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初めに

pettrustplus は犬・猫の血圧を正確に測定するために開発されました。測定部位のさまざまな大きさに対応
する7種類のカフ、犬・猫のための専用ソフトウェアを使用し、精度の高い測定ができるようになっています。
血圧を測定するにあたり、機器の性能だけでなく、ご使用いただく方のご経験が重要となります。それはカ
フの大きさや、測定部位、巻き方など、その他小さな事項でも測定結果に大きく影響を及ぼすことがあるか
らです。
この取扱説明書は、機器の取り扱い・操作方法だけでなく、より精度の高い測定を目的としたポイントをご
紹介しています。
機器を使用する前には、必ずこの取扱説明書を読んでください。
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内容物の確認

２．pettrustplus カフ 7 種 
(2.05 cm , 2.55 cm , 3.05 cm ,                        

3.55 cm , 4.05 cm , 4.55 cm , 5.55 

cm)   

10．収納ケース

1. pettrustplus 本体　

7．AC アダプター
8．アダプター用 AC コード
9．.3p-2P 変換アダプタ

3．取扱説明書 ( 本書：製品保証書付 )
4．クイックマニュアル
5．添付文書
6．カフメジャ

11．カフ用レンチ

(2
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安全上の注意

* ご使用の前にこの安全上の注意を必ず読んで、正しく機器の使用を行ってください。
* ここに示した注意事項は、機器を安全に使用していただき、危険や損害を未然に防止するためのものとな
  ります。
* 表示と意味は下記のとおりです。

警告サイン                                                                       図記号

この記号は禁止（してはいけ

ないこと）を示します。

この記号は強制（必ず守ること）を

示します。

誤った取扱いをすると、損害の発

生が想定される内容を示します。

測定を開始する前に、カフによる加圧で、犬・猫の病状が悪化しないか確認してください。

犬・猫が激しく動いたり、興奮状態にある場合、急激な血圧上昇・降下がみられ測定ができません。必ず十分に落

ち着かせたのち、安静状態での測定を行ってください。

犬・猫に血圧に関わる医薬品を投与している場合、測定結果に影響を及ぼす場合がありますので、十分ご注意の上

ご使用ください。

注意

必ず守る
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  加圧中に何らかの理由により異常が生じた場合は、直ちに測定開始 / 停止ボタンを押すか、カフを機器

から抜いてください。圧力が抜け、測定が中止されます。

引火爆発の恐れがあるので、可燃性の高い麻酔薬の近くや引火性ガスが発生する場所および高圧酸素室などで使

用しないでください。

測定値が不正確となりますので、連続測定によりむくみやうっ血が生じた場合は、正常状態に戻るまで測定を行わ

ないでください。

測定値が不正確となりますので、連続測定によりむくみやうっ血が生じた場合は、正常状態に戻るまで測定を行わ

ないでください。

正確に測定を行えない可能性がありますので、他社製品のカフは使用しないでください。

他社製品の電源アダプターの使用は故障の原因となりますので、専用のアダプター以外は使用しないでください。

劣化の原因となりますので、電源プラグをコンセントにつないだ状態で、電源アダプターを長期間放置しないでく

ださい。

感電や故障の原因となりますので、濡れた手で本製品や付属品に触れないでください。

故障の原因となりますので、釘を刺したり衝撃を与えたり、改造や修理・分解を行わないでください。

注意

禁   止

分解禁止
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発熱・発火・破裂の原因となりますので、バッテリーが劣化したら使用を続けず、新品と交換してください。

必ずアダプターのコンセントが確実に差し込まれている状態で充電してください。

万一、破損によって漏れ出た電池の液が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流して医師にご相談ください。

コード被覆の傷、断線のしかかり、接続不良等の不具合が見られた場合は、使用を継続せず、必ずお買い求めの代

理店までご連絡ください。

５VDC ボルト以下の電源を充電してください。

液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となりますので、火のそばや炎天下、直射日光下および氷点下では充電・使用・放

