得する日付を選択し、データ取得後

に MC 運転データ画面を表示します。 

※Android OS9.0以上では接続可能なMCを検出するためにタブレット 

端末の位置情報サービスを有効にする必要があります。 

アプリ起動前に設定を行ってください。設定方法は端末本体の 

取扱説明書等をご確認の上行ってください。 

 

※一部端末機種において、MC接続状態が最新の状態に自動更新されない 

場合があります。動作確認済み端末に関しては、P.４「動作確認端末」 

を参考にしてください。 
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MC 画面構成（表示切替） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面に表示する内容は上部の大項目切替領域、小項目切替領域のタブの選択によって 

切替、MC を選択表示している場合は下表の内容を切替ることができます。 

 

【MC 大項目】 【MC 小項目】 

・運転データ ・UC 一覧     MC に接続されている UC の一覧と運転 

データを表示します。 

・系統データ    系統 A、B の運転状態を表示します 

・トレンドグラフ  各系統の運転データをグラフ表示します。 

・運転履歴     MC からの発停の履歴を表示します。 

・故障履歴         故障履歴を表示します。 

・消耗品交換通知   圧縮機、ファン、ポンプの運転時間から 

          指定した交換時間に近い熱源機ユニット 

          を表示します。 

・点検 ・冷媒漏洩点検（REMAC フォーマット） 

          フロン排出抑制法に適合した、 

東芝キヤリアが提供するREMACに表示 

されるチェック項目を表示します。 

・遠隔操作    停止しているUCのエバコンを操作します。 

 

各画面表示を次ページ以降に載せています。 

目的の操作画面から参照ページで内容をご確認ください。 

【MC 大項目切替領域】 【MC 小項目切替領域】 
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MC画面構成（運転データ） 

 

ご使用になる機能のページをご参照ください。 

【MC 大項目＝運転データ】 

 

 

 

 

【MC 小項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P２7） （P２8） 

（P２8） （P２8） 

（P２9） （P２9） 
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MC画面構成（点検） 

 

【MC 大項目＝点検】 

 

 

 

 

【MC 小項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P30） 

（P31） 
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ＵＣ画面構成（表示切替） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面に表示する内容は上部の大項目切替領域、小項目切替領域のタブの選択によって 

切り替え、UC を選択表示している場合は下表の内容を切り替えることができます。 

 

【ＵC 大項目】 【ＵC 小項目】 

・運転データ ・ユニットデータ   MCに接続されているＵＣのサーキット 

毎の運転データを含めて表示します。 

・トレンドグラフ  UCの運転データをグラフ表示します。 

・UC冷媒系統図  各サーキットの運転状況を視覚的な図で表 

示します。 

・故障履歴        UCの故障履歴を表示します。 

・消耗品交換通知  運転時間から交換時期に近くなった、 

圧縮機、ファン、ポンプの状況を表示しま 

す。 

               

各画面表示を次ページ以降に載せています。 

目的の操作画面から参照ページで内容をご確認ください。 

 

 

【UC 大項目切替領域】 【UC 小項目切替領域】 



- 15 - 

 

 

ＵＣ画面構成（運転データ） 

 

ご使用になる機能のページをご参照ください。 

 

【UC 大項目＝運転データ】 

 

 

 

【UC 小項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P32） （P33） 

（P33） 
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（P34） （P34） 
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ツール画面構成 

 

ご使用になる機能のページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルプメニュー構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P40） 

（P42） （P41） 
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設定画面構成 

 

ご使用になる機能のページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P44） （P44） 

（P45） （P46） 

（P47） （P49） 
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（P５0） （P５1） 

【参考】REMAC とは 

東芝キヤリアが提供する、フロン排出抑制法

に基づくフロン類取扱い管理システム（WEB

サイト）です。 

詳しくは弊社 HP、又は本書背表紙記載の弊

社支社、支店のサービス営業部までお問い合

わせください。 
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全般画面構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P35） 

（P37） 

FlashAir との接続がうまく行えない場合は、タブレット端末本体の WLAN 設定から 

対象の FlashAir の SSID へ直接接続してください。 

使用する SSID のパスワードは Flash Monitor の MC 切り替え・SSID パスワード編集画面で 

ご確認ください。（P39） 
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起動時 操作方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【起動中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現場フォルダ切替】 

 

「Flash Monitor」 

を起動するとしばらく左記の画面が 

表示されます。 

左記【現場フォルダ切替】画面が 

表示されます。 

初回起動時は現場フォルダが 

作成されていない状態のため、 

「データが存在しません」 

と表示されます。 

 

現場フォルダを作成する場合、 

右下に表示されているアイコンを 

タップします。 

FlashAir の SSID の変更（P63）を参照し、搭載する MC に合わせて SSID を設定してください。 

設定可能な値は 001～255 です。 

FlashAir の WLAN 接続設定（無線 ON/OFF 設定）（P65）を参照し、無線の ON・OFF を設定して

ください。 

例：MC1 に搭載する場合 tcc_chiller_001 

※MC のアドレスと同じにする必要はありませんが、同じ値にした方が管理はしやすくなります。 

複数台の MC（FlashAir）がある場合は必ず別々の値にしてください。 

ここではアプリケーション起動時の操作手順を示します。 

本内容はインストール直後の状態を記載していますが、新規現場で初回に行う作業も同じ内容になります。 

タップします。 

Android OS9.0 以上では接続可能な MC を検出するためにタブレット端末の位置情報サービスを 

有効にする必要があります。アプリ起動前に設定を行ってください。 

設定方法は端末本体の取扱説明書等をご確認の上行ってください。 
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【現場フォルダ作成】 

 
 

【現場フォルダ切替 作成後画面】 

 
 

【切替確認】 

 
 

 

 

 

 

お客様情報を入力します。 

 

※現場名は入力必須項目です。 

この名称でタブレット内に 

フォルダが作成され、 

内部にデータを保存していきます。 

作成した現場フォルダが表示されます。 

作成した現場名をタップします。 

「切り替え」をタップします。 

入力完了後、 

タップします。 
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【MC切り替え】 

 

 

【MC切り替え 確認】 

 

 

【取得データの日付選択】 

 

 

 

運転データを取得可能な 

MC（FlashAir）が表示されます。 

以前に取得済みの MC のデータが 

有る場合も MC が表示されます。 

タップした日付以降のデータを 

一括して取得します。 

※接続できない場合や、 

WLAN 状態の確認のダイアログが 

表示された場合は、タブレットの 

WLAN 設定から直接対象の 

FlashAir へ接続してください。 

SSID パスワードは本画面サブメニューの

SSID パスワード編集にて 

ご確認ください。 

「MC 切り替え」タップします。 

運転データを取得する MC を 

タップします。 

サブメニュー 

ＭＣに保存されている運転データが 

日付毎に表示されます。 

※MC には直近の 1 か月分を保持していま

すが、タブレット内には取得した日数分保

存されますので 1か月以上保持することが

可能です。 

指定した日付のデータのみ受信する場合は 

MC 切り替え（P37）を参照し 

サブメニューの 

「MC からデータ取得（指定日のみ）」 

を実行してください。 

※Android OS9.0 以上では 

接続可能な MC を検出するために 

タブレット端末の位置情報サービスを 

有効にする必要があります。 

アプリ起動前に設定を行ってください。 

設定方法は端末本体の取扱説明書等を 

ご確認の上行ってください。 

 

※一部端末機種において、 

MC 接続状態が最新の状態に自動更新 

されない場合があります。動作確認済み 

端末に関しては、P.４「動作確認端末」を 

参考にしてください。 
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【MCからデータ取得】 

 

 

【MCから取得したデータの表示準備】 

 

 

【アプリケーション起動後画面 UC一覧】 

 

FlashAir から運転データを 

取得しています。 

FlashAir から取得したデータを 

タブレット表示用に展開しています。 

展開が終わると、取得したデータから 

最新の時刻のデータが表示されます。 
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運転データの表示日時変更 
 

MC表示時、UC表示時とも操作方法は同じです。 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  
 

日付を選択 

※タブレットに取得済みの運転データから、 

指定した日時に一番近いデータを表示します。 

表示対象の日時を選択します。 

タップ 

現在表示中のデータの 10 秒前、10 秒後のデータに表示を切り替えます。 

※タブレットに取得済みの運転データに存在するデータが対象となり、 

必ずしも 10 秒毎ではありません。 
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リアルタイムデータ表示 
 

リアルタイムデータ表示の ON/OFF を切り替えます。 

※リアルタイム表示は「MC 切り替え」画面で無線 LAN 接続した MC から 10 秒間隔でデータを 

取得します。 

 MC と通信できない状態ではリアルタイムデータ表示はできません。 

 

  
 

リアルタイム表示：ON 

  
 

リアルタイム表示：OFF 

  

タップすることで動作の切替を 

行います。 

  …リアルタイム表示 ON 

  …リアルタイム表示 OFF 

グレー表示（過去データ参照時） 

  …通信異常 

通信異常時はいずれかの 

下記操作を行ってください。 

① アプリの再起動 

② タブレットの再起動 

リアルタイムボタンタップ時 

画面中央下に切替えた状態を画面下に 

ポップアップ表示します。 

リアルタイム表示 ON 時は 

MC の FlashAir に接続し 

最新のデータを取得します。 

 

 

リアルタイム表示 OFF 時は 

タブレット内の取得済みデータを 

表示します。 

 

※一部端末機種において、 

MC 接続状態が最新の状態に 

自動更新されない場合があります。 

動作確認済み端末に関しては、 

P.４「動作確認端末」を参考に 

してください。 
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MC 表示 
 

MC 運転データ 

 

接続MCの運転データに関するメニューを表示します。 

 
 

【UC一覧】 

MCに接続されている、各UCのデータを一覧表示します。（表示項目はP74を参照） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① MC を選択します。 

②「運転データ」を選択します。 
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【系統データ】 

（表示項目はP74を参照） 

 
 

【トレンドグラフ】 

MCに設定されている、系統毎のデータの時間による変化をグラフ表示します。（表示データ選択） 

（表示項目はP75を参照） 

 

 

【運転履歴】 

MC から運転、停止された時刻の直近 100 件を表示します。 

 
 

 

 

スワイプによる表示時間を移動 

トレンドグラフに表示項目を 

追加します。（最大 9 項目） 

運転履歴を取得します。 

運転履歴を取得した時間を 

表示します。 

表示領域の変更 

※縦軸、横軸 

表示する系統の切替を行います。 
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【故障履歴】 

MCに接続されているUCとMCの故障履歴を表示します。 

故障履歴はMCとUC共通で直近の100件までです。 

※MC切り替え画面にて接続選択したMCのFlashAirに接続されていない場合は取得できません。 

 
 

【消耗品交換通知】 

消耗品の交換を通知します。 

設定→保全周期設定で設定した時間と、 

運転データから取得した各部品の運転時間を比較して表示します。 

※MC切り替え画面にて接続選択したMCのFlashAirに接続されていない場合は取得できません。 

 

 

MC から故障履歴データ

を取得します。 

。 

消耗品交換通知データを 

取得します。 

運転時間に達している部品を 

搭載しているユニットを 

表示します。 

※冷却ファンは制御 BOX のファンです。 
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MC 点検 

 

接続MCの点検に関するメニューを表示します。 

  
 

【冷媒漏洩点検（REMAC）】 

冷媒漏洩点検（REMAC）の点検項目を表示します。 

 

画面のチェック状態を 

保存します。 

点検状況を個別に選択します。 

OK／NG をチェックした日時を

表示します。 

直近保存内容を読み込みます。 

※点検チェック状態を保存した場合に、「読込」ボタンをタップすると直近に保存した内容を 

読みだすことができます。 

※チェック内容については REMAC と同じ内容ですが、アプリケーションと REMAC のシステムは 

連動していません。 

 

