2013 年 4 月 25 日
お知らせ
NTT レゾナント株式会社
株式会社エー・アンド・デイ
クラウド型健康管理サービス「goo からだログ」にて、
おサイフケータイ/NFC 経由で健康データを記録するアプリ
「goo からだログ

bodycloud」Android 版の提供開始

～NFC 通信機能付の活動量計や血圧計、体組成計と連携を開始～
URL：http://karada.goo.ne.jp/continua
NTT レゾナント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：若井 昌宏、以下：NTT
レゾナント）は、クラウド型健康管理サービス「goo からだログ」にて、NFC 通信機能付の
活動量計や血圧計、体組成計で測定した数値を、おサイフケータイ/NFC 経由で記録し、管
理することができるスマートフォンアプリ「goo からだログ bodycloud」Android 版の提供
を本日より開始します。
本アプリの提供開始に際し、株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表
取締役

執行役員社長 古川 陽、以下：エー・アンド・デイ）は、おサイフケータイ/NFC

通信機能付の活動量計
「UW-201NFC」、同血圧計「UA-772NFC」、
同体組成計「UC-411NFC-BK」
（黒）
「UC-411NFC-WH」
（白）の販売を本日より開始します。
「goo からだログ

bodycloud」では昨年 12 月より iPhone/iPad の提供を開始し好評であっ

たため、今回新たに Android 版へ提供を開始します。これにより、より多くのユーザーが容
易に血圧や体重などの測定データを簡単に管理できるようになります。

1.「goo からだログ bodycloud」Android 版の概要
「goo からだログ bodycloud」Android 版は、Android 端末対応の活動量計・血圧計・体
組成計に Android 端末をかざすことで、おサイフケータイ/NFC を通じて測定値を端末に記

録できるアプリです。尚、その測定値は goo からだログへの転送が可能となり、PC や
スマホで管理閲覧することができます。また測定機器から受信した測定データは、コ
ンティニュア・ヘルス・アライアンスの規格に準拠したフォーマットを使用しており、
医療機関や健康・医療システムに送信しシームレスに連携することも可能となります。
*測定値は Android アプリに 2 週間記録することが可能です。2 週間を過ぎると、goo からだログへのログ
インが必要となります。

＜記録可能な数値＞
NFC 通信機能付活動量計
「UW-201NFC」
：総消費カロリ
数

アクティブ歩数/JOG 歩数

歩行距離

活動消費カロリ 脂肪燃焼量

歩

エクササイズ

同血圧計「UA-772NFC」
：最高血圧、最低血圧、脈拍数
同体組成計「UC-411NFC-BK」
（黒）
「UC-411NFC-WH」（白）：体重、体脂肪率、筋肉量、
基礎代謝、水分量
また「goo からだログ bodycloud」Android 版では、Android 端末の画面上に、日にち毎の
測定データが表示されます。測定した数値は、前回の測定値との差分も併せて表示される
ため、数値の変化が一目で分かるようになっています。又、測定データをグラフで分かり
やすく表示でき、表示対象とする期間を変更し確認することも可能です。尚、活動量計デ
ータについては 24 時間表示で一日の活動量を１時間ごとのグラフで比較することができま
す。ユーザーはこれら一連の機能を利用し、血圧、体重や体脂肪率などの数値、及びその
変化を把握することで、手軽に日々の健康促進やダイエットなどの体重管理に役立てるこ
とができます。

2.利用条件・利用方法
本機能を利用するには、対応機器、連携アプリ「goo からだログ bodycloud」Android 版、
「goo ID」が必要になります。

(1)対応機器
本機能を利用するには Android 端末対応の NFC 通信機能付活動量計「UW-201NFC」や同
血圧計「UA-772NFC」、同体組成計「UC-411NFC-BK」（黒）「UC-411NFC-WH」（白）が必
要となります。機器は、NTT レゾナントが提供するネット通販サイト「NTT-X Store」にて
購入可能です。
「NTT-X Store」
：http://nttxstore.jp/
・活動量計「UW-201NFC」 製品仕様概要
通信方式

：近距離無線通信 FeliCa™方式

機器概要 ：電池が長持ち（電池寿命 約 1 年間）、
1 日毎に 90 日間分、
1 時間毎に 7 日間分の計測データを自動メモリ、3Ｄ（3 方向）
センサーで、バックの中やポケットの中でもしっかり計測
「NTT-X Store」販売価格（税込み）： ¥3,980
・血圧計「UA-772NFC」

製品仕様概要

通信方式

：近距離無線通信 FeliCa™方式

機器概要

：簡単ワンプッシュ操作、
最新 100 回分まで測定データを記憶、
不規則脈検知付

「NTT-X Store」販売価格（税込み）： ¥7,800
・体組成計「UC-411NFC-BK」
（黒）「UC-411NFC-WH」
（白） 製品仕様概要
通信方式

：近距離無線通信 FeliCa™方式

機器概要

：50g 単位表示の高精度でスタイリッシュなデザイン、
登録人数 5 人、
測定者自動認識機能付

「NTT-X Store」販売価格（税込み）： ¥8,800

(2)連携アプリ「goo からだログ bodycloud」Android 版＞
Google Play にアクセスし、
「bodycloud」で検索。
※下記 URL から直接アクセスすることも可能です。
▼Google Play
URL：http://goo.gl/1Id1X

＜「goo からだログ

bodycloud」Android 版アイコン＞

＜対応スマートフォン端末＞
・Android のスマートフォンもしくはタブレット
・AndroidOS 2.3.3 以降
・おサイフケータイ対応 (FeliCa チップ内蔵)もしくは NFC 対応

(3)必要な ID
本機能を利用するには「gooID」
（登録無料）と「goo からだログ（http://karada.goo.ne.jp/）
」
の登録（無料）が必要になります。
「goo からだログ」は、約 50 万人の会員を擁するダイエットの成功や健康管理のために
必要な”継続性”を追求する記録型ダイエット.・ヘルスケアコミュニティサービスです。体
重や摂取カロリー、ウォーキングの距離や睡眠時間など 160 種類を超える豊富な項目を記
録することができ、分かりやすいグラフや、目標・目的ごとに仲間が集うコミュニティ、
データの公開機能などを通じて、継続的にダイエットや健康管理に取り組むことができま
す。

*「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
*「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
*「Android」
「Google Play」は、Google Inc.の商標・登録商標です。
*「iPhone」
「iPad」はApple Inc.の商標です。
*本 ア プ リ は 、 ソ ニ ー 株 式 会 社 提 供 の NFCヘ ル ス ケ ア ラ イ ブ ラ リ ー を 利 用 し て い ま す 。
*コンティニュア・ヘルス・アライアンスとは情報通信技術を活用した健康管理サービスや医療/ヘルス
ケア機器を相互に連携するための世界標準規格です。

以上
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