
水銀レス血圧計シリーズ

JB15



ワンハンド式アネロイド血圧計

可変式の握りハンドル構造により、右利き・左利きどちら
でもご使用いただけます。

本体は、ガラス保護用ショック吸収性リングおよびスリップ
防止コーティング付。

ラテックスフリー

ガンマG7血圧計

136-091-02 M000.09.237.401 ￥30,100

注文コード 品　　番 標準価格

約W75×D40×H180㎜
φ56㎜
約22～32㎝
約390g
0～300㎜Hg
±3㎜Hg

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
重　量
測定範囲
測定誤差

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000035
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： アネロイド血圧計

排気の微調整がしやすく操作性の良い血圧計です。

ナイロン樹脂の軽量タイプです。

030-052-56 MSM210 ￥11,000

注文コード 品　　番 標準価格

W67×D75×H121㎜
67×67㎜
約22～32㎝
約230g（袋含まず）　約285g（袋含む）
20～300㎜Hg
±3㎜Hg
専用ポーチ

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
重　量
測定範囲
測定誤差
付属品

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10062030001
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI ワンハンドアネロイド血圧計

プッシュレバーバルブ



オールラテックスフリーで使用者の負担を軽減します。

様々な環境下で安定した測定が可能です。

一般医療機器
届 出 番 号 ： 12B2X10011000071
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： カラーアネロイド式血圧計Ⅱラテックスフリー耐衝撃型

一般医療機器
届 出 番 号 ： 12B2X10011000068
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： アネロイド式血圧計Ⅱ

アネロイド血圧計Ⅱ

コンパクトにすっきり収納でき、往診や訪問看護などにも便利です。

W55×D80×H42㎜
φ52㎜
約22～32㎝
約182g
20～300㎜Hg
±3㎜Hg
専用ポーチ

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
重　量
測定範囲
測定誤差
付属品

651-002-41 マゼンタ ￥2,300

651-002-31 ティール ￥2,300

注文コード カラー 標準価格

補充品 ： マンセッター ※非医療機器

651-002-70 マゼンダ ￥9,100

651-002-80 ミント ￥9,100

注文コード カラー 標準価格

MMI アネロイド式血圧計Ⅱ ラテックスフリー 耐衝撃型

W52×D75×H34㎜
φ52㎜
約22～32㎝
約154g
20～300㎜Hg
±3㎜Hg
専用ポーチ

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
重　量
測定範囲
測定誤差
付属品

651-200-65 ￥3,700

注文コード 標準価格

補充品 ： メーターのみ ※非医療機器

651-002-04 ￥6,300

注文コード 標準価格

MMI アネロイド式血圧計Ⅱ

一般医療機器
届 出 番 号 ： 12B2X10011000069
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： アネロイド式血圧計Ⅱ耐衝撃型

W55×D80×H42㎜
φ52㎜
約22～32㎝
約182g
20～300㎜Hg
±3㎜Hg
専用ポーチ

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
重　量
測定範囲
測定誤差
付属品

注文コード

651-002-50 ￥7,900ブラック

651-002-60 ￥7,900ブルー

カラー 標準価格

MMI アネロイド式血圧計Ⅱ 耐衝撃型

ブラック

ブルーブルー



大型アネロイド血圧計

大きな表示板で目盛間隔が広く、見やすい構造です。

W470×D470×H760～1200㎜
W160×D80×H160㎜
約22～32㎝
20～300㎜Hg
±3㎜Hg

本体サイズ
メーターサイズ
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

030-052-12 MSM220 ￥29,000

注文コード 品　　番 標準価格

スタンド型

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10017CA0003
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI 大型アネロイド血圧計 スタンド型

五脚にキャスターを使用しているので
安定した移動ができます。

W160×D80×H160㎜
約22～32㎝
20～300㎜Hg
±3㎜Hg

メーターサイズ
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

030-052-58 MSM230 ￥17,600

注文コード 品　　番 標準価格

卓上型

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10062030005
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI 大型アネロイド血圧計 卓上型

台座は硬質ゴム製で、机に傷がつきにくく
すべりにくい安定型です。

030-052-14 MSM240 ￥14,000

注文コード 品　　番 標準価格

W160×D80×H160㎜
約22～32㎝
20～300㎜Hg
±3㎜Hg

メーターサイズ
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

壁掛け型

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10017CA0001
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI 大型アネロイド血圧計 壁掛け型