※ 

※ 

各ユニットの点検状態を 

一括して OK にします。 

チェックした状態に対してコメ 

ントがある場合に入力します。 

「点検」を選択します。 
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【遠隔操作】 

MC に接続されている UC（かつ遠方状態）の「エバコン」をタブレットから系統毎に動作の指示を行い

ます。※エバコン仕様（高効率仕様）ではない機種では設定しても動作しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 操作対象への指示を設定します。 

※系統A、系統BのどちらにUCが接続されているかは、MCの運転データ画面でご確認ください。 

（P.27  UC 一覧） 

２． 「実行」ボタンをタップすることで、設定した指示内容を MC へ送信します。 

 

注意：対象 MC を「手元」停止状態にする必要があります。 

手元定時状態でない場合は以下のダイアログが表示されます。 

 

 

 

 

 

＝遠隔操作対象＝ 

【エバコン】 ・・・ MC に接続されている UC（かつ遠方状態）のエバコンを操作します。 

 

対象機能への指示を MC へ送り 

ます。 

操作対象の ON/OFF を切り替え

ます。 

すべての対象機能を OFF（停止）

にセットします。 
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UC 表示 
 

UC 運転データ 

 

UCの運転データに関するメニューを表示します。 

 
 

【ユニットデータ】 

各UCの運転状態を表示します。（UC全体、サーキット毎）（表示項目はP74、P75を参照） 

 

 

① UC を選択します。 

②「運転データ」を選択します。 
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【トレンドグラフ】 

UC毎のデータの時間による変化をグラフ表示します。（表示データ選択） 

（表示項目はP７6、P78を参照） 

 

 

【冷媒系統図】 

冷媒系統図を表示します。 

 

スワイプによる表示位置移動 

トレンドグラフに表示する 

項目を追加します。 

（最大 9 項目） 

表示領域の変更を行います。 

※縦軸、横軸 

表示するサーキットを 

変更します。 
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【故障履歴】 

表示選択しているUCの故障履歴を表示します。 

※故障履歴はMCとUC共通で直近の100件までです。 

 

 

【消耗品交換通知】 

表示UCの運転時間に基づく保全周期が近くなった部品を表示します。（ポンプ／圧縮機／ファン） 

※保全周期時間は設定により変更可能です。（P46） 

消耗品交換通知データを 

取得します。 

MC から故障履歴データを 

取得します。 

※冷却ファンは制御 BOX のファンです。 

ポンプ、冷却ファンは 10 時間ごとの 

出力になります。 
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全般 
 

現場フォルダ切替 

 
表示対象を他の現場のデータへ切り替えます。 

 

 
 

 

 
 

【フォルダ編集画面】 

  
 

 

現在の現場フォルダ名が表示 

されているフォルダアイコンを 

タップします。 

現場フォルダ切替画面に移動 

任意の現場名（フォルダ名）をタッ

プします。 

下記操作メニューを表示します。 

・フォルダ切替 

現場名(フォルダ名)タップと同じ 

 

・フォルダ編集 

 現場情報の編集を行う画面へ 

移動します。 

新規現場フォルダを作成 

するための画面に移動します。 

現場名 は必須項目です。 

他の部分の入力は任意になります。 
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【フォルダ切替】 

 
 

 

 

確認画面表示 

「切り替え」をタップします。 

接続可能 MC・取得済み MC の 

一覧表示に移動します。 

（MC 切り替え設定） 
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MC 切り替え 

 

表示対象の MC を切り替えます。 

※現場切替操作後、または下記操作によって表示されます。 

 
 

 
 

【MCからデータ取得】 
 選択した MC（FlashAir）に接続し、運転データを取得します。 

 選択した日付以降の運転データを一括で取得します。 

 MC に接続できない場合はタブレット内の最新取得済みデータを表示します。 

 

【MCからデータ取得（指定日のみ）】 
 選択した MC（FlashAir）に接続し、運転データを取得します。 

 選択した日付の運転データのみを表示します。 

 MC に接続できない場合はタブレット内の最新取得済みデータを表示します。 

 

※Android OS9.0 以上では接続可能な MC を検出するためにタブレット端末の位置情報サービスを 

有効にする必要があります。アプリ起動前に設定を行ってください。 

設定方法は端末本体の取扱説明書等をご確認の上行ってください。 

  ※一部端末機種において、MC 接続状態が最新の状態に自動更新されない場合があります。 

動作確認済み端末に関しては、P.４「動作確認端末」を参考にしてください。 

 

 

 

 

「MC 切り替え」をタップ 

現在接続中の MC を表します。 

最終接続日時を表示します。 

タップで下記操作メニューを表示

します。 

詳細は下記を参照してください。 

MC との接続可能状態を表します。
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【取得済みデータ表示】 
 既に MC からデータを取得済みである場合、 

タブレット内に保存されている取得済みデータを表示します。 

 取得済みとして表示された日付の内、選択した日付の運転データのみを表示します。 

 

【タブレット内データ取り込み】 
 タブレットの IMPORT フォルダにある運転データを取りこみます。 

運転データは MC に挿入されている FlashAir 直下の SVS フォルダ内に格納されています。 

詳細は P52 を参照してください。 

 ※設定のストレージ選択状態によって取得先が異なります。 

 ・内部ストレージ：/FMonitor/現在選択している現場フォルダ/IMPORT 

 ・外部ストレージ：/Android/data/Tccj.TMS.Droid/files/現在選択している現場フォルダ/IMPORT 

 

【SDカードデータ取り込み（タブレット内）】 
※本操作には別途ＰＣなどのデータをコピーする機器が必要です。（例示は Windows です。） 

※Flash Monitor を起動中に SD カードを挿入した場合、SD カードを認識できないため、 

 Flash Monitor の再起動を行ってください。 

外部ストレージ/Android/data/Tccj.TMS.Droid/files/にあるデータを取り込みます。 

MC の SD カード直下の内容をコピーしたことを前提としており、以下に手順を示します。 

１．MC から FlashAir（SD カード）を取り出します。 

２．タブレットに挿入する MicroSD カードの「/Android/data/Tccj.TMS.Droid/files/」 

フォルダへ MC から取り出した FlashAir の内容をそのままコピーします。 

  ３．MicroSD カードをタブレットに挿入します。 

  以上の手順でデータを MC から移動してから本操作を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC から取り出した FlashAir 

（SD カード）直下 

タブレットに挿入する MicroSD カード 

Android/data/Tccj.TMS.Droid/files 

コピー 
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【SDカードデータ取り込み（外付けストレージ）】 
※本操作は何らかの理由で FlashAir を使用できない（無線通信ができない）ため、MC に SD カード

を挿入して使用している方向けの機能です。USB 変換器（カードリーダー）などを使用し、タブレ

ットに SD カードを接続して運転データを取り込む方法です。 

※タブレット端末によっては USB 変換器を使用した SD カードの認識ができないことがあります。 

MC から取り出した SD カードをそのまま接続したことを前提としています。以下に手順を記します。 

１．MC から SD カード（FlashAir）を取り出します。 

２．USB 変換器に SD カードを挿入します。 

  ３．取り込み先 MC のメニューから 

「SD カードデータ取り込み（外付けストレージ）」をタップします。 

  ４．表示されたダイアログで「MC 切り替え」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

  ５．画面左側に出力された「USB ストレージ」をタップします。 

 

  ６．画面下に「全件選択」ボタンが表示されますので、タップします。 

 

 

  ７．３．で指定した MC のフォルダにデータが取り込まれ、運転データ画面が表示されます。 

     

 

【ＳＳＩＤパスワード編集】 
 Flash Monitor のパスワード設定画面を表示します（通常初期値を使用するため、操作不要です）。 

 MC に挿入されている FlashAir のパスワードを変更した場合はここから変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＣＳＶ運転データ取得】 
 CSV 形式の運転データを取得します。 

 取得先：SD カード直下／DAT 

 アプリ保存先： 

 ・内部ストレージ：/FMonitor/現在選択している現場フォルダ/選択 MC フォルダ/DAT 

 ・外部ストレージ：/Android/data/Tccj.TMS.Droid/files/現在選択している現場フォルダ 

/選択 MC フォルダ/DAT 

 

 

パスワードを入力します。 

新パスワードを入力後、 

タップします。 
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ツール 

 

【保有水量計算】 

保有水量計算ツールを表示します。 

  
 

 

１． 「ツール」をタップします。 

タップで入力可能になります。 

任意の値を入力します。 

 

入力値に対して自動的に値を 

表示します。 

合計水量を表示します。 

入力した値を一括してクリア 

します。 

２．ドロップダウンから 

「保有水量計算」を 

タップします。 
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ヘルプ 

 

【故障コード検索】 

故障コード、故障内容から対応方法を表示します。 

 

 
 

 

 
 

実際に MC に表示される故障コードの見方 

「０１AA4」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索結果が表示されます。 

検索対象機種を選択します。 

故障コードの上位桁を選択します。 

故障コードの下位桁を選択します。 

検索を実行します。 

「ヘルプ」をタップします。 

「故障コード検索」を選択 

故障の内容から故障コードを 

検索します。 

01 A A4 

０１・・・故障した機器を表します。 

 00＝MC 

 01＝UC1  

 02＝UC2 

  ↓ 

 16＝UC16 

A ・・・故障したサーキットを表します。 

 0＝全体 

 A＝A サーキット 

 Ｂ＝B サーキット 

 Ｃ＝Ｃサーキット 

 Ｄ＝Ｄサーキット 

A４・・・故障コードを表します。 

 Ａ・・・上位桁部 

 ４・・・下位桁部 
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【キーワード検索】 

指定したキーワードの内容を表示します。 

※コード設定ファイルで選択項目編集可能です。 （詳細は P47 を参照） 

 

 
 

 

 

 
 

 

「キーワード検索」を選択 

「ヘルプ」をタップします。 

キーワードを選択します。 

キーワードの頭文字を選択します。

検索結果を表示します。 
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設定 

 

本アプリの各種設定メニューを表示します。 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

「設定」をタップ 

設定画面へ移動します。 
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【ストレージ選択】 

データ保存ファイル出力先のストレージを選択します。  

  

 

内部ストレージ：FMonitor\ 

外部ストレージ：Android\data\Tccj.TMS.Droid\files\ 

 上記フォルダが出力先になります。 

 

【通信設定】 

アプリケーションの通信設定を表示します。 

  
  

 上段：ＭＣに挿入されているFlashAirの状態を表示します。 

 下段：タブレット側の設定を表示します。 

出力先ストレージを選択します。 

設定を反映します。 

設定変更時にはアプリケーションの 

再起動が必要になります。 
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【言語切替】 

アプリの表示言語を切り替えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English へ変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更後画面 

  

設定を反映 

本アプリケーションを 

再起動してください。 

設定変更時にはアプリケーションの 

再起動が必要になります。 

 

別言語へ戻す場合は 

「Setting」より再度変更してください。
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【保全周期設定】 

消耗品の保全周期を設定します。（圧縮機／ポンプ／冷却ファン） 

  
 

（変更した値の影響場所） 

  
 

 

ドロップダウンから 

閾値とする時間を選択します。 

設定を反映します。 

「MC」「UC」それぞれの 

「運転データ」タブ 

「消耗品交換通知」タブ 

の出力比較に使用します。 

※冷却ファンは制御 BOX のファンです。 

※ 
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【コード設定】 

コード設定ファイルの取り込み、出力を行います。 

（故障コード／キーワード／運転コード／機種コード／表示言語コード／試運転点検項目） 

※決められたフォーマットのコードファイルを取りこむことで、利用ユーザ専用のコード内容とすることが 

可能です。ここで取り込んだ内容は「ヘルプ」の「故障コード検索」「キーワード検索」で参照されます。 

 キーワードコードファイルの作成方法についてはP53を参照してください。 

 