置をしないでください。

破裂・発熱の原因となりますので、損傷・液漏れなど異常のある電池を充電しないでください。

液漏れ・発熱・発火・破裂・感電・けがの原因となりますので、本製品の上に重いものを置いたり、落下しやすい場所や、

湿気・ほこり・振動の多い場所に置かないでください。

修理、測定の際、バッテリーを外さないでください。

注意

禁   止

* 本製品は、リチウムイオン充電池を使用しています。下記の注意事項も必ずお読みください。

必ず守る
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Section 1 機器紹介

・ pettrustplus パネル・ボタン説明

パネル表示説明
① . 最高血圧 (SYS) 値表示
② . 平均血圧 (MAP) 値表示
③ . バッテリー残量表示
④ . 電源ボタン
⑤ . アラーム消音ボタン
⑥ . 周期測定ボタン
⑦ . データ閲覧ボタン
⑧ . LCD 画面
⑨ . 最低血圧 (DIA) 値表示
⑩ . 脈拍数 (BPM) 値表示
⑪ . 測定開始 / 停止 / 連続ボタン
⑫ . Up ボタン
⑬ . 設定ボタン
⑭ . Down ボタン
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  番号       ボタン                                                           説               明

電源オン：ボタンを１度押してください。
電源オフ：ボタンを３～５秒間押してください。

ボタンを押すと、各種設定できます。
ボタンを押し続けると、設定モードに変わります。

一度押すと、アラーム音がオフになります。もう一度押すと、元のモードに戻
ります。
一度押すと、脈拍音を切り換えます。（測定中のみ）

ボタンを押すと、血圧測定が開始されます。
測定中にボタンを押すと、停止されます。
連続測定モードにするには、ボタンを３秒押し続けてください。
（5 分間連続 :3 秒 ~５秒間ずつ）

ボタンを一度押すと、周期測定機能に入ります。
ボタンを 2 度と押すと10 秒、1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 分及び
2 時間の中から時間間隔を選ぶことができます。
周期測定を停止するには電源をオフにしてください。

過去のデータを見るには、こちらのボタンを押してください。( 最大 999 件
数 )

ボタンを押すと、上、または次に進みます。

ボタンを押すと、下、または前に戻ります。 

電源

設定

消音

測定開始 /
停止 / 連続

周期測定

データ閲覧

上へ

下へ

④

⑤

⑪

⑦

⑥

⑬

⑫

⑭

＊操作が行われなかった場合、30 分後自動的に電源がオフになります。
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・ 側面
RESET：工場出荷時の状態に戻します。
カフコネクター：pettrust plus カフを接続する場所です。
アダプター接続部：専用アダプターを接続することにより、
                         機器の充電が行えます。
＊誤ってカフを挿入しないようにしてください。

USB ポート：専用 BT4.0ドングルと接続することにより
                 データをパソコンに転送することが可能です。

・ データ転送
データ転送を希望する場合は、専用 BT4.0ドングルを使用してください。
専用 BT4.0ドングルと接続すると LCD 画面に USB マーク（下図）が表示され、パソコンにデータを転送
することができます。
＊本 USB ポートは専用 BT4.0ドングルと接続のみです。
＊注意：直接 USB ケーブルでパソコンと接続する場合は、内蔵された電子部品の損傷を招く恐れがありま
すので、USB ケーブルでパソコンと直接接続しないようにしてください。
( 別売りの専用ソフトウェアおよび専用 BTドングルが必要です。詳しくはお買い求めの代理店までお問い
合わせください )

 USB マーク
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・ バッテリー残量表示
充電中やバッテリー残量が少なくなると表面パネルの  が光り、状態をお知らせします。

                       表示                                                                    説 明

赤色点灯時：バッテリー残量が少なく、測定可能回数が残り１００回未
満の状態。
( 電力の使用可能時間が１時間未満の状態です、バッテリー容量が少
なく正常に測定できない場合、自動的にオフとなりますので充電して
ください )
赤色点滅時：赤色点滅時：バッテリー残量が全くない状態で、充電してく
ださい。