左右に40°向きを変えることができ、読み取りが正確に
できます。



大型アネロイド血圧計

大きな表示板で目盛間隔が広く、見やすい構造です。

W160×D80×H160㎜
最大40㎜径
約22～32㎝
20～300㎜Hg
±3㎜Hg

メーターサイズ
クランプ幅
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

030-052-15 MSM250 ￥20,000

注文コード 品　　番 標準価格

ベッド取付型（パイプ用）

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10017CA0002
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI 大型アネロイド血圧計 ベッド型

クランプ内側にゴムが付いているので
傷をつけずに固定できます。

W160×D80×H160㎜
最大54㎜径
約22～32㎝
20～300㎜Hg
±3㎜Hg

メーターサイズ
クランプ幅
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

030-052-41 MSM271-A ￥8,300

注文コード 品　　番 標準価格

別売品 ： 取付金具 ※非医療機器

030-052-69 MSM270 ￥15,400

注文コード 品　　番 標準価格

ベッド取付型（クランプなし）

一般医療機器
届 出 番 号 ： 13B3X10062030002
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： MMI 大型アネロイド血圧計 ベッド型

ベッドや机など色々な所に、
縦・横・自由な方向から固定できます。

横取付例縦取付例 ※取付けには別売の取付金具が必要です。

φ130㎜の読みやすい大型スケール
壁掛型は別売の取付金具を使用することで、
ベッドのパイプ（φ19～38㎜）に取付け可能です。

ガンマXXL血圧計

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000035
一般的名称 ： アネロイド式血圧計
販　売　名 ： アネロイド血圧計

ラテックスフリーで耐久性に富む
ポリカーボネート製構造

卓上型 壁掛型

W140×D70×H140㎜
約22～32㎝
0～300㎜Hg
±3㎜Hg

メーターサイズ
測定可能腕周り
測定範囲
測定誤差

030-052-42 PR-2000 ￥8,000

注文コード 品　　番 標準価格

別売品 ： ベッド取付金具 ※非医療機器

136-091-11 M000.09.310 ￥32,400

136-091-12 M000.09.311 ￥28,000

注文コード 品　　番

卓上型

壁掛型

規　　格 標準価格

取付例
（壁掛型+ベッド取付金具）



修理の多い血圧計のカフやチューブ部分のエア漏れ検出測定器です。

カフを接続し、ボタン一つで合否判定可能です。

離れた場所からでも見やすい大きなランプで点検結果をお知らせします。

点検にかかる負担を軽減します。

2種類のカフホースアダプタが付属されているため
1本チューブにも2本チューブにも接続可能です。

非観血式血圧計腕帯用空気漏れ検出器 Emora（エモラ）

血圧計カフ・チューブのエア漏れ点検を
素早く・簡便に。

監修 ： 中国電力株式会社 中電病院 臨床工学技士 元山 明子氏

約W140×D140×H70㎜
約390ｇ
AC100-240V,0.2A　DC6V,1.0A
（SPEED Checkモード）0～240㎜Hg(±10㎜Hg)
（FINE Checkモード）0～280㎜Hg(±10㎜Hg)
測定用円柱（φ80×H250㎜）、カフホースアダプタ（Y字・I字 各1本）

サイズ
重　量
電　源
測定規定圧

付属品

B43-001-03 KMED-002 ￥118,000

注文コード 品　　番 標準価格

※測定にはカフのサイズに応じた円柱が必要です。(付属の測定用円柱はφ80×H250㎜)使用イメージ

吸水性の高い「ソフトファブリセル」により快適な装着感。

防水フィルム加工で体液の浸透を防ぎます。

装着簡単なディスポーザブルタイプです。

ラテックスフリー

TIDI カフバリア

血圧計カフによる感染症のリスクを軽減。

ソフトファブリセル、ポリエチレンフィルム
1箱（50枚入）

材　質
入　数

注文コード 品　　番 サイズ

030-180-25 916113-MUR ￥1,900W140×L330㎜小児用

030-180-26 916114-MUR ￥2,000W170×L460㎜成人用

規　　格 標準価格

使用イメージ使用イメージ

RS2304.3000
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