
エー・アンド・デイは
医療・測定機器の総合メーカーです。

やさしさ、たくさん
快適・カンタン血圧計シリーズ
調剤薬局でお求めください。

東京都豊島区東池袋3-23-14  TEL.03-5391-2566（代）
札　幌011-251-2753　仙　台022-211-8051　名古屋052-726-8761
大　阪06-4805-1207　広　島082-233-0611　福　岡092-441-6715

●血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で

＊UA853-ADJC-27-PR7-14310

株式
会社

http://www.aandd.co.jp

安全上のご注意
● 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
● 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響の
　 ないことを確認してからお使いください。
● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

血圧計 仕様
毎日しっかり測りたい方に

UA-786L

オープン価格

○

○

○

○

○

○

60

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約200回（マンガン）

163×111×63mm
約320g

ACアダプタ、血圧管理手帳
お試し乾電池、収納ケース

取扱説明書

手軽に測りたい方に

UB-510

オープン価格

○

○

○

○

○

○

30

13.5～21.5cm

単4形乾電池2本

約250回（アルカリ）

62×70×56mm
約83g

血圧管理手帳、お試し乾電池
収納ケース、取扱説明書

朝・夜 測定する方に

UA-853

オープン価格

○

○

○

○

○

○ （午前・午後分け）

90

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約200回（マンガン）

150×126×156mm
約500g

ACアダプタ、血圧管理手帳
お試し乾電池、取扱説明書
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付属品家庭血圧の正しい測り方
便利な・・・血圧管理手帳 わかりやすい・・・取扱説明書 経済的な・・・ACアダプタ
測定データがきれいにまとめられます。グラフ表と、
朝・夜分け表の2種類を掲載の血圧管理手帳です。

使い方やご注意など、写真と大きな文字でわかり
やすい取扱説明書です。

コンセントから電源が取れて経済的。
小型・軽量（約62g）のACアダプタです。

初めてお使いになる方に

UA-782

オープン価格

○

○

○

○

○

○

90

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ（別売）

約200回（マンガン）

116×147×89mm
約320g

血圧管理手帳、カフホルダー
お試し乾電池、取扱説明書

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に
変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで
血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、
血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に

朝
起床後1時間以内、排尿を済ませ

座位で1～2分安静に

夜
就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

※朝食・薬を飲む前

家庭血圧 測定ポイント
● 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
● 長期間、継続する
● 測定値は、すべて記録する
※ 測定は、条件を一定にする

家庭血圧の正しい測り方
血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な
要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均
値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見
や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考え
る上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方
は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の
発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師
は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の
血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

家庭血圧の目安

ご家庭での血圧測定のすすめ

エー・アンド・デイは・・・
医療、測定機器の総合メーカーです。
全国の主要医療機関で使用されている
医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに
多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする
トップクラスのメーカーです。 
（設立1977年・東証株式第一部上場）

高血圧：最高135以上
　　　  最低  85以上

正常血圧：最高125未満
　　　　  最低  80未満

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より

生体情報モニタ 全自動血圧計

（mmHg）（mmHg）

（UA-853・UA-786L：標準付属）
（UA-782：別売）

ACアダプタ（別売）
AX-TB233 標準価格¥1,500（税抜）
（コード長さ 160cm）
JANコード：4981046000116

（スピード） （スピード） （スピード）

型式名

製品外観

価格

ワンプッシュ操作

血圧・脈拍同時表示

血圧レベル表示

IHB検知

おまかせ測定

平均値表示

メモリ数（最新）

適応腕（手首）まわり

電源

電池寿命

本体寸法（幅×奥行×高）

本体質量

付属品

JANコード



おすすめ特長

正常、高血圧を正常、高血圧を
6段階分け表示6段階分け表示
正常、高血圧を
6段階分け表示

脈間隔をチェック脈間隔をチェック脈間隔をチェック

快適・カンタン血圧計シリーズは
血圧計をお使いの方や医療現場からのご意見・ご要望を
もとに、 細部にまで使いやすさと正確測定にこだわり、
丁寧に作り上げた快適がたくさんの血圧計です。

