
デジタル
身長体重計
AD-6350

乗り降りがしやすい低い台座

床から65mm

乗り降りがしやすい薄型
移動、収納がしやすい
軽量・コンパクトサイズ

精度等級
 ３級 

測定値が手元で見れる
外部表示ユニット（別売）
AD6350-01



● 床から65mmの薄型
　 幼児、高齢者にも乗り降りしやすい安全設計

● 収納、移動がラクな軽量、コンパクト
　 3段伸縮可能な支柱でコンパクト収納
　 軽い12.2kgだから移動がラク

● 便利な風袋引き機能付
　 衣服などの重量（0.5kg以上）を
　 あらかじめ差し引いて表示

● RS-232C出力を標準装備
　 パソコンや専用プリンタ（別売）へ出力

● 専用座高計イス（別売）を装着すれば
　 座高計に切り替り
　 幼児から大人まで測定可能
　  座高 55.0cm～179.0cm

● 電源は、専用ACアダプタまたは
　 乾電池の2方式

床から65mmだから、乗り降りがラク
かるい12.2kgだから、移動がラク
健診業務に最適な身長体重計です。

￥220,000（税抜）
AD-6350

デジタル
身長体重計

補助バー

表示器
■ 測定モード切替（身体計モード／はかりモード）
　  身体計モードでは、測定値をホールドスイッチで一時保持（約9秒間）
　  検診などの連続での測定の場合は、測定値を一時保持しない、はかりモード

■ 体重測定の終了をブザー音でお知らせ
■ オートパワーオフ
　 （なし、10分、30分、60分設定切替）
※ BMI・標準体重は表示しません。

ホールドスイッチ
測定値を固定表示

台座部
■ 立ち位置を示す足型シート
■ 足を保護する、足当てカバー

キャスター
補助バー
移動、収納がラク

座高計イス
（高さ30cm）（別売）

ホールドスイッチ

表示部

キャスター
足当てカバー
水平器

身長  85.0～209.0cm
座高  55.0～179.0cm
体重    2.0～150.0kg
身長・座高  0.1cm
体重         0.1kg

測定範囲 :

表示単位 :

足型シート
台座部

型式承認取得品: カルテや健診表、診断書等に記載する際の証明に使用できる体重計です。使用地域（都道府県）をご指定ください。



プリンタ
プリント印字例

拡張性《健診データ収集システム》
手書き・手入力の運用を、
データ収集の自動化に
健診アダプタに、身長体重計や他の測定機器を接続
することで、簡単で廉価なデータ収集システムが
構築できます。

● 健診業務に最適
　 身長体重計本体の表示を離れた場所から確認でき、
　 プライバシー保護に役立ちます。

● BMI・標準体重表示
　 表示モードの切替で、
　 身長・体重◀▶BMI・標準体重 が見られます。

手元で測定値が見られる
標準価格￥60,000（税抜）
AD6350-01（別売）

￥80,000（税抜）
AD-8123-100

外部表示ユニット

仕様
表示単位（身長）
表示単位（体重）
通信方式
仕様温度範囲
電源
使用時間
ケーブル長
重量
外形寸法

0.1cm
0.1kg
RS-232C
0℃～＋40℃

単3型乾電池╳4本
約40時間
約2.5m
約520g

 166╳110╳54mm（ケーブル、突起部含まず）

全自動血圧計
TM-2657VP

身長体重計
AD-6350

健診アダプタ
AD-6903A

バーコード
リーダー

LAN

集団検診モード BMIによる肥満判定
ブローカ変数による
肥満度％表示

プリンタを接続専用ケーブルで身長体重計に継げ、
ホールドスイッチを装着すれば、測定値や肥満度判定等が
印字できます。

モード切替で
集団検診か個人別肥満度検診（BMIまたは、ブローカ変法
による肥満度判定）の選択、印字ができます。 連続番号、身長・体重 身長・体重  BMI

肥満度判定
身長・体重、標準体重
肥満度％表示

データ収集
PC
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地域別重力加速度一覧
重力加速度と使用可能な地域を表しています。 ご購入の際は、使用地域（都道府県）をご指定ください。

