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＊歩行強度計はデータ量
が多いため、本品を
使用せずにソフト
ウェアに直接取り込
むことを推奨します。

HRジョイント®データカード
RW-M01D
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（品質保証書付）

2015年3月

データ読取り
対象機器

OKランプ
（緑色）

NGランプ
（赤色）

データ
読取り
ボタン

●本体（1枚）

●リチウムボタン電池
　CR2032

●歩行強度計：MT-KT02DZ

●取扱説明書／
　品質保証書（本書）

電池の入れかた

ご使用方法（スマイルデータビジョン®の場合）

本品対応ソフト
ウエアを立ち上
げ、新規患者登
録画面の基本情
報をすべて入力
する

対象機器から本品にデータを読込むデータカード設定/登録方法

測定データが正常に読取れた場合は、OKランプが緑色に点灯
します。測定データが正常に読取れなかった場合は、NGランプ
が赤色に点灯します。データ読取りを再度やり直してください。

データの読取りを行う対象機器の通信部
を本品の　 マークに合わせて「データ読
取りボタン」を押す

データの取り込み方法（本品からパソコン）

●パルスオキシメータ：ZS-NS05

●血糖計：MS-FR501W
 MS-FR201B＊
　　　　　MS-FR201P＊
 MS-FR201BP＊
 MS-FRV01＊

●血圧計：ES-W700DZ

●体組成計：WT-B100DZ

●体温計：ET-C215S

本品裏面の電池カバーをはずす

電池（CR2032）を、電池カバー
の裏側にはめ込む

電池カバーを閉める

○ ＋  ○－ を逆に入れると、
ショートして電池が発熱
や破裂をしたり、液が
漏れたりして、けがや
火傷の原因となること
があります。機器の表
示に合わせて、正しく
入れてください。

通信部

＊電池を抜くと日付・時刻は停止しますので、電池交換の後には
必ず上記のデータ取り込み方法で設定を行ってください。電池
が外れ、そのまま入れ直した場合も同様です。なお、個人情報、
測定データは消去されません。

準備するもの
●パソコン
●本品対応ソフトウェア
●NFCリーダー／ライター（市販品）
　対応機種：PaSoRi®（ソニー製） 
※ NFCリーダー／ライター
 を搭載したパソコン
 は必要ありません。

本品はHRジョイントシリーズ機器の測定デー
タを読取り、保存、出力できるカードです。

「次へ」をクリッ
クし操作を進
め、機器登録画
面が表示された
ら、本品をNFC
リーダー／ライ
ターに置く

本品対応ソフトを
立ち上げ、最初の
画面が表示された
ら、本 品 をNFC
リーダー／ライ
ターに置く

「設定変更中」と表示され
た後、「データカードの個
人情報更新が完了しまし
た。」と表示されたら、「閉
じる」をクリックする

「未取り込みの測定履歴が
存在します。患者●●●●
さんの情報として測定履
歴を取り込みますか？」と
表示されたら、「はい」を
クリックする

しばらくするとグ
ラフ画面が表示さ
れます。グラフ画
面が表示された
ら、取り込み終了
です。

（2015.4.1 現在）

少し押しながら
スライドする

○－ 側

＜表＞ ＜裏＞

＊通信部は電源ボタンの裏にあります。

NFCリーダー／ライター

＊ソフトウェアによって使用方法やデータ読取り対象機
器が異なります。他のソフトウェアをご使用の場合は、
ソフトウェア側の使用方法等をご確認ください。

各部名称と同梱物

登録内容が本品
に保存され、シ
リアルナンバー
が画面に表示さ
れたら、「完了」
をクリックする
「登録が完了しまし
た。」と表示された
ら終了です。

男

178
58

「患 者●●●●さ
んの機器として
登録してよろし
いですか。」と表
示されたら、「は
い」をクリックす
る

●●●●

●●●●未取り込みの測定履歴が存在します。患者
●●●●さんの情報として測定履歴を取り
込みますか？
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テルモ株式会社　東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号　

お買い上げ販売店名：

お買い上げ年月日：　　　　　　

年 月 日

品質保証書

販売名： HRジョイントデータカード

お名前：

印

TEL：

ご住所：

保証規定

このたびは、本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、通常のご使用において万一故障が発
生しましたときは、下記の保証規定により無償対応いたします。
品質保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

（1） 保証期間は、お買い上げ後1 年です。
（2） ご使用中、故障が発生した場合は下記の受

付先にご連絡ください。
（3） 保証期間中に、通常のご使用において万一故

障が発生したときは 無償対応いたします。
（4） ただし、下記の場合は保証期間中でも有償

になります。
イ． ご使用上で取り扱いの過誤により発生
した故障。

ロ．  製品の改造、不当な修理により発生し
た故障。

ハ．  火災、地震、水害等天災地変などの不
可抗力による故障及び損傷。

ニ．  故障の原因が本品以外に起因する場合。
ホ．  消耗部品。
ヘ．  上記以外で弊社の責に帰することので
きない原因により発生した故障。

ト．  品質保証書のご提示がない場合。
チ．  品質保証書にお買い上げ日、販売店名
の記載がない場合、また、字句を書き
換えられた場合。

（5） 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

受付先： テルモ・コールセンター　　 ®0120-008-178

ご相談・お問い合わせ先

〈テルモホームページアドレス〉
http://www.terumo.co.jp/

この HRジョイントデータカードの
コード番号　RW-M01D

この商品に関するご相談やお問い合わせは、コード番号をご確認の上、
お買い上げの販売店又は「テルモ・コールセンター」にご連絡ください。

©テルモ株式会社　2015年3月 

販売元：　　　　　　　　　東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
　 、TERUMO、テルモ、HRジョイント、スマイルデータビジョン、TransViはテルモ（株）の
登録商標です。
PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