簡単、ワンボタン操作
おまかせスピード測定

片手で簡単に巻ける
新型 ｅ-カフ

暖かみと清潔感がある
スタイル＆カラー

測定値の分類がひと目でわかる
血圧レベル表示

正確測定のための
不規則脈（IHB）検知

ＡＣアダプタ付／血圧管理手帳付
 （UA-853・UA-786L）

腕の負担を軽減腕の負担を軽減腕の負担を軽減

細い腕にも対応細い腕にも対応細い腕にも対応

美しいフォルム美しいフォルム美しいフォルム

早くて快適な

おまかせスピード測定

おすすめ機能

測定値の分類がひと目でわかる

血圧レベル表示

正確測定のための

不規則脈（IHB）検知

 血圧レベル表示

　　　高血圧

正常高値血圧
　　正常血圧

脈が乱れると血圧値も変わります。
脈間隔をチェックすることで不規
則な脈を検知します。脈のゆらぎ
チェックや再測定により測定値の
信頼性が高められ、本来の血圧が
つかめます。

巻きやすいソフトな

新型e-カフ

お使いになる方に最適な、加圧・
排気を自動調整して測定時間を
短縮します。当社従来品の約半分
の時間で測定できます。
カフの締め付け時間が短いので、
腕の負担を軽減でき快適です。
※UA-853、UA-786L、UA-782に内蔵

測定値がWHO（世界保健機関）
の血圧分類でどの領域にあるかを
6段階に分けて、液晶上のバーで
点滅表示します。
高血圧・・・最高140以上 最低90以上
正常高値・・・最高130～139
血圧　　　 最低  85～89
正常血圧・・・最高130未満 最低85未満
　　　　　　　　          （mmHg）

① 腕にはめて巻くだけ
② カフ幅が短いので腕にはめやすい
③ 適応の腕まわりが広いので
　 細い腕の方も測れます

適応の腕まわり17～32cm

13cm

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

脈

正常

血圧

脈

血圧

★{不規則脈

UA-786L
UA-782

UA-853

腕にはめる 巻き上げ止める

朝と夜、毎日測りたい方に

UA-853
朝・夜メモリ血圧計

早朝高血圧の確認に役立つ
朝と夜のデータ分けメモリ表示

オープン価格

血圧を朝・夜しっかり測るなら、このスタイル

見やすい大型表示
快適 おまかせスピード測定
光る大型スイッチで
測定開始が確認でき、しっかり測れます。

朝・夜の測定データが比べやすい

午前・午後分けメモリ表示（最新90回分を自動メモリ）
メモリデータを、午前・午後に分けて表示。それぞれの平均値、メモリデータが見られます。

血圧計は、使いやすい所に置いて、毎日同じ時間に測ることが大切です。
UA-853は、場所を取らずにリビングに置けるスタイルです。

簡単ワンプッシュのおまかせ加圧

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池付

快適・カンタン血圧計シリーズ

背面にカフ収納

快適・カンタン血圧計シリーズ

● 早くて快適な おまかせスピード測定
● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知
● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）

医療機器認証番号 
220AHBZX00008000

毎日、しっかり測りたい方に

快適・カンタン血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

219AHBZX00018000

快適・カンタン血圧計シリーズ

手軽に測りたい方に、外出先で測りたい方に

UB-510
快適・手首式血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

21700BZY00458000

見やすい大型液晶
文字高19mm

ケース付で
収納に便利

● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知

● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）
● 最新60回分の測定値を自動メモリ

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付

やさしさがたくさん
すぐに測れる卓上型
丸みのあるやさしいデザイン
リビングに置いて、毎日測れます。

快適・カンタン血圧計シリーズ

初めてお使いになる方に

快適・ハートの血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

219AHBZX00018000

● 早くて快適な おまかせスピード測定
● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知

● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）
● 最新90回分の測定値を自動メモリ

血圧管理手帳、カフホルダー、お試し乾電池付

シンプルで使いやすい手首式
巻きやすいワンタッチカフ

● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知
● 最新30回分の測定値を自動メモリ

小型・軽量サイズだから
測りやすく
携帯がラクです。

お使いになる方に最適な圧力まで自動的に加圧、測定をします。

血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付

ケース付で
持ち運びに便利

適応の手首まわり
13.5～21.5cm

シンプル! 正確!シンプル! 正確!