オレンジ色点灯時：充電中。

緑色点灯時：充電完了。

バッテリー残量
表示

パネル表示説

明図③
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Section 2 各種設定

・ 初めて使用する時
１．pettrustplus を製品の箱から取り出してください。
２．充電が不十分の状態ですので、下記“充電の方法”に従って充電を行ってください。
３．可能な限り充電が終了してから、測定を開始してください。

・ 充電の方法
バッテリー残量が少ない時は、充電を行ってください。充電中でも血圧の測定は可能です。
１．充電アダプター差し込み口にアダプターを接続し、プラグをコンセントに差し込んでください。
＊バッテリー残量が０％からの充電を開始した場合、完了までに約８時間要します。
＊充電中は、平らで安定した面、風のない場所に置いてください。
正常に充電が行われている場合は、オレンジ色の LED ランプが点灯します。
充電が終了すると緑色の LED ランプが点灯します。
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・ 電源の投入

  を押すと電源が投入されます。

 

電源投入時の LCD 画面表示 ( 全てのマークが点灯します。)

 

 待機中の画面表示

 を押すことにより、測定を開始することができます。
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・ 設定機能の操作方法

  ボタンを３秒間以上押すことで、設定モードに入り、日付、時間、測定単位、アラーム値、ボタン音、デ

ータの消去を設定することができます。

設定を中止する場合は、  若しくは  を押すことにより測定待機画面に戻ります。

   若しくは  ボタンを２秒間以上押すことで、選択スピードが早くなります。

１．日付 ( 年 ) の設定

 ボタンを２秒以上押すと、左の図の画面が表示されます。

 もしくは  を押して年度を選択してください。変更の必要がな

い場合は、

 を押すと、次の日付 ( 月 ) の設定に進みます。（年の設定可能の範

囲は 2000 年～ 2099 年です）
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2. 日付 ( 月 ) の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

3. 日付 ( 日 ) の設定

 もしくは  、を押して月(1月～ 12 月 )を選択してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の日付 ( 日 ) の設定に進

みます。

 もしくは  、を押して日（1日～ 31日）を選択してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の時間 ( 時 ) の設定に進

みます。
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4. 時間 ( 時 ) の設定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

5. 時間 ( 分 ) の設定

 もしくは  、を押して時間(0時～23時)を選択してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の時間 ( 分 ) の設定に進

みます。

 もしくは  、を押して分 (0 分～ 59 分 )を選択してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の時間表示 (24H/12H)

の設定に進みます。
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6. 時間表示 (24H/12H) の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

7. 測定単位の設定

 もしくは  、を押して 24H か 1２H( ＡＭ /ＰＭ ) 表示かを

選択してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の測定単位の設定に進み

ます。
24H の場合：00:00~23:59
12H の場合：12：00am~11：59am 或いは 12：00~11：59pm

 もしくは  、を押して mmHg か Kpa 表示かを選択してくだ

さい。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次のアラーム値の設定に進

みます。
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8. アラーム値の設定

アラーム値の設定とは、最高血圧・最低血圧・平均血圧の上限・下限を設定することにより、犬や猫の血圧が

設定値より上回ったり、下回ったりした場合、アラーム音と画面表示で、危険な状態をお知らせする設定です。
＊ 出荷時の初期設定値とアラーム値設定可能範囲（最高血圧／最低血圧）

＊ 出荷時の初期設定値とアラーム値設定可能範囲（平均血圧／脈拍数）

＊ を押すと、2 分間消音となり、アラーム音が鳴りません。アラームの消音を解除する時は、もう一度ボタンを押して

    ください。
＊測定した数値が範囲から外れた場合に LED ランプが点灯すると同時にアラームも鳴り始めます（0.5 秒間ずつ）。

                                                                              初期設定値                               設定可能範囲

                                                                              初期設定値                               設定可能範囲

240 mmHg(32.0 Kpa)

50 mmHg(6.6 Kpa)

180 mmHg(24.0 Kpa)

30 mmHg(4.0 Kpa)

200 mmHg(26.6 Kpa)

30 mmHg(4.0 Kpa)

