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 MX-101 
Quick Start Guide 

Multi-Radiation Detector 
1. Quick Measurement Mode Operation: 

    
Press the middle button 
 (as shown in the figure) 
 to turn on the meter 

The startup screen appears 
 

Access the measurement 
mode: 

 Electromagnetic field 
 Electric field  
 RF electric field  

can be measured 
simultaneously in this 

mode  

Press and hold the middle 
button for 3 seconds to turn 

off the meter 

 
2. Data Hold: 

    
In the measurement mode, 

press the left button  
All measurement readings 
and functions are locked 

In the Data Hold mode, 
press the left button  

Return to the measurement 
mode 

 



3. Menu Settings: 
Step 1  

 
 
 
 

 

Step 2 

  

In the measurement 
mode, press the 
middle button to 

enter the main menu 

 Press the right button “Select”  repeatedly to move the blue cursor downwards. 

Press the left button “Enter”  to confirm the desired option and enter Step 3 

 If you are not going to proceed, press “Menu”  to return to Step 1 measurement 
mode 

                            
Step 3 

 

 Press the right button “Select”  repeatedly to move the yellow check mark  downwards. Press the left 

button “Enter”  to confirm the desired setting (Fig.1~6 and Fig.7) and return to the measurement mode 

 In Fig.6, press “Enter” , select “On” to enter Step 4, or select “Off” to mute the meter and return to the 
measurement mode 

 To return to Step 2, press “Menu”  
         

Step 4  
 
 
 
 
 
 

Step 5  

 
Global Hot Selling High 

Quality Meters And Testers 
Moxie Corporation CO.,LTD 

Global Top-selling High-
quality Meter 

Moxie Corporation CO.,LTD 
5F-7, No.57, Sec.1, Dunhua 

S.Rd., Songshan Dist., Taipei 
City., 105., Taiwan 

E-mail: 
contact@moxiecorp.com.tw 

http://www.moxiecorp.com.tw 

 

  
 Press the right button “Select” 

 repeatedly to select the 
key tone or alarm tone by 
moving the yellow check mark 

 downwards. Press the left 

button “Enter”  to enter 
Step 5 

 Press the right button “Select”  
repeatedly to select the right-sided 
box by moving the yellow check mark 

 downwards. Press the left button 

“Enter”  to confirm the desired 
setting 

 To return to Step 2, press “Menu”  



 To return to Step 2, press 

“Menu”  

  
MX-101 

 簡易操作說明 

多功能電磁波測試器 

1. 快速測量模式操作: 

  

 

 

按開關鍵(左圖)開機畫面 顯示開機畫面     進入測量模式: 

在此模式可同時測量 

低頻電磁波 

低頻電場 

高頻電場 

長按開關鍵 3 秒關機 

 

2. 資料鎖定: 



 

 

  

在測量模式下,按此鍵  所有量測值及功能都鎖定 在鎖定狀況下,按此鍵     返回測量模式 
 
 
 

3. 設定操作: 

步驟 1  
 
 
 
 

 

步驟２ 

 

 

在測量模式下 

按此鍵 

進入設定模式 

 按右鍵     選擇(Select)，每按一下，藍色游標由上往下，當移動到想要設定的功

能，按左鍵     確認(Enter)進入步驟 3 

 如不進行功能設定，按目錄鍵(Menu)   ，就可回到步驟 1 測量模式 

                            
步驟３ 

 

 按右鍵     選擇(Select)，每按一下，黃色   由上往下，當移動到想要設定的功能：Fig1~6 及 Fig7，按左鍵     

確認(Enter)完成功能設定，並返回測量模式 

 Fig６按左鍵   確認(Enter) ，選擇開啟進入步驟 4，選擇關閉將關閉所有聲音，並回測量模式 

 如要返回步驟 2，按目錄鍵(Menu)   



         

步驟４  
 
 
 
 
 
 

步驟５  
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 按右鍵     選擇(Select)按鍵聲

音或警告聲音，每按一下，黃色  

由上往下，當移動到想要設定的

選項，按左鍵     確認(Enter) 

進入步驟 5 
 如要返回步驟 2，按目錄鍵

(Menu) 
 

 按右鍵     選擇(Select)鍵螢幕右邊框

框，黃色  由上往下，當移動到想要

設定的選項，按左鍵    確認(Enter)

完成功能設定 

 如要返回步驟 2，按目錄鍵(Menu)   

 



 

MX-101 简易操作说明 
多功能磁场电磁波测试器 

1. 快速测量模式操作: 

    

按开关键(左图)开机画面 显示开机画面     进入测量模式: 
在此模式可同时测量 

低频电磁波 
低频电场 
高频电场 

长按开关键 3 秒关机 

 

2. 数据锁定: 

 

 
 

 

在测量模式下,按此键  所有量测值及功能都锁定 在锁定状况下,按此键     返回测量模式 
 



3. 设定操作: 

步骤 1  
 
 
 
 

 

步骤２ 

 

 

在测量模式下 
按此键 

进入设定模式 

 按右键     选择(Select)，每单击，蓝色光标由上往下，当移动到想要设定的功能，

按左键     确认(Enter)进入步骤 3 

 如不进行功能设定，按菜单键(Menu)   ，就可回到步骤 1 测量模式 

                            
步骤３ 

 

 按右键     选择(Select)，每单击，黄色   由上往下，当移动到想要设定的功能：Fig1~6 及 Fig7，按左键     

确认(Enter)完成功能设定，并返回测量模式 

 Fig６按左键   确认(Enter) ，选择开启进入步骤 4，选择关闭将关闭所有声音，并回测量模式 

 如要返回步骤 2，按菜单键(Menu)   