HRジョイントとは、通信機器を持ったテルモの測定機器と管理ソフトのシリーズ名です。

トラブル時の対処ご使用の皆様へ
電気製品は安全のための注意事項を守ら
ないと、火災や人身事故になることがあり
ます。

警告

●湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
…上記のような場所に置くと、火災の原因になり
ます。

●分解や改造をしない
　…火災やけがの原因になります。
●内部に水や異物を入れない
　…水や異物が入ると火災の原因になります。

下記注意事項を守らないと、けがをするこ
とがあります。注意

●本品に強い衝撃を与えない、曲げたり、押しつ
ぶしたりしない
　…故障の原因になることがあります。
●本品を直接衣服等のポケットに入れない
　…破損、故障の原因になることがあります。
●次のような場所に置かない
　…故障の原因となることがあります。
・直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、
　温度の高い所
・激しい振動のある所
・強力な磁気のある所
・腐食性ガスの発生する所

●ペースメーカに近づけない
…磁気がペースメーカの作動に影響を与える恐れ
があります。
●金属に近づけない
…正常に動作しない場合があります。数センチ
程度離してお使いください。

＊ この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使い
ください。お読みになったあとは、いつでも見ることができ
るところに必ず保管してください。

電池について安全上のご注意

●取扱説明書で指定した電池以外を使用
しないでください。
●電池の液が漏れたときは素手で液をさ
わらないでください。

警告

●電池の液が目に入ったときは、目をこす
らず、すぐに水道水などのきれいな水で
十分洗い、ただちに医師の治療を受け
てください。
●電池の液が身体や衣服についたときは、
すぐにきれいな水で十分洗い流してくだ
さい。皮膚の炎症や、けがの症状があ
る場合には、医師に相談してください。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置い
てください。
　電池は飲み込むと、窒息や胃などへの
障害の原因となることがあります。万一、
飲み込んだときは、ただちに医師に相
談してください。
●電池を火の中に入れない、加熱・分解・
改造・水でぬらさないでください。
　破裂したり、液が漏れたりして、けがや
火傷の原因になることがあります。
●電池を充電しないでください。
●電池を使い切ったとき、長時間使用しな
いときは、電池を取り出してください。
　電池を入れたままにしておくと、過放電
により生じる液漏れによりけがや火傷、
故障の原因になることがあります。
●廃棄の際は、地方自治体の条例又は規
則に従ってください。

注意

お手入れ方法について
●汚れたときは、柔らかい布できれいに拭き取って
ください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔
らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き
取り、乾いた布で仕上げてください。
●アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しな
いでください。変質したり、塗装がはがれたりす

ることがあります。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに
従ってください。
●殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムや
ビニール製品に長時間接触させると、変質したり、
塗装がはがれたりすることがあります。

主な仕様
最大外形寸法

質　　　　量

動 作 温 度

保 存 温 度

相 対 湿 度

動 作 電 圧

電 池 寿 命

通 信 方 式

約 幅 54mm×高さ86mm×厚み6mm

約20g( 電池含まず )

－5～50℃

－10～60℃

30～95%RH(ただし、結露なきこと)

2.7～ 3.6V(CR2032使用時 )

CR2032使用時　約3カ月＊1)

NFC-F（TransVi＊2) 方式）

保存件数
血糖計

体組成計

血圧計

体温計

パルスオキシメータ

歩行強度計

800件

580件

700件

700件

700件

140日

対象機器から
データが読取れない

●本品と対象機器の通信部の位置が合っていますか？

NGランプが赤色に
点灯する

●本品と対象機器の距離が離れていませんか？
●本品と対象機器の通信部の位置が合っていますか？
●読取り中に本品が傾いたり、離れたりしませんでしたか？
●対象機器がない（データ読取りボタンを押してから約30秒後に点灯する）。

OKランプ、NGランプ
が同時に点滅する

●電池が消耗しています。電池交換を行ってください。電池交換した際は、再度、「データ取り込
み方法」で設定を行ってください。
●連続して読取りを行ったり、NFC リーダー / ライターの上に長く置いた場合は点滅する可能性
があります。しばらく経ってから再度動作させてください。

データ読取りボタンを
押しても反応しない

●データ読取りボタンを一度押すと、ランプが点灯してから消灯するまで、ボタン操作を受け付けません。
●電池を入れ直してください。又は新しい電池に交換してください。

電池の消耗が早い ●対象機器がない状態でデータ読取りボタンを押すと、電池が消耗します。
●NFCリーダー／ライターに本品を置いた状態にすると、電池が消耗します。

こんなときは ここを確認

＊ 大切なデータは万一の場合に備え、本品対応ソフトウェアに定期的に保存することをお薦めします。
＊ 消失・破損したデータに関して、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