 （UA-853・UA-786L・UA-782）

UA-782

背面にカフ収納

※ACアダプタ（別売）AX-TB233
　標準価格¥1,500（税抜）

  時刻お知らせ機能付
（3設定まで）

★ 安心の長期3年保証 ★



おすすめ特長

正常、高血圧を正常、高血圧を
6段階分け表示6段階分け表示
正常、高血圧を
6段階分け表示

脈間隔をチェック脈間隔をチェック脈間隔をチェック

快適・カンタン血圧計シリーズは
血圧計をお使いの方や医療現場からのご意見・ご要望を
もとに、 細部にまで使いやすさと正確測定にこだわり、
丁寧に作り上げた快適がたくさんの血圧計です。
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 血圧レベル表示
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　　正常血圧

脈が乱れると血圧値も変わります。
脈間隔をチェックすることで不規
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UB-510
快適・手首式血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

21700BZY00458000

見やすい大型液晶
文字高19mm

ケース付で
収納に便利

● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
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● 最新60回分の測定値を自動メモリ
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やさしさがたくさん
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丸みのあるやさしいデザイン
リビングに置いて、毎日測れます。
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● 早くて快適な おまかせスピード測定
● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知

● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）
● 最新90回分の測定値を自動メモリ

血圧管理手帳、カフホルダー、お試し乾電池付

シンプルで使いやすい手首式
巻きやすいワンタッチカフ

● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知
● 最新30回分の測定値を自動メモリ

小型・軽量サイズだから
測りやすく
携帯がラクです。

お使いになる方に最適な圧力まで自動的に加圧、測定をします。

血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付

ケース付で
持ち運びに便利

適応の手首まわり
13.5～21.5cm

シンプル! 正確!シンプル! 正確!

 （UA-853・UA-786L・UA-782）

UA-782

背面にカフ収納

※ACアダプタ（別売）AX-TB233
　標準価格¥1,500（税抜）

  時刻お知らせ機能付
（3設定まで）

★ 安心の長期3年保証 ★



おすすめ特長

正常、高血圧を正常、高血圧を
6段階分け表示6段階分け表示
正常、高血圧を
6段階分け表示

脈間隔をチェック脈間隔をチェック脈間隔をチェック

快適・カンタン血圧計シリーズは
血圧計をお使いの方や医療現場からのご意見・ご要望を
もとに、 細部にまで使いやすさと正確測定にこだわり、
丁寧に作り上げた快適がたくさんの血圧計です。

簡単、ワンボタン操作
おまかせスピード測定

片手で簡単に巻ける
新型 ｅ-カフ

暖かみと清潔感がある
スタイル＆カラー

測定値の分類がひと目でわかる
血圧レベル表示

正確測定のための
不規則脈（IHB）検知

ＡＣアダプタ付／血圧管理手帳付
 （UA-853・UA-786L）

腕の負担を軽減腕の負担を軽減腕の負担を軽減

細い腕にも対応細い腕にも対応細い腕にも対応

美しいフォルム美しいフォルム美しいフォルム

早くて快適な

おまかせスピード測定

おすすめ機能

測定値の分類がひと目でわかる

血圧レベル表示

正確測定のための

不規則脈（IHB）検知

 血圧レベル表示

　　　高血圧

正常高値血圧
　　正常血圧

脈が乱れると血圧値も変わります。
脈間隔をチェックすることで不規
則な脈を検知します。脈のゆらぎ
チェックや再測定により測定値の
信頼性が高められ、本来の血圧が
つかめます。

巻きやすいソフトな

新型e-カフ

お使いになる方に最適な、加圧・
排気を自動調整して測定時間を
短縮します。当社従来品の約半分
の時間で測定できます。
カフの締め付け時間が短いので、
腕の負担を軽減でき快適です。
※UA-853、UA-786L、UA-782に内蔵

測定値がWHO（世界保健機関）
の血圧分類でどの領域にあるかを
6段階に分けて、液晶上のバーで
点滅表示します。
高血圧・・・最高140以上 最低90以上
正常高値・・・最高130～139
血圧　　　 最低  85～89
正常血圧・・・最高130未満 最低85未満
　　　　　　　　          （mmHg）