 
 

 【取込コードファイルの格納】 

 

IMPORT 用フォルダ※１ 

の対象データを取込ます。 

取込済ファイルのバージョンを表

示します。 

取込日時を表示します。 

ストレージ設定：内部ストレージ 

/FMonitor/IMPORT フォルダに 

コードファイルを置きます。 

 

ストレージ設定：外部ストレージ 

/Android/data/Tccj.TMS.Droid/Files 

/IMPORT フォルダに 

コードファイルを置きます。 

 

※コードファイルの格納方法についてはご利用

のタブレット端末にインストールされている

ファイルツール（ファイルマネージャなど）

で行ってください。 

 

＊（コード取込用（20170128）.zip） 

＊（試運転点検取込用（20170128）.zip） 

名称は任意です。 
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 【コードファイルの取込操作】 

 
 

【取り込んだコードファイルの使用部分】 

 （故障コード検索） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キーワード検索） 

  

※取り込んだ内容は即座に反映されます。 

「選択取込」 

任意のフォルダに格納してある 

コードファイルを選択して取り込みます。 

また、zip 圧縮されていない個別のコードフ 

ァイルを選択して取り込む際に使用します。 

※取り込んだファイル内容に 

上書きされます。 
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【ユニット名称】 

アプリ内でのユニットの表示名を設定します。 

  

 

 （変更時表示場所） 

 「MC」「UC」の各表示部に内容が出力されます。 

  
 

※設定した内容は即座に反映されます。

※入力桁数は 

半角 12 文字 

全角 6 文字となります。 

① 空欄をタップし、 

任意の名称を入力します。 

②設定を反映します。 

普段使用している名称を登録することで 

普段使用している名称を表示でき、 

ユニットの区別を行いやすくできます。 
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【REMAC】 

REMAC（フロン類取扱管理システム）のWEBページを表示します。 

※東芝キヤリアが提供するフロン排出抑制法に適合した保存内容を記録するWEBサイトです。 

タブレットから利用する際には別途インターネット接続環境が必要です。 

 REMACの利用には利用申請が必要になります。 

  
  

 

  

  

【既定のブラウザが設定されていない場合】 

  

「REMAC 呼び出し」をクリック 

※この操作の前に FlashAir との 

接続を解除し、インターネット 

にアクセス可能な無線 LAN 

への再接続が必要です。 

WEB ブラウザを起動して 

「REMAC」 WEB サイトへ 

移動します。 

規程の WEB ブラウザが設定されて
いない場合はタブレット内の 
ブラウザを選択してください。 
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 （REMAC WEB表示） 

  

 

【ソフトウェアバージョン】 

インストールされているソフトウェアのバージョン、ライセンスを表示します。 

   
  

 ※本資料の巻末にも記載しています。 

現在インストールされている 

ソフトウェアのバージョン、 

ライセンス情報を表示します。 

REMAC へのアカウント登録が 
済んでいる場合は 
・ID 
・Password 
を⼊⼒してログインしてください。 
 
アカウント登録が済んでいない 
場合は「利⽤申請」からお⼿続きく 
ださい。 
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MC（SD カード）内とタブレット内のファイル保存場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タブレット内ストレージのルートフォルダ】 

内部ストレージ：FMonitor\yyyymmdd_現場名\REPORT\MC○○ 

外部ストレージ：Android\data\Tccj.TMS.Droid\files\yyyymmdd_現場名\REPORT\MC○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運転データについて】 

 SVS フォルダに格納されている運転データは 

 ・DATA00〇〇.BIN というファイル名です。 

○○が採取した日付を示しており、過去 31 日分のデータを保持しています。 

 

例：本日が 4/20 の場合 

 DATA0019.BIN が昨日 4/19 のデータになり、 

 DATA0020.BIN が本日書込み中のファイルになります。 

 DATA0021.BIN は先月の 3/21 のデータが格納されています。 

 

 

yyyymmdd_現場名について 

「現場フォルダ切替」で現場フォルダを作成した日付と現場名が入ります。 

例：2017/3/8に 東芝キヤリアという現場名を作成した場合 

20170308_東芝キヤリア 

※MC〇〇 該当のMC番号が入ります。 

MCアドレスとは別のものです。 

 SSIDの tcc_chiller_001  001がMC番号になります。 

例：tcc_chiller_001 = MC1 
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ヘルプのキーワード検索ファイルの作成と取込手順 

 

ヘルプメニューのキーワード検索で使用するキーワードはファイルで取り込むことが可能です。 

ファイルは以下の形式で作成する必要があり、手順を示します。 

ファイル名称：KEYWORD_CD.xlsx 

 

１．Excel でファイルを開きます。 

  

 

２．「B1」にファイルのバージョンを記載します。キーワードファイルのバージョンを管理するために 

入力します。 

 フォーマット：１．０．０．0 （半角数字） 

  上記書式になっていれば数値の使用方法については任意になります。 

３．「C1」に作成日を記載します。キーワードファイルの作成日付を管理するために入力します。 

 フォーマット：YYYYMMDD （半角数字） 

  YYYY：年 MM：月 DD：日 

４．「D1」に作成部署を記載します。（全半角） 

キーワードファイルの作成部署を管理するために入力します。 

５．「A 列」には設定の初回起動時（P8）、言語切替（P45）で設定した言語で表示したい言語のコードを

記載します。 

 日本語：00  （半角数字） 

 English：01 （半角数字） 

６．「B 列」には「99」を記載します。（半角数字） 

７．「C 列」には「D 列」に記載するキーワードの頭文字を記載します。（全半角） 

８．「D 列」に検索対象とするキーワード１を記載します。（全半角） 

９．「E 列」にキーワード１と「F 列」のキーワード２を組み合わせた時の答えの連番を記載します。 

（半角数字） 

 上記ファイルの例では「出口温度」のキーワード１に対してキーワード２は「とは」、「下がらない」 

の 2 つを用意しています。そのため、「とは」部分には１、「下がらない」部分には２を記載しています。 

１０．「F 列」にはキーワード１に対するキーワード２を記載します。（全半角） 

１１．「G 列」には「E 列」と「F 列」を組み合わせたキーワードに対する答えを記載します。 

※キーワードの入力桁数には特別な制限はかけていません。 
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１２．登録して検索するキーワードをすべて記載後、「Office」ボタンから 

「名前を付けて保存」→「その他の形式」を選択します。 

  

 

１３．表示されたダイアログで「ファイルの種類」=「テキスト（タブ区切り）（＊.txt）」を選択、 

任意の保存場所を選択し「保存」ボタンをクリックします。 

 

 

※下記ダイアログが表示された場合は「はい」をクリックしてください。 

 

 

１４．保存したファイルを「メモ帳」で開き、「名前を付けて保存」を選択します。 

 

②  

①  
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１５．文字コードを「UTF-8」に変更して保存します。 

 
 

１６．「はい」をクリックして上書きします。 

 

 

１７．上書き保存したファイルの拡張子を「txt」→「cd」に変更し、取込ファイルの作成は完了です。 

     

 

１８．ファイルをタブレットの取込用フォルダ（IMPORT）へ 

MicroSD カードなどを使用してタブレットへ移動、 

タブレットのファイルマネージャでフォルダへ移動します。 

 ※設定 ストレージ選択（P44）で設定している内容によって移動先が異なります。 

内部ストレージ：FMonitor\IMPORT 

外部ストレージ：Android\data\Tccj.TMS.Droid\files\IMPORT 

 

１９．Flash Monitor のコード設定（P47）の「選択取込」をタップします。 

  
 

②  

①  
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２０．移動した「KEYWORD_CD.cd」を取りこみます。 

  

 

２１．取込後、キーワードの 「Version」「Date」が新しくなっていることが確認できれば終了です。 
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FlashAir フォーマット（初期化）について 

購入直後の FlashAir はフォーマット済みです。 

本手順は別用途で使用していた FlashAir を Flash Monitor で使用する際の手順を示しています。 

FlashAir のフォーマットは Windows 標準機能のフォーマットではなく、SD Association が 

提供している「SDFormatter」を必ず使用してください。 

（Windows 標準機能のフォーマットでは正しく動作しない可能性があります。） 

詳細な利用方法は SDFormatter の取扱方法をご参照ください。 

ダウンロード URL： 

https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/eula_windows/index.html 

以下の手順は Windows7 と Android タブレットを使用した際の手順になります。 

＝用意するもの＝ 

 ・WindowsPC 

 ・Android タブレット 

 

１．初期化する FlashAir の裏側に表記されている MAC アドレスを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．FlashAir を WindowsPC へ挿入します。 

３．SDFormatter を起動しフォーマットする FlashAir を選択します。 

（本手順ではＦドライブとして認識） 

 

後の作業で使⽤します。 
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４．①「フォーマット」ボタンをクリックします。 

  ②警告ダイアログが 2 回表示されますので、問題なければ「OK」ボタンをクリックします。 

  ③「正常に終了しました。」ダイアログが表示されたら、フォーマット完了です。 

「OK」ボタンをクリックします。 

① の画面が表示されるため、「終了」ボタンで終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．FlashAir を WindowsPC から取り外し、5 秒程度経ってから再度 WindowsPC へ挿入します。 

 

以降は Android タブレットでの作業になります。 

 

６．Android の設定画面を開きます。 

※ご使用の Android タブレットによって内容が異なる可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ② 

③ 
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７．「WLAN」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．近くの SSID が表示されますので「flashair_〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」を探します。 

  〇〇は FlashAir の MAC アドレスになり、１．で確認した MAC アドレスを探してタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．FlashAir の SSID 初期パスワード「12345678」を入力し「接続」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 
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１０．FlashAir に接続されたことを「接続済み」の文言により確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．「Chrome」（WEB ブラウザ）を起動します。 

 

 

 

 

 

１２．①アドレスバーに「http://flashair/」と入力して②更新すると以下の画面が表示されます。 

   ③「START」ボタンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大 

拡大 
②  

③  

①  
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１３．下記画面が表示されますので「ＯＫ」ボタンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．下記ダイアログが表示されますので「OK」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

１５．下記ダイアログが表示されたら設定完了です。「OK」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

１６．Chrome（ブラウザ）を閉じます。 

 

１７．WindowsPC に挿入している FlashAir を一旦取り外し、5 秒後に再度 WindowsPC へ挿入します。 

エクスプローラから FlashAir を開き、「DCIM」フォルダが存在していることが確認できれば 

WindowsPC のエクスプローラで FlashAir の初期化を行う操作は終了です。 

 

引き続き、Flash Monitor で使用するために SSID・パスワードの初期化（P62）を参照して SSID と 

パスワードの初期化を行ってください。 
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FlashAir 設定について 

新規に FlashAir を取り付ける場合の手順を記載します。 

 

SSID・パスワードの初期化 

FlashAirをMCに挿入し「サービス」→「基本機能」→「基本設定」と選択。 

●FlashAir の設定項目が表示されない場合は本書背表紙記載の弊社サービス営業部にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【FlashAir SSID設定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設定変更確認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlashAirをMCに挿入し「サービス」（※サービスパスワード）→「基本設定」→「基本機能」と選択。 

 

 

 

「FlashAir SSID設定」 

を選択し 

「ENTER」ボタンを押します。 

「選択」にて 

・SSID 

・PASSWORD 

の選択カーソルを移動します。 

 

「初期値」ボタン押すことにより 

初期設定値が入力されます。 

「ENTER」ボタンを押し設定を反映します。 

 