250beats/min

30beats/min

上限値

下限値

上限値

下限値

上限値

下限値

上限値

下限値

最高血圧

（SYS）

最低血圧

（DIA）

平均血圧

（MAP）

脈拍数

（BPM）

240 mmHg(32.0 Kpa)

50 mmHg(6.6 Kpa)

180 mmHg(24.0 Kpa)

30 mmHg(4.0 Kpa)

70 ～200 mmHg(9.326.6 Kpa)

30 ～125 mmHg(4.0 ～16.6 Kpa)

80 ～250  beats/min

30 ～150  beats/min
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(1) 最高血圧上限値の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

(2) 最高血圧下限値の設定

 もしくは   、を押して、上限値を設定してください。変更の必

要がない場合は、  を押すと、次の最高血圧下限値の設定に進みま

す。

 もしくは  、を押して、下限値を設定してください。変更の必要

がない場合は、  を押すと、次の最低血圧上限値の設定に進みます。

選択範囲 : 75 ~ 240 

選択範囲 : 10.0~32.0 

SYS

SYS

選択範囲 : 50~150

選択範囲 : 6.6~20.0

SYS

SYS

(mmHg)

(mmHg)

kpa

kpa
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(3) 最低血圧上限値の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

(4) 最低血圧下限値の設定

 もしくは  、を押して、上限値を設定してください。変更の必

要がない場合は、  を押すと、次の最低血圧下限値の設定に進みま

す。

 もしくは  、を押して、上限値を設定してください。変更の必

要がない場合は、  を押すと、次の平均血圧上限値の設定に進みま

す。

選択範囲 : 50~180

選択範囲 : 6.6~24.0

選択範囲 : 30-50

選択範囲 : 4.0~6.6

(mmHg)

(mmHg)

kpa

kpa
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(5) 平均血圧上限値の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

(6) 平均血圧下限値の設定

 もしくは  、を押して、上限値を設定してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の平均血圧下限値の設定

に進みます。

 もしくは  、を押して、下限値を設定してください。変更の必要

がない場合は、  を押すと、次の脈拍数上限値の設定に進みます。

選択範囲 : 70~200

選択範囲 : 9.3~26.6

選択範囲 : 30~125

選択範囲 : 4.0~16.6

(mmHg)

(mmHg)

kpa

kpa



20

 (7) 脈拍数上限値の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

(8) 脈拍数下限値の設定

 もしくは  、を押して、上限値を設定してください。変更の必

要がない場合は、  を押すと、次の脈拍数下限値の設定に進みます。

 もしくは  、を押して、上限値を設定してください。変更の必

要がない場合は、  を押すと、次のボタン音オン/ オフの設定に進

みます。

選択範囲 : 80~250

選択範囲 : 30~150
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9. ボタン音オン/ オフ設定

10. 出力設定

  もしくは  を押して、出力（H/L）を選択してください。

  
『L』：データーベースをパソコンに出力します。
         ( 初期設定は『L』にします )
『H』：特殊な出力設定。
＊詳しい使用方法はお買い求めの代理店へ伺ってください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次の PUL 脈拍音オン/ オ

フの設定に進みます。

 もしくは  、を押してボタン音のオン Y(yes)/ オフ N(no)を

選択してください。( 初期設定は『ｙ』です）変更の必要がない場合は、 

 を押すと、次の出力設定に進みます。

※ P6 ⑤アラーム消音ボタンとは別機能です。オフにしてもアラーム音
は消えません。
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11. PUL 脈拍音オン/ オフ設定

12. データの消去

　　　　　　　
 もしくは  、を押して Y( 消去れる )/N( 消去らない )を選択し

てください。
＊『y』を選択すると、全てのデータが消去されますので注意してくださ
い。
( 初期設定は『n』にします )