① 腕にはめて巻くだけ
② カフ幅が短いので腕にはめやすい
③ 適応の腕まわりが広いので
　 細い腕の方も測れます

適応の腕まわり17～32cm

13cm
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★{不規則脈

UA-786L
UA-782

UA-853

腕にはめる 巻き上げ止める

朝と夜、毎日測りたい方に

UA-853
朝・夜メモリ血圧計

早朝高血圧の確認に役立つ
朝と夜のデータ分けメモリ表示

オープン価格

血圧を朝・夜しっかり測るなら、このスタイル

見やすい大型表示
快適 おまかせスピード測定
光る大型スイッチで
測定開始が確認でき、しっかり測れます。

朝・夜の測定データが比べやすい

午前・午後分けメモリ表示（最新90回分を自動メモリ）
メモリデータを、午前・午後に分けて表示。それぞれの平均値、メモリデータが見られます。

血圧計は、使いやすい所に置いて、毎日同じ時間に測ることが大切です。
UA-853は、場所を取らずにリビングに置けるスタイルです。

簡単ワンプッシュのおまかせ加圧

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池付

快適・カンタン血圧計シリーズ

背面にカフ収納

快適・カンタン血圧計シリーズ

● 早くて快適な おまかせスピード測定
● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知
● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）

医療機器認証番号 
220AHBZX00008000

毎日、しっかり測りたい方に

快適・カンタン血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

219AHBZX00018000

快適・カンタン血圧計シリーズ

手軽に測りたい方に、外出先で測りたい方に

UB-510
快適・手首式血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 

21700BZY00458000

見やすい大型液晶
文字高19mm

ケース付で
収納に便利

● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知

● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）
● 最新60回分の測定値を自動メモリ

ACアダプタ、血圧管理手帳、お試し乾電池、収納ケース付

やさしさがたくさん
すぐに測れる卓上型
丸みのあるやさしいデザイン
リビングに置いて、毎日測れます。

快適・カンタン血圧計シリーズ

初めてお使いになる方に

快適・ハートの血圧計
オープン価格 医療機器認証番号 
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UA-782
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※ACアダプタ（別売）AX-TB233
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  時刻お知らせ機能付
（3設定まで）

★ 安心の長期3年保証 ★
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● 測定値の分類がひと目でわかる血圧レベル表示
● 脈のゆらぎをチェックする不規則脈（IHB）検知
● 巻きやすいソフトなe-カフ（細い腕の方にも対応）

医療機器認証番号 
220AHBZX00008000

毎日、しっかり測りたい方に
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快適・カンタン血圧計シリーズ
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背面にカフ収納

※ACアダプタ（別売）AX-TB233
　標準価格¥1,500（税抜）

  時刻お知らせ機能付
（3設定まで）

★ 安心の長期3年保証 ★



エー・アンド・デイは
医療・測定機器の総合メーカーです。

やさしさ、たくさん
快適・カンタン血圧計シリーズ
調剤薬局でお求めください。

東京都豊島区東池袋3-23-14  TEL.03-5391-2566（代）
札　幌011-251-2753　仙　台022-211-8051　名古屋052-726-8761
大　阪06-4805-1207　広　島082-233-0611　福　岡092-441-6715

●血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で

＊UA853-ADJC-27-PR7-14310

株式
会社

http://www.aandd.co.jp

安全上のご注意
● 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
● 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響の
　 ないことを確認してからお使いください。
● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

血圧計 仕様
毎日しっかり測りたい方に

UA-786L

オープン価格

○

○

○

○

○

○

60

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約200回（マンガン）

163×111×63mm
約320g

ACアダプタ、血圧管理手帳
お試し乾電池、収納ケース

取扱説明書

手軽に測りたい方に

UB-510

オープン価格

○

○

○

○

○

○

30

13.5～21.5cm

単4形乾電池2本

約250回（アルカリ）

62×70×56mm
約83g

血圧管理手帳、お試し乾電池
収納ケース、取扱説明書

朝・夜 測定する方に

UA-853

オープン価格

○

○

○

○

○

○ （午前・午後分け）

90

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ

約200回（マンガン）

150×126×156mm
約500g

ACアダプタ、血圧管理手帳
お試し乾電池、取扱説明書

最
高
血
圧

最
低
血
圧

体
調
メ
モ

250

200

150
135

85
100

50

mmHg

最高血圧
最低血圧
脈拍数

月 日

グラフ式記録表

測
定 時 分

付属品家庭血圧の正しい測り方
便利な・・・血圧管理手帳 わかりやすい・・・取扱説明書 経済的な・・・ACアダプタ
測定データがきれいにまとめられます。グラフ表と、
朝・夜分け表の2種類を掲載の血圧管理手帳です。

