


その血圧計、進化型。

全自動血圧計の定番、ＦＴシリーズがさらに進化しました｡
タッチスクリーンを搭載し、測定データの多様な表示･分かりやすい操作環境
を実現。測定データの蓄積･管理も可能になり、血圧計がさらに使いやすく、
さらに身近な存在に。
ＦＴ-１１００シリーズが、皆様にスマートな健康管理をご提供いたします。



触れること。知ること。

－ＦＴ-１１００シリーズによる血圧測定で、これだけの生体情報が得られます－

血圧値 脈拍数 血流
パターン

末梢血管
抵抗

動脈の
弾力性

心臓の
負担度

血液
循環量 ＢＭＩ



（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

測定結果Ａ４出力
専用のプリンタに出力することで、測定結果の詳細を見やす
いＡ４サイズのカラープリントでお客様にお渡しできます｡

脱､パソコン入力｡

■比較

■詳細

■推移

■一覧

ＦＴ-１１００シリーズは、10.4インチのタッチスクリーンを搭載。測定データの多様な表示や、入力作業の簡素化を実現
しました。さらにＦＴ-１１００ｄｂでは、測定データの保存･蓄積も可能です。新旧の測定データをその場で比較し
データ推移を確認することで、お客様へのより適切なアドバイスが実現します。また、蓄積したデータのバックアップ
などのデータ管理機能も充実しました。
さらに手軽に、さらに使いやすく。ＦＴ-１１００シリーズが追求した新機能です。

信頼性、操作性、表現力
測定は信頼性の高いリバロッチ方式を採用。10.4インチの
タッチスクリーン上で分かりやすい操作と豊かな表現を実現
しました。

待受画面のカスタマイズ
｢待受画面表示｣の｢画像取込機能｣を活用すれば、特売情報や
季節の健康情報、おすすめ商品のＰＲなどをスクリーンに
表示することができます。

様々な場面で
ＫＳＧ(コロトコフサウンドグラフ)によって、血圧値だけでは
分からなかった血流状態の傾向が一目で分かります。そのほか
にも動脈の弾力性や心臓の負担度など、さまざまな生体情報
を得ることができるので、薬局での健康相談を始め、スポーツ
ジムなど、さまざまな場面でお使いいただけます。

登録顧客を一覧印刷
登録顧客の一覧表をＡ４サイズでプリントアウト｡
より簡単で、分かりやすい顧客整理･データ管理をご提供
いたします。

登録番号

0000123456

0000122222

0000123245
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0000251346
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2004/05/20

2004/06/13

2004/06/11
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2004/05/30

男

男

男

男

男

男

女

女

男

男

男

女

女

男　

女

男

男

男

女

女

女

男

男

女

男

女

男

男
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■測定データ推移画面

■測定データ比較画面（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

総抵抗推移

血圧分類

ＫＳＧ/Ｐ-Ｐ血圧測定データ その他

測定データＫＳＧ/Ｐ-Ｐ

レーダーチャート比較 測定データ比較ＫＳＧ比較

心負担推移 血圧推移 履歴一覧（ＫＳＧ推移）ＴＰ-ＫＳ推移

（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）

（ＦＴ-１１００ｄｂのみ）■測定データ詳細画面

■測定結果画面

多彩な画面表示､分かりやすいインターフェイス

血流パターン 実測データ
血行不良タイプ 血行過剰タイプ正常 不整型

乏血型 平坦型 b型 スワン型 双峰型 台形型 不整型

正常

低  血  圧
貧　    血
体力低下

神経性食欲不振

肥　　満
体力低下
老　　人

動　　揺
高血圧・

心疾患に注意

体力低下
過　　労

高血圧・
脳卒中に注意

心疾患・不整脈
体　動・会　話

日付
時間
最高血圧(100～139mmHg)
平均血圧(74～106mmHg)
最低血圧(89以下)

BMI(体格指数)
脈拍数(65～85：成人健常者)

動脈壁面の血流の流れをコンピュータで
画像処理しています。
(ＫＳＧ＝コロトコフ サウンド グラフ)

血圧の中身が一目で分かる

脈拍トレンド
心臓が規則的に拍動しているか
どうかを示します。

P-KS時間(70～190msec)
動脈の弾力度を示します。

心筋負荷指数(7000～12000)
心臓の負担度を示します。

総末梢抵抗(952～1308)
血液が身体のすみずみまで流れて
いるかどうかを示します。

※ＫＳＧの血流パターンの説明は血流状態の傾向を示すものであり、診断ではありません。

ＫＳＧ自動解析
機能付