 を押すと、設定画面モードが終了し、待機画面に戻ります。データ

閲覧のままで、動作がなければ、5分後に自動的に待機画面へ戻ります。
データ閲覧の状態から測定する場合は　開始／停止ボタンを2 回押す
と、測定開始します。

※どの設定画面モードでも  若しくは  を押すと、待機画面に

戻ります。

 もしくは  を押して、PUL 脈拍音『y』オン/『n』オフを選択

してください。

変更の必要がない場合は、  を押すと、次のデータの消去に進みま

す。
( 初期設定は『n』オフにします )
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・ アラーム消音ボタン  

・ データ閲覧機能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 待機モードの際、フロントパネル上の  データ閲覧ボタンを押すと、

過去に測定したデータ（測定日と測定時間、最高血圧値、最低血圧値、
脈拍数）を閲覧することが可能です。

 もしくは  を押して、閲覧したいデータ( 最大 999 件 )を検

索してください。

モードに戻るには  ボタンを押してください。

ボタンを押すと、アラーム音をオフにすることができます。

オンにする場合は再度  ボタンを押してください。

※毎回の測定はアラームがオンの設定に戻ります。
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Section 3 測定の方法

犬・猫の正確な血圧を測定するためには、適切なサイズのカフ、測定部位を選定する必要があります。この
Section では pettrustplus による血圧測定において適切なサイズ、カフを巻く位置など、できるだけ正確に
測定する方法を説明します。

・ カフの選び方
pettrustplus は 7 種類のサイズのカフがあります。

測定部位の周囲長の 30 ～ 40％ の幅のカフを選んでください。

測定の際、画面に EC- 数字というエラーコードが表示される場合があます。その際はまず、カフのサイズ・巻
く位置が正しいかどうか、犬・猫が興奮状態でないかを確認し、再度測定を行ってください。その後も同様に
エラーコードが表示される場合は、下記に説明している各エラーコードの原因を参照し、対処を行ってくださ
い。

 

周囲長の３０～４０％

カフサイズ：2.05 cm, 2.55 cm, 3.05 

cm, 3.55 cm,4.05 cm, 4.55 cm, 

5.55cm
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・ 測定可能部位

Ａ・前足（前腕部手根関節上部）
Ｂ・後足（下腿部足根関節上部）
Ｃ・尻尾（尾根部）

・ カフの巻き方
各 pettrust plus カフの中央には 2 本線のラインが
入っています。カフを測定部位に巻いた時に、
カフの右端の  がライン上にくれば、カフのサイ
ズは適切です。カフが部位からずれない程度の
強さで巻いてください。（※強く巻きすぎない
でください）＊カフを犬・猫に巻いてから、
機器に接続してください。
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・ カフの接続
測定部位に巻いたカフのチューブを、機器上面にあるカフコネクタ
ーに差し込みます。軽い力で自然に止まる位置まで差し込んでくだ
さい。
強い力で無理に押し込みますと、チューブが抜きづらくなりますので
ご注意ください。
カフを抜く際は、接続部の根元をつまんで抜いてください。
チューブを引っ張って抜かないようにしてください。
（抜きづらい場合は同梱のカフ用レンチを使用してください）

・ 測定のポイント・注意事項
1. カフを巻いてから、機器に接続してください。
2. 測定部位は心臓と同じ高さであることが望ましいとされているため、犬・猫が立位の場合は尾部、臥位の
   場合は尾部・前足・後ろ足での測定が選択されます。ただし、尾部で測定を行う場合は、犬・猫の種類 ( 毛
   の量が多いなど )により測定がうまくできない場合があります。その際は、前足もしくは後ろ足で測定し
   てください。また、精度のよい測定を行うために、なるべく尾部、前足での測定を推奨します。
3. 犬・猫のストレスを可能な限り軽減させるために、保定は最小限で測定を行ってください。また、興奮中の
    犬・猫を測定する場合は、10 分ほど時間をおき、十分に落ち着かせたのち測定を開始してください。
4. 犬・猫が動いたり、カフの位置が正しくなく、シグナルがうまく取れなかった場合は、再度自動で測定が
    開始されます。2 度以上測定がうまくいかなかった場合は、エラーコードが表示されます。ほとんどのエ
    ラーコードは、カフのサイズ・巻き方が適切でないか、もしくは犬・猫が動いてしまったため発生します。
    エラーコードが表示された際は、まずカフのサイズ・巻き方が適切かどうかを確認し、再度測定を行って
    ください。
5. カフのサイズ、位置が適切でない場合でも測定結果が表示されることがあります。異常な数値が出た場
    合は、再度カフを巻き直し測定を行ってください。