  使用地域区分別
重力加速度の範囲
9.803～9.807m/s2

9.800～9.804m/s2

9.798～9.802m/s2

9.796～9.800m/s2

9.794～9.798m/s2

9.791～9.795m/s2

9.789～9.792m/s2

使用可能地域（都道府県）

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

北海道
青森県、岩手県、宮城県、秋田県
宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県

栃木県、富山県、石川県、福井県、千葉県、群馬県、埼玉県、神奈川県、東京都（除島）、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、
三重県、大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、和歌山県、奈良県、島根県、岡山県、鳥取県、山口県、広島県

山梨県、長野県、岐阜県、神奈川県、東京都（全域）、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、
岡山県、鳥取県、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、
鹿児島県（除島）、宮崎県

宮崎県、鹿児島県（島）
沖縄県

AD-6350 仕様

オプション

機種名／型名

商品コード

JANコード

検出方法

測定方法

測定範囲

表示

表示単位

精度

機能

使用温度

電源

質量／外形寸法

出力形式

材質

付属品

デジタル身長体重計 AD-6350
AD6350

4981046700856

デジタル4桁LCD表示

表示値保持（ホールド）機能、出力（コンピュータ・プリンタ・ワイヤレスモニタ）機能、
オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能

＋5℃～＋35℃
AC100V 50/60Hz（専用ACアダプタ使用）または、単2形乾電池4本

12.2kg／330（W）╳492（L）╳1035（H）mm
RS-232C、微弱無線

支柱/アルミ、台座/鉄、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス
ACアダプタ、ホールドスイッチ、電池ケース、取扱説明書

体重計部
ロードセル方式
－－－－－－－－－－－－
2.0kg～150.0kg

0.1kg（100g）
±0.1kg

ゼロセット（風袋引き）機能、表示安定報知機能

身長（座高）計部
　透過式フォト・インタラプタ方式

支柱3段伸縮式
身長 85.0cm～209.0cm
座高 55.0cm～179.0cm（30cm 専用イス使用）

0.1cm（1mm）
±1mm ＋ 1digit

不完全収納時のErr表示（基点検出機能）

10
34
.4

330

外形寸法（mm）

492

株式
会社

http://www.aandd.co.jp

本  社：  〒170-0013

■札 幌 出 張 所
■仙 台 出 張 所
■名古屋営業所
■大 阪 営 業 所
■広 島 営 業 所
■福 岡 営 業 所

東京都豊島区東池袋3丁目2 3番1 4号
TEL.03-5391-6127（直）
TEL.011-251-2753（代）
TEL.022-211-8051（代）
TEL.052-726-8763（直）
TEL.06-7668-3904（直）
TEL.082-233-0611（代）
TEL.092-441-6715（代）

FAX.03-5391-6129
FAX.011-251-2759
FAX.022-211-8052
FAX.052-726-8769
FAX.06-7668-3901
FAX.082-233-7058
FAX.092-411-2815

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 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。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター

受付時間：月～金曜日 （祝日、弊社休業日を除く） 9：00～12：00  13：00～17：00
0120-707-188

ホールドスイッチ
AD6226-03

ACアダプタ
AD6226-04

RS-232C通信ケーブル
AX-KO3704-200

プリンタペーパー
AX-PP123-S

外部表示ユニット
座高計イス（30cm）
ホールドスイッチ
ACアダプタ
デスクトッププリンタ
RS-232C通信ケーブル（2m）
プリンタペーパー（10巻）

商品コード
AD6350-01
AD6226-02
AD6226-03
AD6226-04
AD8123-100 00006
AX-KO3704-200
AX-PP123-S

￥60,000（税抜）
￥10,000（税抜）
￥3,000（税抜）
￥4,000（税抜）
￥80,000（税抜）
￥8,500（税抜）
￥11,000（税抜）

JANコード
4981046713559
4981046711647
4981046712118
4981046711845
4981046711739
4981046712682
4981046711517