＊1） 付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。
＊2） TransVi はテルモが提唱し、策定された通信方式の名称です。
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トラブル時の対処ご使用の皆様へ
電気製品は安全のための注意事項を守ら
ないと、火災や人身事故になることがあり
ます。

警告

●湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
…上記のような場所に置くと、火災の原因になり
ます。

●分解や改造をしない
　…火災やけがの原因になります。
●内部に水や異物を入れない
　…水や異物が入ると火災の原因になります。

下記注意事項を守らないと、けがをするこ
とがあります。注意

●本品に強い衝撃を与えない、曲げたり、押しつ
ぶしたりしない
　…故障の原因になることがあります。
●本品を直接衣服等のポケットに入れない
　…破損、故障の原因になることがあります。
●次のような場所に置かない
　…故障の原因となることがあります。
・直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、
　温度の高い所
・激しい振動のある所
・強力な磁気のある所
・腐食性ガスの発生する所

●ペースメーカに近づけない
…磁気がペースメーカの作動に影響を与える恐れ
があります。
●金属に近づけない
…正常に動作しない場合があります。数センチ
程度離してお使いください。

＊ この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使い
ください。お読みになったあとは、いつでも見ることができ
るところに必ず保管してください。

電池について安全上のご注意

●取扱説明書で指定した電池以外を使用
しないでください。
●電池の液が漏れたときは素手で液をさ
わらないでください。

警告

●電池の液が目に入ったときは、目をこす
らず、すぐに水道水などのきれいな水で
十分洗い、ただちに医師の治療を受け
てください。
●電池の液が身体や衣服についたときは、
すぐにきれいな水で十分洗い流してくだ
さい。皮膚の炎症や、けがの症状があ
る場合には、医師に相談してください。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置い
てください。
　電池は飲み込むと、窒息や胃などへの
障害の原因となることがあります。万一、
飲み込んだときは、ただちに医師に相
談してください。
●電池を火の中に入れない、加熱・分解・
改造・水でぬらさないでください。
　破裂したり、液が漏れたりして、けがや
火傷の原因になることがあります。
●電池を充電しないでください。
●電池を使い切ったとき、長時間使用しな
いときは、電池を取り出してください。
　電池を入れたままにしておくと、過放電
により生じる液漏れによりけがや火傷、
故障の原因になることがあります。
●廃棄の際は、地方自治体の条例又は規
則に従ってください。

注意

お手入れ方法について
●汚れたときは、柔らかい布できれいに拭き取って
ください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔
らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き
取り、乾いた布で仕上げてください。
●アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しな
いでください。変質したり、塗装がはがれたりす

ることがあります。
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに
従ってください。
●殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムや
ビニール製品に長時間接触させると、変質したり、
塗装がはがれたりすることがあります。

主な仕様
最大外形寸法

質　　　　量

動 作 温 度

保 存 温 度

相 対 湿 度

動 作 電 圧

電 池 寿 命

通 信 方 式

約 幅 54mm×高さ86mm×厚み6mm

約20g( 電池含まず )

－5～50℃

－10～60℃

30～95%RH(ただし、結露なきこと)

2.7～ 3.6V(CR2032使用時 )

CR2032使用時　約3カ月＊1)

NFC-F（TransVi＊2) 方式）

保存件数
血糖計

体組成計

血圧計

体温計

パルスオキシメータ

歩行強度計

800件

580件

700件

700件

700件

140日

対象機器から
データが読取れない

●本品と対象機器の通信部の位置が合っていますか？

NGランプが赤色に
点灯する

●本品と対象機器の距離が離れていませんか？
●本品と対象機器の通信部の位置が合っていますか？
●読取り中に本品が傾いたり、離れたりしませんでしたか？
●対象機器がない（データ読取りボタンを押してから約30秒後に点灯する）。

OKランプ、NGランプ
が同時に点滅する

●電池が消耗しています。電池交換を行ってください。電池交換した際は、再度、「データ取り込
み方法」で設定を行ってください。
●連続して読取りを行ったり、NFC リーダー / ライターの上に長く置いた場合は点滅する可能性
があります。しばらく経ってから再度動作させてください。

データ読取りボタンを
押しても反応しない

●データ読取りボタンを一度押すと、ランプが点灯してから消灯するまで、ボタン操作を受け付けません。
●電池を入れ直してください。又は新しい電池に交換してください。

電池の消耗が早い ●対象機器がない状態でデータ読取りボタンを押すと、電池が消耗します。
●NFCリーダー／ライターに本品を置いた状態にすると、電池が消耗します。

こんなときは ここを確認

＊ 大切なデータは万一の場合に備え、本品対応ソフトウェアに定期的に保存することをお薦めします。
＊ 消失・破損したデータに関して、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

＊1） 付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。
＊2） TransVi はテルモが提唱し、策定された通信方式の名称です。