「BACK／CANCEL」ボタン押すことで 

変更せずに設定画面へ戻ります。 

SSID の初期値：tcc_chiller_255 

PASSWORD の初期値：chiller_monitor 

※SSID は他の MC と同じにしてしまうと Flash Monitor から正常に接続することができません。 

 【SSID の変更】（P63）を参照し、他の MC の SSID と重ならないように設定し直してください。 
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SSID の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

【FlashAirSSID設定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SSID変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【SSID 変更確定】 

 

 

 

 

 

 

 

「FlashAir SSID設定」を選択し 

「ENTER」ボタンを押します。 

・SSIDが選択されていることを確認し、 

「変更」します。 

※初期値は「tcc_chiller_255」 

となっています。 

∧、∨を使用して 1～255の間で入力、 

「ENTER」ボタンで変更します。 

 

※tcc_chiller_までは固定です。 

末尾3ケタを入力します。 

「ENTER」ボタンを押し設定を反映します。 

 

「BACK／CANCEL」ボタン押すことで 

変更せずに設定画面へ戻ります。 
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パスワードの変更 

 

 

 

 

 

 

【FlashAir SSID設定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PASSWORD 選択】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PASSWORD変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【PASSWORD 変更確定】 

 

 

 

 

 

 

「FlashAir SSID設定」 

を選択し、「ENTER」ボタン 

を押します。 

・『F1：選択』によってパスワード部分を 

選択し、『F4：変更』を押します。 

・任意のパスワードを入力し 

「ENTER」ボタンを押します。 

『F1：大⇔小』ボタン：大文字、小文字切替 

『F2：＜』『F3：＞』ボタン：文字選択 

『F4：選択』ボタン：選択した文字を入力 

「ENTER」ボタンで確定します。 

※パスワードは8桁以上必要です。 

Flash Monitor の SSID パスワードは初期値のまま使用したことを想定しています。 

FlashAir（MC）のパスワードを変更した場合は Flash Monitor から接続する際に、設定した FlashAir

（MC）ごとに「MC 切り替え設定」 サブメニューの「パスワード編集」から設定をしてください。 

（詳細は P３９を参照） 

「ENTER」ボタンを押し設定を反映します。 

 

「BACK／CANCEL」ボタン押すことで 

変更せずに設定画面へ戻ります。 



- 65 - 

 

 

FlashAir 接続設定 （無線 ON/OFF 設定） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接続時間 変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【接続時間 変更確定】 

 

 

 

 

 

 

「FlashAir 接続設定」を選択し 

「ENTER」ボタンを押します。 

「∧」「∨」で選択し 

「ENTER」ボタンで決定します。 

 

・OFF：無線出力をOFFにします。（デフォルト） 

・常時ON：常に無線出力をONにします。 

・表示された各時間後に無線出力がOFFになります。 

 

「ENTER」ボタンを押し設定を反映します。 

 

「BACK／CANCEL」ボタン押すことで 

変更せずに設定画面へ戻ります。 

 

FlashAir 無線 LAN の ON/OFF を設定します。 

デフォルト設定は 「OFF」になっているため、無線 LAN を ON にしたい場合や一時的に ON→OFF

にしたい場合は設定を変更して使用してください。 
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FlashAir 設定ツール（FlashAir 設定ソフトウェア）の利用について 

FlashAir 設定ツール（FlashAir 設定ソフトウェア）は以下のサイトから最新版をダウンロードして 

ご使用ください。 

※操作方法については FlashAir 設定ツールの取り扱い説明書を参照してください。 

http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/flashair/index_j.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlashAir の SSID、パスワード設定、接続設定を行っても FlashAir に接続できない場合は、 

FlashAir 設定ツールによる FlashAir の初期化をお試しください。 

 

FlashAir 設定ツールを使用して FlashAir の初期化を行う場合は、SD カードへの書込が可能なパソコン

で行うようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期設定後、MC に挿入することで本アプリケーションで使用するための設定は行われますが、 

SSID の変更は P63 を参照して設定してください。 

 

注意 

上記東芝の FlashAir のサイトで提供 

されている FlashAir 設定ツールは暗号化ソフトが 

インストールさているパソコン、USB メモリ、 

SD カードへの書込ができないパソコンでは 

左記のダイアログが表示され、使用することが 

できません。 
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FlashAir FW（ファームウェア）について 

 

FlashAir のファームウェアは FlashAir 設定ツールにて確認することができます。 

（以下確認物 FlashAir W-04 ファームウェアバージョン：4.00.01） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlashAir W-04 は「4.00.01」以上であることを確認し、古いバージョンの場合は以下のサイトより 

ソフトウェア更新ツールの「W-04」の最新版を適用してご使用ください。 

http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/flashair/index_j.htm 

 

※アップデート方法については上記サイトの内容をご確認ください。 
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Flash Monitor のダウンロードについて 

 

Flash Monitor のアプリケーションのダウンロードは弊社ホームページより行います。 

InternetExplorer での手順を示します。 

https://www.toshiba-carrier.co.jp/  

に WEB ブラウザでアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※場合によっては以下の画面が表示されますが、ダウンロード画面に違いは有りません。 
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「サポート」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

サポートページの下部の「Flash Monitor（アプリケーション取得）」をクリックします。 
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サイト内の下部「アプリケーションソフトのダウンロードはこちらから」 

をクリックします。 
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ソフト部の「ダウンロード」をクリックしてダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Android タブレットで直接ダウンロードした場合は、そのままダウンロードすることが可能です。 

  

 

 

 

 

以下のポップアップをタップし、画面の指示に従ってインストールします。 

 

 

 

 

補足 

   
 

 

 

 

※設定、セキュリティ部分の 

「提供元不明のアプリ」が 

「OFF」の場合は 

インストールできません。 

※インストール後、 

「提供元不明のアプリ」を OFF 

に設定し直してください。 
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Flash Monitor のアクティベーションコードの取得について 

 

Flash Monitor のアクティベーションコードの取得は弊社ホームページより行います。 

※Flash Monitor のダウンロードについて（P68）を参照し「アプリケーション取得」ページを 

表示します。 

 

「アクティベーションコード取得の申込みはこちらから」 

をクリックします。 
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下記画面が表示されますので、必須項目を入力し、「同意するにチェック」、「入力内容確認」ボタンを 

クリックして申込み内容を送付してください。 

後程、登録した e-mail アドレスにコードが送付されます。 
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表示項目一覧 

【UC 一覧 UC_ユニットデータ_モジュール】 

末尾の×表示はトレンドグラフで表示した際の右側軸に対する倍率です。 

「系統名」    ︓系統 A、B のどちらに接続されているかを表示します。 

 「故障コード」   ︓熱源機モジュールで発生した故障コードを表示します。 

グラフ表示時の出⼒は 10 と表示します。 

 「操作設定状態」   ︓熱源機モジュールの⼿元・連動・単独状態を表示します。 

 「運転状態」   ︓熱源機モジュールの運転状態を表示します。 

 「運転モード」   ︓熱源機モジュールの運転モードを表示します。 

 「設定温度」   ︓熱源機モジュールに指示されている設定温度を表示します。 

 「外気温度」   ︓熱源機モジュールが計測した外気温度を表示します。 

 「湿度」    ︓熱源機モジュールが計測した相対湿度を表示します。 

              湿度センサが付いていない場合は「-」を表示します。 

 「⼊口水温」   ︓熱源機モジュールの⼊口水温を表示します。 

 「出口水温」   ︓熱源機モジュールの出口水温を表示します。 

 「運転容量」   ︓熱源機モジュールの運転容量を表示します。 

 「デマンド状態」   ︓熱源機モジュールのデマンド運転状態 ON/OFF を表示します。 

 「ポンプ状態」   ︓熱源機モジュールのポンプ運転状態 ON/OFF を表示します。 

 「流量」    ︓熱源機モジュールの流量を表示します。×0.001 

 「⼊口水圧」   ︓熱源機モジュールの⼊口水圧を表示します。×0.1 

 「出口水圧」   ︓熱源機モジュールの出口水圧を表示します。×0.1 

 「運転時間」   ︓熱源機モジュールの圧縮機の累積運転時間の全サーキットの 

平均値を表示します。 

 「運転回数」   ︓熱源機モジュールの圧縮機の累積運転回数の全サーキットの 

平均値を表示します。 

 「能⼒」   ︓熱源機モジュールの簡易能⼒を表示します。×0.01 

 「ポンプ消費電⼒」※ ︓熱源機モジュールの簡易ポンプ消費電⼒を表示します。×0.5 

 「ユニット消費電⼒」※︓熱源機モジュールの簡易消費電⼒を表示します。×0.5 

 「COP（ポンプ含まず）」※︓熱源機モジュールのポンプ電⼒を含まない簡易 COP を 

表示します。 

※は都合により「＊」と表示されます。 
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 「ポンプ周波数」   ︓熱源機ユニットのポンプ周波数を表示します。  

【系統データ】 

 「系統名」   ︓系統A、Bのどちらを表示しているのかを表示します。 

 「UC 接続数」  ︓系統に接続されている UC の台数を表示します。 

 「運転モード」  ︓系統の運転モードを表示します。 

 「運転状態」  ︓系統の運転状態を表示します。 

 「故障コード」  ︓系統内ユニットで発生している故障コードを表示します。故障 10 

 「流量制御設定」※  ︓系統の流量制御設定を表示します（step、P-Q、Bypass０）。 

「加熱設定温度」  ︓系統の加熱運転時の設定温度を表示します。 

 「冷却設定温度」  ︓系統の冷却運転時の設定温度を表示します。 

 「⼊口水温」  ︓系統の⼊口水温を表示します。 

 「出口水温」  ︓系統の出口水温を表示します。 

 「負荷還水」  ︓系統の負荷側還水温度を表示します。 

 「負荷往水」  ︓系統の負荷側往水温度を表示します。 

 「外気温度」  ︓系統に接続されたユニットの外気温度を平均した値を表示します。 

「湿度」    ︓系統内の湿度センサ付熱源機モジュールが計測した相対湿度を 

表示します。センサが付いていない場合は「-」を表示します。 

グラフ表示はユニットデータでご覧ください。 

 「負荷流量」  ︓系統の負荷側流量を表示します。×0.001 

 「熱源流量」  ︓系統の熱源機流量を表示します。×0.01 

 「容量」   ︓系統の運転容量を表示します。 

 「能⼒」   ︓系統の簡易運転能⼒を表示します。×0.01 

 「ポンプ消費電⼒」  ︓系統の簡易ポンプ消費電⼒を表示します。×0.5 

 「ユニット消費電⼒」 ︓系統の簡易ユニット消費電⼒を表示します。×0.5 

 「COP（ポンプ含まず）」︓系統のポンプ電⼒を含まない簡易 COP を表示します。 

 「差圧」※   ︓系統のヘッダ間差圧を表示します。×0.1 

 「デマンド」  ︓系統のデマンド電流値を表示します。 
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【ユニットデータ_サーキット項目】 

 「⾼圧圧⼒」  ︓冷媒回路の⾼圧圧⼒を表示します。×10 

 「低圧圧⼒」  ︓冷媒回路の低圧圧⼒を表示します。×10 

 「凝縮温度」※  ︓冷媒回路の凝縮温度を表示します。 

 「蒸発温度」※  ︓冷媒回路の蒸発温度を表示します。 

 「吐出温度」※  ︓圧縮機の吐出ガス温度を表示します。 

 「吸⼊温度」※  ︓圧縮機の吸⼊ガス温度を表示します。 

 「コイルガス温度１」※︓コイルガス１の温度を表示します。 

 「コイルガス温度２」※︓コイルガス２の温度を表示します。 

 「圧縮機状態」  ︓圧縮機の運転状態を ON／OFF で表示します。 

 「圧縮機運転時間」  ︓圧縮機の運転時間を表示します。 

 「圧縮起動回数」  ︓圧縮機の起動回数を表示します。 
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ソフトウェアのライセンス情報 

