








1. 安全上のご注意

4

警告表示の説明

図記号の説明

本システムの使用の禁止

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（＊1）を負ったり、火災など
が差し迫って発生したりすることが想定されます。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（＊1）を負ったり、火災など
が発生したりすることが想定されます。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、障害を負ったり、物的損害（＊2）が
起こったりする可能性が想定されます。

本装置を損害から守るために表示する　マークです。この「取扱説明書」の本文中で説明を
行います。

警告文書ではありませんが、正しい利用・使用方法について情報の提供を行い、誤操作、
誤動作にならないための注意事項です。

禁止の行為であることを告げるものです。

危険、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。

行為を強制または指示する内容があることを告げるものです。

●ペースメーカー等の体内植込み型医療機器を使用している方。
●人工心肺装置等の生命維持用医療機器を使用している方。
●心電計等の装着型医療機器を使用している方。

＊1: 重傷とは失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒など、後遺症が残るものおよび、
　　 治療に入院や長期の通院が必要となるものをさします。
＊2: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

危険

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為の安全に関する重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や、損害の程度を次の警告表示で区分し、説明します。

警告表示の中で、行為の禁止あるいは、行為の強制などを次の図記号で区分し、表示しています。

下記のような医療機器をご使用の方は、本装置で体成分を絶対に測定しないでください。

危険

警告

注意

ヒント

指 示

注 意

禁 止
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用途名称
電源ボタン

緊急停止ボタン

端末の電源をON/OFFする際に使用します。

測定を緊急停止する際に使用します。

タッチパネルモニター 測定結果やメニューを画面上に表示するとともに、
表示内容に応じて指で画面上を触れて操作します。

本体電極

SpO2プローブ接続端子

心電図測定、体成分測定時に使用します。

専用プローブを接続してSpO2を測定します。

盗難防止ワイヤー接続口

外部誘導コード接続端子

制御コード接続端子

ACアダプター接続端子

カフ接続口

盗難防止ワイヤーの接続口を示します。
別途、市販の盗難防止用ワイヤーをご購入いただく必要が御座います。

専用の外部誘導コードを接続し、心電図を測定します。

自動カフからの制御コードを接続し、血圧を測定します。

ACアダプターを接続します。

カフ（手巻き）もしくはエアチューブのエアプラグを接続します。

付属品
・本体用ACアダプター（DA12-050US-M）・SpO2プローブ・手巻きカフ・取扱説明書（本書）・添付文書

別売品
・専用プリンター・専用プリンター用ACアダプター・記録紙（5巻）・エアチューブ・外部誘導コード・クリップ電極
・ディスポ電極・自動カフ・自動カフ用ACアダプター・自動カフ用制御コード・カフカバー・キャリングケース

用途 商品コード名称
B－189

B－190

B－191

B－192

B－203

B－97

B－193

B－194

B－196

B－707

B－197

B－198

B－199

B－89

B－200

※付属品は別売り販売も行っております。ご購入の際は、品名、商品コードをお買い上げの販売店までご連絡ください。

本体用ACアダプター

SpO2プローブ

手巻きカフ

専用プリンター

専用プリンター用ACアダプター

記録紙（5巻）

エアチューブ

外部誘導コード

クリップ電極

ディスポ電極

自動カフ

自動カフ用ACアダプター

自動カフ用制御コード

カフカバー

キャリングケース 

自動カフに電源を供給します（型式：ATM036T-A120）。



































































































190（W）×350（D）×240（H）mm
約2.6kg
19cm～39cm
ACアダプター12V（型式：ATM036T-A120）
25VA以下
クラスⅡ
BF形装着部
IPX0（水の浸入に対する保護はされていません）
10～36℃ / 85％以下 / 700hpa～1060hpa
-5～50℃ / 85％以下 / 700hpa～1060hpa

寸法
重量
適用腕周範囲
電源
電源入力

防水性能
使用環境温/湿度/気圧
保存環境温/湿度/気圧

91（W）×148.5（D）×63.5（H）mm
約320ｇ（プリンター単体の重量、用紙やバッテリー除く）
感熱ラインドット式
364ドット
8dot/mm
48mm
φ50mm(軸心内径φ12mm、軸心外径φ18mm)
MAX. 37.5mm/sec(電源5V時)
MAX. 62.5mm/sec(電源7.2V時)
MAX. 100mm/sec(電源8.5V時)
条件：ヘッド温度35℃以上、
64ドット以下、最適化駆動。※通信時間は除く
漢字(24×24)　　　　16桁
0.125mm
漢字(24×24)　　　　3.00×3.00mm
日本語 JIS C 6226・1983(全角文字)
4.25mm(1/6インチ)
パーシャルカット
error LED
Bluetooth2.1+EDR
電源スイッチ、feedスイッチ

30VA以下
プリンター本体　　　　　　：クラスⅢ
プリンター用ACアダプター：クラスⅡ
IPX0（水の浸入に対する保護はされていません）
0～50℃ /　35～85％
-20～70℃ /　10～90％

寸法
重量

オートカッター
エラー表示
通信
操作スイッチ

電源入力

防水性能
使用環境温/湿度
保存環境温/湿度

印字方法
総ドット数
ドット密度
最大印字幅
最大ロール紙外径
印字速度(MAX)

最大印字桁数
紙送りピッチ
文字寸法
文字種
改行量(初期値)
カットモード

62

自動カフ（オプション品）

プリンター（オプション品）

電撃に対する保護

電撃に対する保護

ヘッド仕様

印字仕様

文字仕様

電源 ACアダプター



関東営業所　TEL（047）383-5525
東京営業所　TEL（03）5625-3566
名古屋営業所　TEL（052）735-7571
京都営業所　TEL（075）502-5231
阪神営業所　TEL（06）6427-1337
大阪営業所　TEL（06）6339-2371
神戸営業所　TEL（078）306-0611
姫路営業所　TEL（079）284-9548
和歌山営業所　TEL（073）441-5771
岡山営業所　TEL（086）805-8744
福山出張所　TEL（084）973-6015
沖縄営業所　TEL（098）859-2549

福 岡 営 業 所　TEL（092）436-3033
北九州営業所　TEL（093）964-1522
久留米営業所　TEL（0942）45-8870
佐 賀 営 業 所　TEL（0952）36-9614
大 分 営 業 所　TEL（097）573-9030
長 崎 営 業 所　TEL（095）847-7184
熊 本 営 業 所　TEL（096）312-5660
宮 崎 営 業 所　TEL（0985）63-3312
鹿児島営業所　TEL（099）230-0990
佐世保出張所　TEL（0956）42-1031
大分賀来出張所　TEL（097）586-5575

生体信号測定器　HMC-10

Inventec Appliances （Jiangning） Corporation
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