軽い力
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測定の開始
・ 通常測定                                     

フロントパネル中央にある  測定開始 / 停止ボ

タンを押すと、加圧が開始され ( 約 2 秒かかる )、
測定が始まります。
測定を停止する際は、再度測定開始 / 停止のボタンを
押すと、直ちに減圧して測定が停止されます。
犬・猫が動いたり、カフが正しく設置されておらずシグ
ナルをうまく取れなかった場合は、自動で 2 回目の測定が始まります。
＊測定がうまくいかない場合は再度カフを巻き直してください。平均の測定時間は各カフにより違い、
30 ～ 90 秒掛かります。

・ 連続測定                                      

フロントパネル中央にある  測定開始 / 停止ボ

タンを３ 秒間押し続けると、5 分間の連続測定が開
始されます。連続測定モード中は、左の矢印のマーク
で表示されます。測定を停止する場合は、再度測定開
始 / 停止ボタンを押すと、連続測定が終了します。
（平均血圧（MAP) の箇所に「FLA」が表示されます）

測定を再開始する場合、 を押すと、連続測定が始まります。

※（連続測定モードは、各カフにより違い、6 ～ 1 0 回測定を繰り返します）
矢印マーク
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・ 周期測定モード

フロントパネル上の  周期ボタンを押すと、周期測定が可能となります。周期ボタンを繰り返し押して、

10 秒、1、2、3、5 、10、15、30、60、90 分、（min 表示）、２時間（hr 表示）から周期を選択すること
が可能です。    

 を押すと、周期測定モードが終了し、待機画面に戻ります。

※測定中、  を押すと、測定が中止になります。また、測定を中止になっても、周期時間が続きます。
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Section 4 トラブルシューティング

測定の際、画面に EC- 数字というエラーコードが表示される場合があります。その際はまず、カフのサイズ・
巻く位置が正しいかどうか、犬・猫が興奮状態でないかを確認し、再度測定を行ってください。その後も同様
にエラーコードが表示される場合は、下記に説明している各エラーコードの原因を参照し、対処を行ってくだ
さい。

・ エラーコードの説明

測定の際、平均血圧（MAP) の箇所に「Aｄｔ」が表示される場合は脈拍測定エラーを示します。

エラーコード

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０８

０９

                        説            明

カフから空気が漏れているか、加圧が遅い場合。

カフがきつすぎである場合。

カフの位置が正常でない場合。

カフがゆるすぎである場合。

シグナルが検出されない場合。

シグナルが大きすぎる場合。

再測定が２回以上行われた場合。

減圧時に何らかの問題が発生した場合。

何らかの原因で減圧が遅い場合。

                          対   処   方   法

カフが機器本体に正確に接続しているか確認してく

ださい。

カフサイズを確認し、巻き直してください。

犬・猫が安静状態であるか確認し、必要であればカフ

を巻き直し再測定を行ってください。

犬・猫が安静状態であるか確認してください。

また、カフのチューブが何かに巻きついていたり、圧

迫されていないか確認してください。
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・ メンテナンス・クリーニングについて
本体表面の汚れ：アルコール等で拭き、清潔な布で拭き取ってください。
＊注意＊アルコールで強く拭くと印刷部が消える場合があるため、優しく拭いてください。
クリーニングの前には必ず電源を切ってください。
また、本体内部に水などが入らないようにしてください。
カフの汚れ：アルコールをしみこませた清潔な柔らかい布で拭いてください。
特に、血液や唾液が付着した場合は丁寧に拭き取ってください。
＊注意＊アルコールで強く拭くと印刷部が消える場合があるため、優しく拭いてください。
チューブには水をつけないでください。洗濯はできません。
クリーニング後は必ず乾燥させてから使用してください。
故障診断、修理ご依頼の際は、本取扱説明書に記載されている、Section6 保証規定の項をご参照の上、お
買い求めの代理店へご連絡ください。