 

東芝キヤリア タブレットアプリ「Flash Monitor」で使⽤している 

ソフトウェアのライセンス情報 

 

 東芝キヤリア タブレットアプリ「Flash Monitor」に組み込まれたソフトウェアコンポ―ネントは、第三

者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知（以下、「EULA」といいます）に基

づいて配布されたものを使⽤しております。これらソフトウェアコンポーネントをお客様⾃⾝でご利⽤いただく

場合は、以下に示します「EULA」本⽂をよく読んでから、ご利⽤くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」

は当社以外の第三者による規程であるため、原⽂（英⽂）を記載します。 

 

 

 

東芝キヤリア タブレットアプリ「Flash Monitor」で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関する

エンドユーザーライセンスアグリーメント原⽂（英⽂） 

対応ソフトウェアモジュール  

AutoMapper Exhibit A       

CommonServiceLocator Exhibit B       

Newtonsoft.Json Exhibit C       

Nlog Exhibit D       

PCLStorage Exhibit E       

PortableText.Encording Exhibit F       

Prism Exhibit G       

Unity Exhibit H       

Xamarin Exhibit I       
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Exhibit A 
AutoMapper 
Copyright (c) 2010 Jimmy Bogard 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any 
person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the "Software"), to 
deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, 
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 
copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is furnished to do so, subject to 
the following conditions: 
 
The above copyright notice and this permission 
notice shall be included in all copies or substantial 
portions of the Software. 
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
 

Exhibit B 
CommonServiceLocator 
Microsoft Public License (Ms-PL) 
 
This license governs use of the accompanying 
software. If you use the software, you accept this 
license. If you do not accept the license, do not use 
the software. 
 
1. Definitions 
 
The terms "reproduce," "reproduction," "derivative 
works," and "distribution" have the same meaning 
here as under U.S. copyright law. 
 
A "contribution" is the original software, or any 
additions or changes to the software. 
 
A "contributor" is any person that distributes its 
contribution under this license. 
 
"Licensed patents" are a contributor's patent claims 
that read directly on its contribution. 
 
2. Grant of Rights 

 
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this 
license, including the license conditions and 
limitations in section 3, each contributor grants you 
a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright 
license to reproduce its contribution, prepare 
derivative works of its contribution, and distribute 
its contribution or any derivative works that you 
create. 
 
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this 
license, including the license conditions and 
limitations in section 3, each contributor grants you 
a non-exclusive, worldwide, royalty-free license 
under its licensed patents to make, have made, use, 
sell, offer for sale, import, and/or otherwise dispose 
of its contribution in the software or derivative 
works of the contribution in the software. 
 
3. Conditions and Limitations 
 
(A) No Trademark License- This license does not 
grant you rights to use any contributors' name, logo, 
or trademarks. 
 
(B) If you bring a patent claim against any 
contributor over patents that you claim are 
infringed by the software, your patent license from 
such contributor to the software ends 
automatically. 
 
(C) If you distribute any portion of the software, 
you must retain all copyright, patent, trademark, 
and attribution notices that are present in the 
software. 
 
(D) If you distribute any portion of the software in 
source code form, you may do so only under this 
license by including a complete copy of this license 
with your distribution. If you distribute any portion 
of the software in compiled or object code form, you 
may only do so under a license that complies with 
this license. 
 
(E) The software is licensed "as-is." You bear the 
risk of using it. The contributors give no express 
warranties, guarantees or conditions. You may 
have additional consumer rights under your local 
laws which this license cannot change. To the 
extent permitted under your local laws, the 
contributors exclude the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose 
and non-infringement. 
 
 

Exhibit C 
Newtonsoft.Json 
Copyright (c) 2007 James Newton-King 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any 
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person obtaining a copy of 
this software and associated documentation files 
(the "Software"), to deal in 
the Software without restriction, including without 
limitation the rights to 
use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell copies of 
the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, 
subject to the following conditions: 
 
The above copyright notice and this permission 
notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software. 
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER 
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE 
USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE. 
 
 

Exhibit D 

Nlog 
Copyright (c) 2004-2016 Jaroslaw Kowalski 
<jaak@jkowalski.net>, Kim Christensen, Julian 
Verdurmen 
 
All rights reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, 
with or without  
modification, are permitted provided that the 
following conditions  
are met: 
 
* Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice,  
  this list of conditions and the following 
disclaimer.  
 
* Redistributions in binary form must reproduce 
the above copyright notice, 
  this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation 
  and/or other materials provided with the 
distribution.  
 
* Neither the name of Jaroslaw Kowalski nor the 

names of its  
  contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this 
  software without specific prior written 
permission.  
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE  
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE  
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR  
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS  
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN  
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF  
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 
 

Exhibit E 
PCLStorage 

Microsoft Public License (Ms-PL) 

 

This license governs use of the accompanying 

software. If you use the software, 

you accept this license. If you do not accept the 

license, do not use the 

software. 

 

1. Definitions 

 

The terms "reproduce," "reproduction," "derivative 

works," and "distribution" 

have the same meaning here as under U.S. 

copyright law. 

 

A "contribution" is the original software, or any 

additions or changes to the 

software. 
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A "contributor" is any person that distributes its 

contribution under this 

license. 

 

"Licensed patents" are a contributor's patent claims 

that read directly on its 

contribution. 

 

2. Grant of Rights 

 

(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this 

license, including the license 

conditions and limitations in section 3, each 

contributor grants you a 

non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright 

license to reproduce its 

contribution, prepare derivative works of its 

contribution, and distribute its 

contribution or any derivative works that you 

create. 

 

(B) Patent Grant- Subject to the terms of this 

license, including the license 

conditions and limitations in section 3, each 

contributor grants you a 

non-exclusive, worldwide, royalty-free license 

under its licensed patents to 

make, have made, use, sell, offer for sale, import, 

and/or otherwise dispose of 

its contribution in the software or derivative works 

of the contribution in the 

software. 

 

3. Conditions and Limitations 

 

(A) No Trademark License- This license does not 

grant you rights to use any 

contributors' name, logo, or trademarks. 

 

(B) If you bring a patent claim against any 

contributor over patents that you 

claim are infringed by the software, your patent 

license from such contributor 

to the software ends automatically. 

 

(C) If you distribute any portion of the software, 

you must retain all 

copyright, patent, trademark, and attribution 

notices that are present in the 

software. 

 

(D) If you distribute any portion of the software in 

source code form, you may 

do so only under this license by including a 

complete copy of this license with 

your distribution. If you distribute any portion of 

the software in compiled or 

object code form, you may only do so under a license 

that complies with this 

license. 

 

(E) The software is licensed "as-is." You bear the 

risk of using it. The 

contributors give no express warranties, 

guarantees or conditions. You may have 

additional consumer rights under your local laws 

which this license cannot 

change. To the extent permitted under your local 

laws, the contributors exclude 

the implied warranties of merchantability, fitness 

for a particular purpose and 

non-infringement. 

 
 

Exhibit F 
PortableText.Encording 
Portable.Text.Encoding is Copyright (C) 2014 
Xamarin Inc. and is licensed under the MIT license: 
 
Permission is hereby granted, free of charge, to any 
person obtaining a copy 
of this software and associated documentation files 
(the "Software"), to deal 
in the Software without restriction, including 
without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell 
copies of the Software, and to permit persons to 
whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following 
conditions: 
 
The above copyright notice and this permission 
notice shall be included in 



- 81 - 

 

all copies or substantial portions of the Software. 
 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL 
THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN 
THE SOFTWARE. 
 
 

Exhibit G 
Prism 

Apache License 

Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/ 
 
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, 
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
1. Definitions. 
 
"License" shall mean the terms and conditions for 
use, reproduction, 
and distribution as defined by Sections 1 through 9 
of this document. 
 
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity 
authorized by 
the copyright owner that is granting the License. 
 
"Legal Entity" shall mean the union of the acting 
entity and all 
other entities that control, are controlled by, or are 
under common 
control with that entity. For the purposes of this 
definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to 
cause the 
direction or management of such entity, whether by 
contract or 
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or 
more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of 
such entity. 
 
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal 
Entity 
exercising permissions granted by this License. 
 

"Source" form shall mean the preferred form for 
making modifications, 
including but not limited to software source code, 
documentation 
source, and configuration files. 
 
"Object" form shall mean any form resulting from 
mechanical 
transformation or translation of a Source form, 
including but 
not limited to compiled object code, generated 
documentation, 
and conversions to other media types. 
 
"Work" shall mean the work of authorship, whether 
in Source or 
Object form, made available under the License, as 
indicated by a 
copyright notice that is included in or attached to 
the work 
(an example is provided in the Appendix below). 
 
"Derivative Works" shall mean any work, whether 
in Source or Object 
form, that is based on (or derived from) the Work 
and for which the 
editorial revisions, annotations, elaborations, or 
other modifications 
represent, as a whole, an original work of 
authorshiP For the purposes 
of this License, Derivative Works shall not include 
works that remain 
separable from, or merely link (or bind by name) to 
the interfaces of, 
the Work and Derivative Works thereof. 
 
"Contribution" shall mean any work of authorship, 
including 
the original version of the Work and any 
modifications or additions 
to that Work or Derivative Works thereof, that is 
intentionally 
submitted to Licensor for inclusion in the Work by 
the copyright owner 
or by an individual or Legal Entity authorized to 
submit on behalf of 
the copyright owner. For the purposes of this 
definition, "submitted" 
means any form of electronic, verbal, or written 
communication sent 
to the Licensor or its representatives, including but 
not limited to 
communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, 
and issue tracking systems that are managed by, or 
on behalf of, the 
Licensor for the purpose of discussing and 
improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously 
marked or otherwise 
designated in writing by the copyright owner as 
"Not a Contribution." 
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"Contributor" shall mean Licensor and any 
individual or Legal Entity 
on behalf of whom a Contribution has been received 
by Licensor and 
subsequently incorporated within the Work. 
 
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms 
and conditions of 
this License, each Contributor hereby grants to You 
a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable 
copyright license to reproduce, prepare Derivative 
Works of, 
publicly display, publicly perform, sublicense, and 
distribute the 
Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 
 
3. Grant of Patent License. Subject to the terms 
and conditions of 
this License, each Contributor hereby grants to You 
a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable 
(except as stated in this section) patent license to 
make, have made, 
use, offer to sell, sell, import, and otherwise 
transfer the Work, 
where such license applies only to those patent 
claims licensable 
by such Contributor that are necessarily infringed 
by their 
Contribution(s) alone or by combination of their 
Contribution(s) 
with the Work to which such Contribution(s) was 
submitted. If You 
institute patent litigation against any entity 
(including a 
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging 
that the Work 
or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct 
or contributory patent infringement, then any 
patent licenses 
granted to You under this License for that Work 
shall terminate 
as of the date such litigation is filed. 
 