         
步骤４  

 
 
 
 
 
 

步骤５ 
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 按右键     选择(Select)按键声

音或警告声音，每单击，黄色  
由上往下，当移动到想要设定的

选项，按左键     确认(Enter) 

进入步骤 5 
 如要返回步骤 2，按菜单键

(Menu)  

 按右键     选择(Select)键屏幕右边框

框，黄色  由上往下，当移动到想要

设定的选项，按左键     确认(Enter)
完成功能设定 

 如要返回步骤 2，按菜单键(Menu)   

 



  
クイックスタートガイド マルチフィールド EMF メーター 

1. クイック測定モードの操作： 

  

 

 

中央ボタンを押して 
(図に示すとおり) 

メーターの電源を入れます

 

起動画面が表示されます 
 

下記測定モードにアクセス

します： 
EMF 電磁界 

LF 電界 

RF 電界 
このモードで上記の 
同時測定が可能です 

メーターの電源を切るに

は、中央ボタンを 3 秒間長

押しします 

 
2. データホールド： 

 
 

 

 

測定モードで、左ボタンを

押します 
すべての測定値および機能

が 
ロックされます 

データホールドモードで、

左ボタンを押します 
測定モードに戻ります 



3. メニュー設定： 
ステップ 1  

 
 
 
 

 

ステップ 2 

  

測定モードで、中央ボ

タンを押してメインメ

ニューに入ります 

 右ボタン「選択（Select）」    を繰り返し押して青いカーソルを下方に動かしま

す。左ボタン「確定（Enter）」     を押して、ご希望のオプションを確定し、ステッ

プ 3 に入ります 
 続行しない場合は、「メニュー（Menu）」   を押してステップ 1 の測定モードに戻

ります 

                            
ステップ 3 

 

 右ボタン「選択（Select）」    を繰り返し押して、黄色いチェックマーク   を下方に動かします。左ボタン「確

定（Enter）」    を押してご希望の設定を確定し（図 1～6 と図 7)、測定モードに戻ります 
 図 6 で、「確定（Enter）」を押して    、「オン（On）」を選択しステップ 4 に入るか、「オフ（Off）」を選択し

て、メーターをミュートして、測定モードに戻ります 
 ステップ 2 に戻るには、「メニュー（Menu）」   を押します 

         

ステップ 4  
 
 
 
 
 
 

ステップ 5  
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 右ボタン「選択（Select）」    を
繰り返し押して、黄色いチェック

マーク   を下方に動かし、キー

音またはアラーム音を選択しま

す。左ボタン「確定（Enter）」を

押してステップ 5 に入ります 
 ステップ 2 に戻るには、「メニュ

ー（Menu）」   を押します 

 右ボタン「選択（Select）」    を繰

り返し押し、黄色いチェックマーク  
を下方に動かして、右側のボックスを

選択します。左ボタン「確定

（Enter）」    .                                  
を押してご希望の設定を確定します 

 ステップ 2 に戻るには、「メニュー

（Menu）」   を押します  
 



 
Guía de Inicio Rápido  

Medidor CEM de Campos Múltiples 
1. Funcionamiento del modo de medición rápida: 

  

 

 

Pulse el botón central (tal y 
como se muestra en la 

ilustración) para encender 
el medidor  

Aparece la pantalla de 
inicio  

Acceda al modo de 
medición: 

Campo electromagnético  
Campo eléctrico  

Campo eléctrico RF se 
puede medir 

simultáneamente en este 
modo 

Mantenga pulsado el botón 
central durante 3 segundos 

para apagar el medidor 

 
2. Conservar Datos: 

 

 

 

 

En el modo de medición, 
pulse el botón izquierdo  

Se bloquean todas las 
funciones y lecturas de las 

mediciones 

En el modo Conservar 
Datos, pulse el botón 

izquierdo  

Vuelva al modo de 
medición 

 



3. Ajustes del Menú: 
Paso 1  

 
 
 
 

 

Paso 2 

 

 

En el modo de 
medición pulse el 
botón central para 
entrar en el menú 

 Pulse el botón derecho de  “Seleccionar”     repetidamente para mover el cursor 
azul hacia abajo. Pulse el botón izquierdo “Intro”     para confirmar la opción 
deseada y acceder al Paso 3 

 Si no va a pasar al siguiente paso, pulse “Menú”    para volver al Paso 1 “Modo de 
medición” 

                            
Paso 3 

 

 Puls el botón derecho de “Seleccionar”     repetidamente para mover la marca amarilla  hacia abajo. Pulse el 
botón izquierdo “Intro”     para confirmar el ajuste deseado (Ilustración. 1-6 y Fig. 7) y vuelva al modo de 
medición 

 En la ilustración 6, pulse el botón “Intro”    , seleccione “Activado” para entrar en el Paso 4 o seleccione 
“desactivado” para silenciar el medidor y volver al modo de medición 

 Para volver al Paso 2, pulse “Menú”  
         

Paso 4  
 
 
 
 
 
 

Paso 5 
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 Pulse el botón derecho de 

“Seleccionar”  
repetidamente para seleccionar el 
tono de tecla o alarma moviendo 
la marca amarilla hacia abajo. 
Pulse el botón izquierdo “Intro” 

 para acceder al Paso 5 
 Para volver al Paso 2, pulse 

“Menú”  

 Pulse el botón derecho de 

“Seleccionar”  repetidamente 
para seleccionar la casilla a la derecha 
moviendo la marca amarilla  hacia 
abajo. Pulse el botón izquierdo de 

“Intro”  para confirmar el ajuste 
deseado 

 Para volver al Paso 2, pulse “Menú” 

  