・ 水にぬれてしまった場合
測定中の場合は直ちに測定を止め電源を切り、充電中の場合は直ちにケーブルを抜いてください。いずれの
場合もすぐに清潔な乾いた布で水分を拭き取ってください。
＊故障の疑いがある場合は、機器の点検を行う必要があります。使用を止め、お買い求めの代理店へご連絡
ください。



31

・ 交換について
1. カフの交換
カフは消耗品です。極度に汚れた場合や、チューブ等の破損により空気が漏れた場合、マジックテープの接着
力が弱まり加圧中に巻いたカフが剥がれてしまう場合は、カフを交換してください。その際は、お買い求め
の代理店へご連絡ください。

2. バッテリーの交換
長く使用していると、満充電状態でも測定可能回数が少なくなります。（バッテリー残量表示 LED が赤色
点灯します）バッテリーを交換する際は、お買い求めの代理店へご連絡ください。

・ 廃棄の際は
本製品はリチウムイオン充電池を使用しています。ご不要になった際は、お買い求めの代理店へご連絡くだ
さい。そのまま廃棄しますと環境破壊の原因になります。
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Section 5. 機器仕様
・ 仕様

動物用医療機器製造販売届出番号

類別

一般的名称 

医療機器分類

測定範囲

最高圧力 

電源 

測定可能回数

電源アダプター 

自動電源オフ 

大きさ 

重量

使用温度・湿度 

保管温度・湿度

メモリー

電撃保護 

第　　28-4538 　号

血圧検査又は脈波検査用器具

血圧検査又は脈波検査用器具

一般医療機器 

30 ～ 300 mmHg | 32 ～ 240 BPM

300 mmHg

リチウムイオンバッテリー (3.6V)

約 600 回

AC100-240V 47-63Hz

30 分間放置後

19.0(H)× 9.0(W)× 5.0(D) cm

475g

5℃～ 40℃・85％以下

-10℃～ 50℃・85％以下

999 データ

内部電源機器ＢＦ形装着部
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Section 6. 保証規定

１．本取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で、機器購入後 1 年以内に故障が判明した場合に
     は、無償で修理または交換を行います。
２．無償修理期間内に故障が判明した場合は購入代理店へご連絡ください。
３．保証期間内であっても次の場合には適用除外となり、有償修理となります。
     1) 取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
     2) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障または損傷。
     3) 落下や衝撃など、適正でない取扱いによる故障および損傷。
     4) 火災、地震、水害、その他の天災、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源などによる故障及び損
         傷。
     5) 保証書の提示がない場合。
     6) 保証書に購入日、氏名、販売代理店名の記入がない場合。
     7) 消耗部品の故障および損傷。
     8) 保証の原因が本商品以外に起因する場合。
４．保証書は紛失しないように大切に保管してください。
５．保証書は本規定に記載した期間、条件において無償保証を約束するもので、法律上の権利を制限するも
     のではありません。
６．本書は日本国内でのみ有効です。The above mention is valid only in Japan.
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＊修理の際は、線にそって保証書を切り取っていただき、購入代理店へ機器と一緒にお渡しください。
＊お買い上げ年月日・お買い上げ店名欄は、必ず購入代理店にて記入・捺印していただいてください。

製品保証書
   本書は、お買い上げ日から１年以内に通常のご使用において故障が判明した場合に、本取扱説明書
   Section6. 保証規定により無償修理または交換をお約束するものです。無償保証期間内に故障が
   判明した場合は、本書と機器をご用意の上購入代理店へご連絡ください。
　　　　　　　　　　　
   製品名　 犬猫専用自動血圧計
                           pettrust plus ( ぺトラス )　　

   製品番号　          

 

   ご芳名 

   ご住所 

  

   電話番号 

   お買上年月日 年　　   　月　     　　日

   

お買い上げ店名

住所．TEL
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