4. Redistribution. You may reproduce and 
distribute copies of the 
Work or Derivative Works thereof in any medium, 
with or without 
modifications, and in Source or Object form, 
provided that You 
meet the following conditions: 
 
(a) You must give any other recipients of the Work 
or 
Derivative Works a copy of this License; and 
 

(b) You must cause any modified files to carry 
prominent notices 
stating that You changed the files; and 
 
(c) You must retain, in the Source form of any 
Derivative Works 
that You distribute, all copyright, patent, 
trademark, and 
attribution notices from the Source form of the 
Work, 
excluding those notices that do not pertain to any 
part of 
the Derivative Works; and 
 
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as 
part of its 
distribution, then any Derivative Works that You 
distribute must 
include a readable copy of the attribution notices 
contained 
within such NOTICE file, excluding those notices 
that do not 
pertain to any part of the Derivative Works, in at 
least one 
of the following places: within a NOTICE text file 
distributed 
as part of the Derivative Works; within the Source 
form or 
documentation, if provided along with the 
Derivative Works; or, 
within a display generated by the Derivative Works, 
if and 
wherever such third-party notices normally appear. 
The contents 
of the NOTICE file are for informational purposes 
only and 
do not modify the License. You may add Your own 
attribution 
notices within Derivative Works that You distribute, 
alongside 
or as an addendum to the NOTICE text from the 
Work, provided 
that such additional attribution notices cannot be 
construed 
as modifying the License. 
 
You may add Your own copyright statement to Your 
modifications and 
may provide additional or different license terms 
and conditions 
for use, reproduction, or distribution of Your 
modifications, or 
for any such Derivative Works as a whole, provided 
Your use, 
reproduction, and distribution of the Work 
otherwise complies with 
the conditions stated in this License. 
 
5. Submission of Contributions. Unless You 
explicitly state otherwise, 
any Contribution intentionally submitted for 
inclusion in the Work 
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by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of 
this License, without any additional terms or 
conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify 
the terms of any separate license agreement you 
may have executed 
with Licensor regarding such Contributions. 
 
6. Trademarks. This License does not grant 
permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product 
names of the Licensor, 
except as required for reasonable and customary 
use in describing the 
origin of the Work and reproducing the content of 
the NOTICE file. 
 
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by 
applicable law or 
agreed to in writing, Licensor provides the Work 
(and each 
Contributor provides its Contributions) on an "AS 
IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
ANY KIND, either express or 
implied, including, without limitation, any 
warranties or conditions 
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. You are solely 
responsible for determining the 
appropriateness of using or redistributing the Work 
and assume any 
risks associated with Your exercise of permissions 
under this License. 
 
8. Limitation of Liability. In no event and under no 
legal theory, 
whether in tort (including negligence), contract, or 
otherwise, 
unless required by applicable law (such as 
deliberate and grossly 
negligent acts) or agreed to in writing, shall any 
Contributor be 
liable to You for damages, including any direct, 
indirect, special, 
incidental, or consequential damages of any 
character arising as a 
result of this License or out of the use or inability to 
use the 
Work (including but not limited to damages for loss 
of goodwill, 
work stoppage, computer failure or malfunction, or 
any and all 
other commercial damages or losses), even if such 
Contributor 
has been advised of the possibility of such damages. 
 
9. Accepting Warranty or Additional Liability. 
While redistributing 

the Work or Derivative Works thereof, You may 
choose to offer, 
and charge a fee for, acceptance of support, 
warranty, indemnity, 
or other liability obligations and/or rights 
consistent with this 
License. However, in accepting such obligations, 
You may act only 
on Your own behalf and on Your sole responsibility, 
not on behalf 
of any other Contributor, and only if You agree to 
indemnify, 
defend, and hold each Contributor harmless for any 
liability 
incurred by, or claims asserted against, such 
Contributor by reason 
of your accepting any such warranty or additional 
liability. 
 
END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
APPENDIX: How to apply the Apache License to 
your work. 
 
To apply the Apache License to your work, attach 
the following 
boilerplate notice, with the fields enclosed by 
brackets "{}" 
replaced with your own identifying information. 
(Don't include 
the brackets!) The text should be enclosed in the 
appropriate 
comment syntax for the file format. We also 
recommend that a 
file or class name and description of purpose be 
included on the 
same "printed page" as the copyright notice for 
easier 
identification within third-party archives. 
 
(C) Copyright .NET Foundation 
 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 
(the "License"); 
you may not use this file except in compliance with 
the License. 
You may obtain a copy of the License at 
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
Unless required by applicable law or agreed to in 
writing, software 
distributed under the License is distributed on an 
"AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
ANY KIND, either express or implied. 
See the License for the specific language governing 
permissions and 
limitations under the License. 
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Exhibit H 
Unity 
Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/ 
 
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, 
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
1. Definitions. 
 
"License" shall mean the terms and conditions for 
use, reproduction, 
and distribution as defined by Sections 1 through 9 
of this document. 
 
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity 
authorized by 
the copyright owner that is granting the License. 
 
"Legal Entity" shall mean the union of the acting 
entity and all 
other entities that control, are controlled by, or are 
under common 
control with that entity. For the purposes of this 
definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to 
cause the 
direction or management of such entity, whether by 
contract or 
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or 
more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of 
such entity. 
 
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal 
Entity 
exercising permissions granted by this License. 
 
"Source" form shall mean the preferred form for 
making modifications, 
including but not limited to software source code, 
documentation 
source, and configuration files. 
 
"Object" form shall mean any form resulting from 
mechanical 
transformation or translation of a Source form, 
including but 
not limited to compiled object code, generated 
documentation, 
and conversions to other media types. 
 
"Work" shall mean the work of authorship, whether 
in Source or 
Object form, made available under the License, as 
indicated by a 
copyright notice that is included in or attached to 
the work 
(an example is provided in the Appendix below). 
 

"Derivative Works" shall mean any work, whether 
in Source or Object 
form, that is based on (or derived from) the Work 
and for which the 
editorial revisions, annotations, elaborations, or 
other modifications 
represent, as a whole, an original work of 
authorshiP For the purposes 
of this License, Derivative Works shall not include 
works that remain 
separable from, or merely link (or bind by name) to 
the interfaces of, 
the Work and Derivative Works thereof. 
 
"Contribution" shall mean any work of authorship, 
including 
the original version of the Work and any 
modifications or additions 
to that Work or Derivative Works thereof, that is 
intentionally 
submitted to Licensor for inclusion in the Work by 
the copyright owner 
or by an individual or Legal Entity authorized to 
submit on behalf of 
the copyright owner. For the purposes of this 
definition, "submitted" 
means any form of electronic, verbal, or written 
communication sent 
to the Licensor or its representatives, including but 
not limited to 
communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, 
and issue tracking systems that are managed by, or 
on behalf of, the 
Licensor for the purpose of discussing and 
improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously 
marked or otherwise 
designated in writing by the copyright owner as 
"Not a Contribution." 
 
"Contributor" shall mean Licensor and any 
individual or Legal Entity 
on behalf of whom a Contribution has been received 
by Licensor and 
subsequently incorporated within the Work. 
 
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms 
and conditions of 
this License, each Contributor hereby grants to You 
a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable 
copyright license to reproduce, prepare Derivative 
Works of, 
publicly display, publicly perform, sublicense, and 
distribute the 
Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 
 
3. Grant of Patent License. Subject to the terms 
and conditions of 
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this License, each Contributor hereby grants to You 
a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable 
(except as stated in this section) patent license to 
make, have made, 
use, offer to sell, sell, import, and otherwise 
transfer the Work, 
where such license applies only to those patent 
claims licensable 
by such Contributor that are necessarily infringed 
by their 
Contribution(s) alone or by combination of their 
Contribution(s) 
with the Work to which such Contribution(s) was 
submitted. If You 
institute patent litigation against any entity 
(including a 
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging 
that the Work 
or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct 
or contributory patent infringement, then any 
patent licenses 
granted to You under this License for that Work 
shall terminate 
as of the date such litigation is filed. 
 
4. Redistribution. You may reproduce and 
distribute copies of the 
Work or Derivative Works thereof in any medium, 
with or without 
modifications, and in Source or Object form, 
provided that You 
meet the following conditions: 
 
(a) You must give any other recipients of the Work 
or 
Derivative Works a copy of this License; and 
 
(b) You must cause any modified files to carry 
prominent notices 
stating that You changed the files; and 
 
(c) You must retain, in the Source form of any 
Derivative Works 
that You distribute, all copyright, patent, 
trademark, and 
attribution notices from the Source form of the 
Work, 
excluding those notices that do not pertain to any 
part of 
the Derivative Works; and 
 
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as 
part of its 
distribution, then any Derivative Works that You 
distribute must 
include a readable copy of the attribution notices 
contained 
within such NOTICE file, excluding those notices 
that do not 

pertain to any part of the Derivative Works, in at 
least one 
of the following places: within a NOTICE text file 
distributed 
as part of the Derivative Works; within the Source 
form or 
documentation, if provided along with the 
Derivative Works; or, 
within a display generated by the Derivative Works, 
if and 
wherever such third-party notices normally appear. 
The contents 
of the NOTICE file are for informational purposes 
only and 
do not modify the License. You may add Your own 
attribution 
notices within Derivative Works that You distribute, 
alongside 
or as an addendum to the NOTICE text from the 
Work, provided 
that such additional attribution notices cannot be 
construed 
as modifying the License. 
 
You may add Your own copyright statement to Your 
modifications and 
may provide additional or different license terms 
and conditions 
for use, reproduction, or distribution of Your 
modifications, or 
for any such Derivative Works as a whole, provided 
Your use, 
reproduction, and distribution of the Work 
otherwise complies with 
the conditions stated in this License. 
 
5. Submission of Contributions. Unless You 
explicitly state otherwise, 
any Contribution intentionally submitted for 
inclusion in the Work 
by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of 
this License, without any additional terms or 
conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify 
the terms of any separate license agreement you 
may have executed 
with Licensor regarding such Contributions. 
 
6. Trademarks. This License does not grant 
permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product 
names of the Licensor, 
except as required for reasonable and customary 
use in describing the 
origin of the Work and reproducing the content of 
the NOTICE file. 
 
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by 
applicable law or 
agreed to in writing, Licensor provides the Work 
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(and each 
Contributor provides its Contributions) on an "AS 
IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
ANY KIND, either express or 
implied, including, without limitation, any 
warranties or conditions 
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. You are solely 
responsible for determining the 
appropriateness of using or redistributing the Work 
and assume any 
risks associated with Your exercise of permissions 
under this License. 
 
8. Limitation of Liability. In no event and under no 
legal theory, 
whether in tort (including negligence), contract, or 
otherwise, 
unless required by applicable law (such as 
deliberate and grossly 
negligent acts) or agreed to in writing, shall any 
Contributor be 
liable to You for damages, including any direct, 
indirect, special, 
incidental, or consequential damages of any 
character arising as a 
result of this License or out of the use or inability to 
use the 
Work (including but not limited to damages for loss 
of goodwill, 
work stoppage, computer failure or malfunction, or 
any and all 
other commercial damages or losses), even if such 
Contributor 
has been advised of the possibility of such damages. 
 
9. Accepting Warranty or Additional Liability. 
While redistributing 
the Work or Derivative Works thereof, You may 
choose to offer, 
and charge a fee for, acceptance of support, 
warranty, indemnity, 
or other liability obligations and/or rights 
consistent with this 
License. However, in accepting such obligations, 
You may act only 
on Your own behalf and on Your sole responsibility, 
not on behalf 
of any other Contributor, and only if You agree to 
indemnify, 
defend, and hold each Contributor harmless for any 
liability 
incurred by, or claims asserted against, such 
Contributor by reason 
of your accepting any such warranty or additional 
liability. 
 
END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
APPENDIX: How to apply the Apache License to 

your work. 
 
To apply the Apache License to your work, attach 
the following 
boilerplate notice, with the fields enclosed by 
brackets "{}" 
replaced with your own identifying information. 
(Don't include 
the brackets!) The text should be enclosed in the 
appropriate 
comment syntax for the file format. We also 
recommend that a 
file or class name and description of purpose be 
included on the 
same "printed page" as the copyright notice for 
easier 
identification within third-party archives. 
 