使い方やご注意など、写真と大きな文字でわかり
やすい取扱説明書です。

コンセントから電源が取れて経済的。
小型・軽量（約62g）のACアダプタです。

初めてお使いになる方に

UA-782

オープン価格

○

○

○

○

○

○

90

17～32cm

単3形乾電池4本またはACアダプタ（別売）

約200回（マンガン）

116×147×89mm
約320g

血圧管理手帳、カフホルダー
お試し乾電池、取扱説明書

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に
変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで
血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、
血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に

朝
起床後1時間以内、排尿を済ませ

座位で1～2分安静に

夜
就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

※朝食・薬を飲む前

家庭血圧 測定ポイント
● 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
● 長期間、継続する
● 測定値は、すべて記録する
※ 測定は、条件を一定にする

家庭血圧の正しい測り方
血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な
要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均
値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見
や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考え
る上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方
は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の
発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師
は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の
血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

家庭血圧の目安

ご家庭での血圧測定のすすめ

エー・アンド・デイは・・・
医療、測定機器の総合メーカーです。
全国の主要医療機関で使用されている
医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに
多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする
トップクラスのメーカーです。 
（設立1977年・東証株式第一部上場）

高血圧：最高135以上
　　　  最低  85以上

正常血圧：最高125未満
　　　　  最低  80未満

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より

生体情報モニタ 全自動血圧計

（mmHg）（mmHg）

（UA-853・UA-786L：標準付属）
（UA-782：別売）

ACアダプタ（別売）
AX-TB233 標準価格¥1,500（税抜）
（コード長さ 160cm）
JANコード：4981046000116

（スピード） （スピード） （スピード）

型式名

製品外観

価格

ワンプッシュ操作

血圧・脈拍同時表示

血圧レベル表示

IHB検知

おまかせ測定

平均値表示

メモリ数（最新）

適応腕（手首）まわり

電源

電池寿命

本体寸法（幅×奥行×高）

本体質量

付属品

JANコード
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● 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
● 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響の
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ご家庭での血圧測定のすすめ
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血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

血圧を測る前に

朝
起床後1時間以内、排尿を済ませ

座位で1～2分安静に

夜
就床前、排尿を済ませ
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

※朝食・薬を飲む前

家庭血圧 測定ポイント
● 朝・夜 それぞれ少なくとも1回
● 長期間、継続する
● 測定値は、すべて記録する
※ 測定は、条件を一定にする

家庭血圧の正しい測り方
血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な
要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均
値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見
や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考え
る上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方
は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の
発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師
は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の
血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

家庭血圧の目安

ご家庭での血圧測定のすすめ

エー・アンド・デイは・・・
医療、測定機器の総合メーカーです。
全国の主要医療機関で使用されている
医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに
多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。
家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をする
トップクラスのメーカーです。 
（設立1977年・東証株式第一部上場）

高血圧：最高135以上
　　　  最低  85以上

正常血圧：最高125未満
　　　　  最低  80未満

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より

生体情報モニタ 全自動血圧計

（mmHg）（mmHg）

（UA-853・UA-786L：標準付属）
（UA-782：別売）

ACアダプタ（別売）
AX-TB233 標準価格¥1,500（税抜）
（コード長さ 160cm）
JANコード：4981046000116

（スピード） （スピード） （スピード）

型式名

製品外観

価格

ワンプッシュ操作

血圧・脈拍同時表示

血圧レベル表示

IHB検知

おまかせ測定

平均値表示

メモリ数（最新）

適応腕（手首）まわり

電源

電池寿命

本体寸法（幅×奥行×高）

本体質量

付属品

JANコード
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