
※医療機器を販売する場合は、医薬品医療機器等法により管理医療機器販売業届出・営業管理者の設置が義務づけられているものがあります。詳細は78ページをご覧ください。

表示価格は税抜です。※ご購入時点での税率が　別途課税されます。
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血
圧
計

正しい測定をサポート
する「手くび高さセン
サー」や、いつもの血圧
値と比べられる「平均値
比較表示機能」搭載の使
いやすい血圧計。

脈の乱れが検知できる「心調律異常
チェック機能」を搭載。心調律異常
が発見されるとマークでお知らせ。
200回分メモリー機能付。

ワンプッシュで簡単測定、見やすい大きな画面表示の血
圧計。60回メモリー・直近2回分の平均値表示機能搭載。

手首式

手首式
手首式

手首式

上腕式

上腕式

上腕式

手首式

●現在と過去の血圧値を比較できる
　過去比較。
●清潔で着脱しやすい着脱らくらく
　カフ。（左右両用）
●文字の表示が見やすい大型液晶。

医療
機器

83G-4
タニタ 上腕式血圧計

（BP-523-WH） 〔税抜〕￥10,000
QABS・ポリエステル F低室温アラーム・クリップアームカフ・
メモリー2人分90回・2回分平均値 I収納スタンド・取説・保
証書 M228g Eモニター単3アルカリ×4（添） S144×93×
57㎜ B140×180×150㎜ P化粧箱：12個 ■え医療機器227A 
ABZX00085000 ■え基準適合証印 ■えEMC適合 〈CHN80-40U〉

医療
機器

83G-6
タニタ 手首式血圧計

（BP-513-WH） 〔税抜〕￥7,000
QABS・ポリエステル F低室温アラーム・メモリー1人分90
回記録・2回分平均値 I収納ケース・取説・保証書 M125g E
モニター単4アルカリ×2（添） S28×65×87㎜ B85×105×
105㎜ P化粧箱：12個 ■え医療機器227AABZX00086000 ■え
基準適合証印 ■えEMC適合 〈CHN80-40U〉

簡単操作のシンプル機能に、コンパ
クトで携帯しやすい手首式。60回分
の測定値を記憶します。収納や携帯
に便利なケース付。

A

B

測定時に手首を固定で
きる収納ケースつき。

83G-9A	〔ホワイト〕
83G-9B	〔ブラック〕

手首式血圧計（BM-100） 〔税抜〕￥4,000
QABS F測定方式/オシロメトリック法・メモリ60回 Iケース・
取説・保証書 M120g Eモニター単4×2（添） S68×75×31
㎜ B84×118×78㎜ P 化 粧 箱：18個 N110-120-16-
100-S ■え医療機器224AKBZX00146000 ■え基準適合証印 
〈CHN70-30U〉

医療
機器

83G-5
タニタ 上腕式血圧計

（BP-522-WH） 〔税抜〕￥8,000
QABS・PC・ナイロン Fメモリー1人分60回・2回分平均値・
血圧レベル3段階表示・脈間隔変動チェック機能 I取説・保証
書 M255g E モ ニ タ ー 単3×4（添） S150×128×70㎜ 
B174×140×112㎜ P化粧箱：12個 ■え医療機器227AABZX
00085000 ■え基準適合証印 ■えEMC適合 〈CHN80-40U〉

医療
機器

83G-7
タニタ デジタル血圧計

（BP-210PR） 〔税抜〕￥5,000
QABS・PET・PMMA F手首式血圧計・メモリー200回分・
心調律異常チェック I取説・保証書 M130g Eモニター単4ア
ルカリ×2（添） S60×69.2×68㎜ B96×114×93㎜ P化粧
箱：12個 ■え医療機器22200BZX00742000 ■え基準適合証印 ■え
EMC適合 〈CHN75-35U〉

医療
機器

大画面で見やす
く、簡単操作の
シ ン プ ル 機 能。
60回分の測定値
を記憶します。

上腕式

83G-8
上腕式血圧計（BM-200WT） 〔税抜〕￥5,000
QABS Fオシロメトリック法・メモリ60回・血圧値レベル表
示 Iケース・取説・保証書 M290g Eモニター単3×4（添） 
S122×70×140㎜ B155×165×95㎜ P 化 粧 箱：12個 
N110-120-16-100-S ■え医療機器224AKBZX00145000 ■え基
準適合証印 〈CHN70-30S〉

医療
機器

83G-1
パナソニック 上腕血圧計

（EW-BU16-W） 〔税抜〕￥6,700
QABS Fメモリ数90回・ワイド液晶・過去比較・着脱らくら
くカフ（左右両用）・血圧サイン・脈間隔変動/体動サイン・時
計機能 I取説・保証書 M290g E単3×4（別） S115×130×
79㎜ B110×155×118㎜ P化粧箱：5個 ■え医療機器226AH 
BZX00008000 ■え基準適合証印 ■えEMC適合 〈CHN85-45S〉

医療
機器 83G-2

パナソニック 手首血圧計
（EW-BW33-W） 〔税抜〕￥7,850
QABS F手くび高さセンサー・メモリ数90回・平均値比較表示・
血圧サイン・脈間隔変動/体動サイン・レザー調カフ Iポーチ・
取説・保証書 M116g E単4×2（別） S64×89×34㎜ B70
×110×70㎜ P化粧箱：20個 ■え医療機器224AKBZX00061 
000 ■え基準適合証印 ■えEMC適合 〈CHN85-45S〉

医療
機器

83G-3A	〔ホワイト〕 83G-3B	〔ビビッドピンク〕
83G-3C	〔ライトピンク〕

パナソニック 手首血圧計
（EW-BW13） 〔税抜〕￥5,600
QABS F血圧サイン・平均値比較表示・メモリ数90回・脈間
隔変動/体動サイン・レザー調カフ I取説・保証書 M115g E
単4×2（別） S64×89×34㎜ B70×110×70㎜ P化粧箱：
20個 ■え 医 療 機 器224AKBZX00062000 ■え 基 準 適 合 証 印 ■え
EMC適合 〈CHN85-45S〉

医療
機器

●「いつもの血圧値」と比べられる
　「平均値比較表示機能」
●確認しやすい大きめ文字や巻きやすい
　レザー調カフ採用

A B

C

室温が9℃以下の低室温お知らせ機能を搭載。室温も管理するワンランク上の血圧計です。4 6

2ステップで簡単装着できるクリップ式
アームカフを採用しています。
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〈側面〉