(C) Copyright .NET Foundation 
 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 
(the "License"); 
you may not use this file except in compliance with 
the License. 
You may obtain a copy of the License at 
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
Unless required by applicable law or agreed to in 
writing, software 
distributed under the License is distributed on an 
"AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
ANY KIND, either express or implied. 
See the License for the specific language governing 
permissions and 
limitations under the License. 
 
 

Exhibit I 
Xamarin 
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.  
BY INSTALLING, DOWNLOADING OR 
OTHERWISE USING THE SOFTWARE 
(INCLUDING ITS COMPONENTS), YOU AGREE 
TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT.  IF 
YOU DO NOT AGREE WITH THESE TERMS, DO 
NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE 
SOFTWARE.    
 
YOU MUST HAVE A SEPARATE VALID 
XAMARIN SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 
FOR XAMARIN.IOS OR XAMARIN.ANDROID 
(WHICH MUST BE AN INDIE, BUSINESS, OR 
ENTERPRISE LICENSE) IN ORDER TO USE 
THE SOFTWARE COVERED BY THIS 
AGREEMENT. 
 
1. RIGHTS AND LICENSES 
1.1. This Xamarin Software License 
Agreement (“Agreement”) is a legal agreement 
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between You (an entity or a person) and Xamarin 
Inc. (“Xamarin”).  The software product identified 
in the title of this Agreement, any media and 
accompanying documentation (collectively the 
“Software”) is protected by the copyright laws and 
treaties of the United States (“U.S.”) and other 
countries and is subject to the terms of this 
Agreement.  Any update or support release to the 
Software that You may download or receive that is 
not accompanied by a license agreement expressly 
superseding this Agreement is Software and 
governed by this Agreement.  If the Software is an 
update or support release, then You must have 
validly licensed the version and quantity of the 
Software being updated or supported in order to 
install or use the update or support release. If 
Software You download or receive hereunder is an 
update or support release for a prior version of 
Xamarin.Forms  software You had that was 
subject to the terms of a prior Xamarin software 
license agreement that differs from this Agreement 
and may apply to such Software You download or 
receive hereunder, then this Agreement supersedes 
such prior license agreement but only with respect 
to such Software downloaded or received 
hereunder. 
You may only use the Software, as expressly 
permitted herein, in conjunction with Your Primary 
Xamarin Software.  As used herein, “Your Primary 
Xamarin Software” means Xamarin.iOS software 
or Xamarin.Android software that is both (a) 
covered by a separate valid Xamarin software 
license agreement under which You are the licensee 
(Your “Primary Xamarin License”) and (b) for 
which You have acquired an Indie license, Business 
license, or Enterprise license under Your Primary 
Xamarin License. 
 
1.2. Components; Other License Terms.  The 
Software may be comprised of numerous 
components that may be accompanied by separate 
license terms.  In that case, the Software is a 
collective work of Xamarin; although Xamarin may 
not own the copyright to every component of the 
Software, Xamarin owns the collective work 
copyright for the Software. 
Some of the components may be open source 
packages, developed independently, and 
accompanied by separate license terms.  Your 
license rights with respect to any individual 
components accompanied by separate license terms 
are defined by those terms; nothing in this 
agreement shall restrict, limit, or otherwise affect 
any rights or obligations You may have, or 
conditions to which You may be subject, under such 
license terms. 
 
1.3. Instances.  "Instance" means the initial 
copy of the Software necessary for use of the 
Software in conjunction with Your use of Your 
Primary Xamarin Software under Your Primary 
Xamarin License, and each additional copy (or 

partial copy) of the Software stored or loaded in 
memory or virtual memory.  Each Instance of the 
Software (excluding the Redistributables) must be 
associated with an Indie Instance license, Business 
Instance license or Enterprise Instance license of 
Your Primary Xamarin Software (as “Indie 
Instance”, “Business Instance”, and “Enterprise 
Instance” are used in Your Primary Xamarin 
License) you have acquired, and may only be used 
by the individual that is permitted to use such 
Indie Instance, Business Instance, or Enterprise 
Instance under Your Primary Xamarin License.   
 
1.4. Software License Grant.  Subject to the 
terms and conditions of this Agreement, Xamarin 
hereby grants to You a world-wide, nonexclusive, 
non-transferable license to internally use the 
Software, during the term of this Agreement, solely 
in conjunction with Your Primary Xamarin 
Software to develop software applications as 
permitted in Your Primary Xamarin License (these 
applications may be referred to as “Apps” herein). 
Subject to Section 6.1 below , You may use the 
Software to build a Windows Phone OS version of 
Your App developed with Your Primary Xamarin 
Software ('Windows App"), provided that such use 
is in strict compliance with the terms and 
conditions of this Agreement and all the terms and 
conditions applicable to Your Primary Xamarin 
Software licensed under Your Primary Xamarin 
License. 
 
1.5. Redistributables License Grant.  Subject 
to (a) the terms and conditions of this Agreement 
and (b) the terms and conditions of Your Primary 
Xamarin License that restrict or limit Your 
reproduction and distribution of Primary 
Redistributables (as defined below) (which terms 
and conditions, for clarity, will vary depending on 
whether you have an Indie, Business, or Enterprise 
license thereunder), which terms and conditions 
are hereby incorporated into this Agreement by 
reference and shall apply to Redistributables 
herein as if they were Primary Redistributables, 
Xamarin hereby grants to You a world-wide, 
nonexclusive, non-transferable license to reproduce 
and distribute the Redistributables (as defined 
below), during the term of this Agreement, in 
binary code form only and solely in combination 
with or in support of Your associated App You 
developed under Your Primary Xamarin License 
using the Software in conjunction with Your 
Primary Xamarin Software.  In the course of Your 
using the Software in conjunction with Your 
Primary Xamarin Software, Your Primary Xamarin 
Software will provide You versions of the following 
files for Your distribution in combination with or in 
support of Your associated App: 
Xamarin.Forms.Core.dll, Xamarin.Forms.Xaml.dll, 
Xamarin.Forms.Platform.iOS.dll, 
Xamarin.Forms.Platform.Android.dll, 
Xamarin.Forms.Platform.WP8.dll, 
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Xamarin.Forms.Maps.dll, 
Xamarin.Forms.Maps.iOS.dll, 
Xamarin.Forms.Maps.Android.dll, 
Xamarin.Forms.Maps.WP8.dll (each a 
“Redistributable” and together, the 
“Redistributables”).  For clarity, the version of 
each Redistributable that is provided to You for 
distribution as described above may differ from the 
version of such file that is present with or in the 
Software generally or that is provided for 
distribution with other Apps, and so only the 
version provided by Your Primary Xamarin 
Software expressly for distribution with Your 
associated App as described above will be a 
“Redistributable” hereunder.  For clarity, the 
Redistributables are included in the term 
“Software” hereunder.   
 
1.6.   Other License Terms and Restrictions. 
The Software is protected by the copyright laws 
and treaties of the United States ("U.S.") and other 
countries and is subject to the terms of this 
Agreement.  The Software is licensed to You, not 
sold. 
 
The Software may be bundled with other software 
programs ("Bundled Programs").  Your license 
rights with respect to Bundled Programs 
accompanied by separate license terms are defined 
by those terms; nothing in this Agreement shall 
restrict, limit, or otherwise affect any rights or 
obligations You may have, or conditions to which 
You may be subject, under such license terms.  
 
Xamarin reserves all rights not expressly granted 
to You.  You may not:  
(1) reverse engineer, decompile, or disassemble any 
Software provided that to the extent the foregoing 
prohibitions are expressly prohibited by applicable 
statutory law, Xamarin shall retain the maximum 
protection available against reverse engineering, 
decompiling, or disassembly under applicable law;  
(2) assign, sublicense, distribute (except as 
expressly permitted in Section 1.5 for 
Redistributables), or otherwise transfer any 
Software to any third party (without limitation, 
this prohibits You from (a) bundling any Software 
(including any Xamarin tools, libraries, or runtime) 
into a competing platform and (b) distributing 
Xamarin tools, libraries, or runtimes as library, 
source project, or other unfinished work (i.e., 
distribution is only permitted for Redistributables 
and as completely built App that is compiled, 
signed, and ready for distribution in accordance 
with Your Primary Xamarin License));  
(3) reproduce any Software (except as expressly 
permitted in Section 1.5 for Redistributables);  
(4) create derivative works of, modify, adapt or 
translate any Software;  
(5) use any Software to provide services for any 
third party;  
(6) lease, rent, loan, share or otherwise use, or 

permit use of, any Software by or for any third 
party;  
(7) use, or permit use of, a single Instance by or for 
more than one individual; 
(8) remove any proprietary notices on or in any 
Software;  
(9) use any Software in a manner not in accordance 
with its documentation; or 
(10) use any Software in an illegal or fraudulent 
manner. 
 
1.7. Evaluation Software.  If the Software is 
an evaluation version or is provided to You for 
evaluation purposes, then Your license to use the 
Software is limited solely to internal evaluation 
purposes and in accordance with the terms of the 
evaluation offering under which You received the 
Software, including any limited evaluation period 
that may apply (which may also be indicated within 
the Software).  Upon expiration of the evaluation 
period, You must discontinue use of the Software, 
return to an original state any actions performed 
by the Software, and delete the Software entirely 
from Your system.  The Software may contain an 
automatic disabling mechanism that prevents its 
use after a certain period of time, so You should 
back up Your system and take other measures to 
prevent any loss of files or data.  Without limiting 
the above, You may not use Evaluation Software to 
create an ApP 
 
2. MAINTENANCE AND SUPPORT 
Xamarin has no obligation to provide support or 
maintenance for the Software.  If Xamarin does 
provide any such support or maintenance and no 
separate agreement specifically applies to such 
support or maintenance, then the terms of this 
Agreement will govern the provision of such 
support or maintenance services (“Services“) and 
Xamarin may cease Services, in whole or part, at 
any time.  For more information on Xamarin's 
current support offerings, see 
http://support.xamarin.com. 
 
3. OWNERSHIP 
No title to or ownership of the Software is 
transferred to You.  Xamarin and/or its licensors 
retain all right, title and interest in and to all 
intellectual property rights in the Software and 
Services, including any adaptations or copies 
thereof.  You acquire only a conditional license to 
use the Software. 
 
4. WARRANTY DISCLAIMER 
4.1. Software.  THE SOFTWARE IS 
PROVIDED “AS IS” WITHOUT ANY 
WARRANTIES OF ANY KIND. 
 
THE SOFTWARE IS NOT DESIGNED, 
MANUFACTURED OR INTENDED FOR USE OR 
DISTRIBUTION WITH ON-LINE CONTROL 
EQUIPMENT IN HAZARDOUS 
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ENVIRONMENTS REQUIRING FAIL-SAFE 
PERFORMANCE, SUCH AS IN THE OPERATION 
OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT 
NAVIGATION, COMMUNICATION, OR 
CONTROL SYSTEMS, DIRECT LIFE SUPPORT 
MACHINES, WEAPONS SYSTEMS, OR OTHER 
USES IN WHICH FAILURE OF THE SOFTWARE 
COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, 
PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR 
ENVIRONMENTAL DAMAGE. 
 
THE SOFTWARE IS ONLY COMPATIBLE WITH 
CERTAIN COMPUTERS, OPERATING SYSTEMS 
AND VERSIONS OF YOUR PRIMARY XAMARIN 
SOFTWARE. Call Xamarin or Your reseller for 
information about compatibility. 
 
4.2. Services.  THE SERVICES (IF ANY) 
ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT ANY 
WARRANTIES OF ANY KIND.  As files may be 
altered or damaged in the course of Xamarin 
providing technical services, You agree to take 
appropriate measures to isolate and back up Your 
systems. 
 
4.3. Non-Xamarin Products.  The Software 
may include or be bundled with hardware or other 
software programs or services licensed or sold by an 
entity other than Xamarin.  XAMARIN DOES 
NOT WARRANT NON-XAMARIN PRODUCTS OR 
SERVICES.  ANY SUCH PRODUCTS OR 
SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” 
BASIS.  WARRANTY SERVICE IF ANY FOR 
NON-XAMARIN PRODUCTS IS PROVIDED BY 
THE PRODUCT LICENSOR IN ACCORDANCE 
WITH THE APPLICABLE LICENSOR 
WARRANTY. 
 
4.4. General Disclaimer.  EXCEPT AS 
OTHERWISE RESTRICTED BY LAW, XAMARIN 
DISCLAIMS AND EXCLUDES ANY AND ALL 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE 
OR NON-INFRINGEMENT.  XAMARIN MAKES 
NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR 
PROMISES.  XAMARIN DOES NOT WARRANT 
THAT THE SOFTWARE OR SERVICES WILL 
SATISFY YOUR REQUIREMENTS OR THAT 
THE OPERATION OF THE SOFTWARE OR 
SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED.  Some 
jurisdictions do not allow certain disclaimers and 
limitations of warranties, so portions of the above 
limitations may not apply to You.  You may also 
have other rights which vary by state or 
jurisdiction.   
 
5.  LIMITATION OF LIABILITY 
5.1. Consequential Losses.  NEITHER 
XAMARIN NOR ANY OF ITS LICENSORS, 
SUBSIDIARIES, OR EMPLOYEES WILL IN ANY 
CASE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 

INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, 
TORT, ECONOMIC OR PUNITIVE DAMAGES 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS 
AGREEMENT OR THE USE OF OR INABILITY 
TO USE THE SOFTWARE OR SERVICES, 
INCLUDING LOSS OF PROFITS, BUSINESS OR 
DATA, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF THOSE DAMAGES. 
 
5.2. Direct Damages.  IN NO EVENT WILL 
XAMARIN'S AGGREGATE LIABILITY FOR 
DIRECT DAMAGES ARISING OUT OF OR 
RELATING TO THIS AGREEMENT OR THE USE 
OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR 
SERVICES (WHETHER IN ONE INSTANCE OR A 
SERIES OF INSTANCES) EXCEED FIFTY 
UNITED STATES DOLLARS ($50 (U.S.)).   
 
5.3. Exclusions.  The above exclusions and 
limitations will not apply to claims relating to 
death or personal injury.  In those jurisdictions 
that do not allow the exclusion or limitation of 
damages, Xamarin's liability shall be limited or 
excluded to the maximum extent allowed within 
those jurisdictions. 
 
6.  GENERAL TERMS 
6.1. Term.  This Agreement becomes effective 
on the date You legally acquire the Software and 
will automatically terminate on the earlier of the 
following: (i)Your breach any of the terms of this 
Agreement or (ii) the expiration or termination of 
Your Primary Xamarin License.   
 
6.2. Benchmark Testing.  This benchmark 
testing restriction applies to You if You are a 
software developer or licensor or if You are 
performing testing on the Software at the direction 
of or on behalf of a software developer or licensor.  
You may not, without Xamarin's prior written 
consent not to be unreasonably withheld, publish or 
disclose to any third party the results of any 
benchmark test of the Software.  If You are a 
licensor of products that are functionally similar to 
or compete with the Software (“Similar Products”), 
or are acting on behalf of such a licensor, and You 
publish or disclose benchmark information on the 
Software in violation of this restriction, then 
notwithstanding anything to the contrary in the 
Similar Product's end user license agreement, and 
in addition to any other remedies Xamarin may 
have, Xamarin shall have the right to perform 
benchmark testing on Similar Products and to 
disclose and publish that benchmark information 
and You hereby represent that You have authority 
to grant such right to Xamarin. 
 
6.3. Open Source.  Nothing in this Agreement 
shall restrict, limit or otherwise affect any rights or 
obligations You may have, or conditions to which 
You may be subject, under any applicable open 
source licenses to any open source code contained in 
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the Software.   
 
6.4. Assignment; Transfer.  Neither this 
Agreement, nor any rights or obligations hereunder, 
may be transferred, assigned or delegated without 
the prior written approval of Xamarin.  Any such 
transfer, assignment or delegation made in 
contravention of this paragraph shall be null and 
void. 
 
6.5. Law and Jurisdiction.  This Agreement is 
and will be governed by and construed under the 
laws of the State of California, U.S., without giving 
effect to any conflicts of laws provision thereof or of 
any other jurisdiction that would produce a 
contrary result.  Any action arising out of or 
relating to this Agreement may be brought before 
the courts of competent jurisdiction of the State of 
California, U.S., and You consent to the jurisdiction 
of such courts and waive any objections of improper 
venue or inconvenient forum.  You consent to 
service of process by mail, nationally-recognized 
courier service, fax or email, to the contact 
information you provided to Xamarin at the time of 
your acquisition of the Software or thereafter.   
 
6.6. Entire Agreement.  This Agreement sets 
forth the entire understanding and agreement 
between You and Xamarin and may be amended or 
modified only by a written agreement agreed to by 
You and an authorized representative of Xamarin.  
NO LICENSOR, DISTRIBUTOR, DEALER, 
RETAILER, RESELLER, SALES PERSON, OR 
EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MODIFY THIS 
AGREEMENT OR TO MAKE ANY 
REPRESENTATION OR PROMISE THAT IS 
DIFFERENT FROM, OR IN ADDITION TO, THE 
TERMS OF THIS AGREEMENT.   
 
6.7. Waiver.  No waiver of any right under 
this Agreement will be effective unless in writing, 
signed by a duly authorized representative of the 
party to be bound.  No waiver of any past or 
present right arising from any breach or failure to 
perform will be deemed to be a waiver of any future 
right arising under this Agreement. 
 
6.8. Severability.  If any provision in this 
Agreement is invalid or unenforceable, that 
provision will be construed, limited, modified or, if 
necessary, severed, to the extent necessary, to 
eliminate its invalidity or unenforceability, and the 
other provisions of this Agreement will remain 
unaffected.   
 
6.9. Export Compliance.  Any Software or 
technical information received under this 
Agreement (collectively, “Received Items”) may be 
subject to U.S. export controls and the trade laws of 
other countries.  You agree to comply with all 
applicable export control regulations and to obtain 
any required licenses or classification to export, 

re-export or import Received Items.  You may not 
use or otherwise export or re-export the Received 
Items except as authorized by U.S. law and the law 
of each jurisdiction that applies to Your activities.  
Without limiting the foregoing, You agree not to 
export or re-export any Received Items to (a) 
entities or persons on the then-current U.S. 
Treasury Department's list of Specially Designated 
Nationals, the then-current U.S. Department of 
Commerce Denied Person’s List or Entity List, or 
any other U.S. export exclusion list that is then 
applicable or (b) any embargoed or terrorist country 
as specified in the U.S. export laws.  By installing, 
downloading or otherwise using the Received Items, 
You represent and warrant that You are not located 
in any such embargoed or terrorist country or on 
any such exclusion list.  In addition, You agree not 
to use any Received Items for any purposes 
prohibited by United States law, including the 
development, design, manufacture or production of 
nuclear, missile, or chemical or biological weapons.  
Upon request, Xamarin will provide You specific 
information regarding applicable restrictions.  
However, Xamarin assumes no responsibility for 
Your failure to obtain any necessary export 
approvals. 
 
6.10. U.S. Government Restricted Rights.  Use, 
duplication, or disclosure by the U.S. Government 
is subject to the restrictions in FAR 52.227-14 
(June 1987) Alternate III (June 1987), FAR 
52.227-19 (June 1987), or DFARS 252.227-7013 (b) 
(3) (Nov 1995), or applicable successor clauses.  
Contractor/Manufacturer is Xamarin Inc., 430 
Pacific Avenue, San Francisco, CA  94133. 
 
6.11. Headings; Interpretation.  Headings are 
provided for convenience only and will not be used 
to interpret the substance of this Agreement.  The 
use of “include,” “includes,” or “including” herein 
will be read as if followed by the phrase “without 
limitation.” 
 
6.12. Trademarks.  Nothing in this Agreement 
shall be construed as conferring any right to You to 
use any name, logo, or other trademark of Xamarin, 
its affiliates or licensors. 
 
6.13. Other.  The application of the United 
Nations Convention of Contracts for the 
International Sale of Goods is expressly excluded. 
 
© 2014 Xamarin Inc. All Rights Reserved. 
 
Xamarin is a trademark of Xamarin Inc. in the 
United States and other countries.   
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お問い合わせは下記へどうぞ｡ 

  

 

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34 

http://www.toshiba-carrier.co.jp/ 

■東芝キヤリア株式会社 
本社：〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34 

 その他営業所 
• 東関東営業所      TEL 043-247-1261 

 北海道支店 

〒060-0014 北海道札幌市中央区北十四条西18丁目1番23号 TEL 011-624-1141 

• 旭川営業所      TEL 0166-21-3250 

 

 東北支社 
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 2-2-1 TEL 022-237-4021 

• 福島営業所       TEL 024-933-1622 

• 山形営業所       TEL 023-625-5257 

• 青森営業所       TEL 017-777-1861 

• 北東北営業所      TEL 019-636-4121 

 

 関信越支社 
〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-318 みづほﾋﾞﾙ TEL 048-658-1048 

• 群馬営業所       TEL 027-363-3181 

• 栃木営業所       TEL 028-636-5161 

• 新潟営業所       TEL 025-241-8080 

• 長野営業所       TEL 026-221-3890 

• 松本営業所       TEL 0263-40-0780 

 

 中部支社 
〒451-8502 愛知県名古屋市西区名西 2-33-10 東芝名古屋ﾋﾞﾙ TEL 052-529-1931 

• 岐阜営業所       TEL 058-277-0620 

• 三重営業所       TEL 059-229-8301 

• 静岡営業所       TEL 054-273-4580 

• 浜松営業所       TEL 053-451-2550 

• トヨタ営業所       TEL 0565-25-1048 

 

 

 

 

 北陸支店 

〒920-0031 石川県金沢市広岡 2 丁目 4 番 2 号          TEL 076-231-7100 
• 富山営業所       TEL 076-441-5531 

• 福井営業所       TEL 0776-26-1821 

 

 関西支社 
〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7信濃橋三井ﾋﾞﾙ 7F TEL 06-7175-9506 

• 京滋営業所       TEL 075-691-5688 

• 和歌山営業所      TEL 073-422-5910 

• 神戸営業所       TEL 078-231-3190 

• 姫路営業所       TEL 079-282-2250 

 中四国支社 
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 7-18 東芝フコク生命ﾋﾞﾙ 4F  

TEL 082-577-1070 

• 岡山営業所       TEL 086-805-7631 

 四国支店 
〒730-0017 香川県高松市朝日町 2-2-22              TEL 087-821-0141 

• 松山営業所       TEL 089-900-1888 

• 高知営業所       TEL 088-845-2280 

• 徳島営業所       TEL 088-626-2421 

 九州支社 
〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 2-4-1 東芝福岡ﾋﾞﾙ TEL 092-735-3471 

• 北九州営業所      TEL 093-582-1002 

• 長崎営業所       TEL 095-847-7225 

• 大分営業所       TEL 097-553-1048 

• 熊本営業所       TEL 096-234-7319 

• 宮崎営業所       TEL 0985-29-7711 

• 鹿児島営業所      TEL 099-257-6222 

 沖縄支店 

〒900-0002 沖縄県那覇市曙 2 丁目 24 番 13 号曙沖商ビル 3 階 3－A 号室 

 TEL 098-861-2235 

● この説明書は令和２年８月現在のものです｡  ● この説明書に掲載の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります｡  


