
品 質 保 証 書
このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品
は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用におい
て万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は
無償修理または交換いたします。
※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン プリンタ HHX-PRINT

ご芳名

ご住所

TEL （　　　　　　）

お買い上げ店名 w

住　所
TEL （　　　　　　）

お買い上げ年月日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。

製造販売元

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

保証規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い
上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。

2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンター
にご連絡ください。

3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。（ロ）お買い
上げ後の落下などによる故障および損傷。（ハ）火災、地震、水害、落雷、その
他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）など
による故障および損傷。（ニ）品質保証書の提示がない場合。（ホ）品質保証書に
お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き
替えられた場合。（ヘ）消耗部品。（ト）故障の原因が本商品以外に起因する場合。
（チ）その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束する
ものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。

6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

安全上のご注意

ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いい
ただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財
産への損害を未然に防止するためのものです。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに
関わる拡大損害を示します。

注意 
誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負ったり物的損害*の発生が想定され
る内容を示します。

記号は禁止（してはいけないこと）を
示します。（左図は“禁止”）

強いショックを与えたり、落としたりしないでく
ださい。

お願い

注意 

プリンタ用ロール紙切り取り口の歯に指
を当てないでください。
• けがをする恐れがあります。

分解や改造をしないでください。
• 正しい印字ができなくなります。

お使いになる前によくお読みください

箱の中には次のものが入っています。
万一、不足のものがありましたら、
オムロンお客様サービスセンター
（ 0120-30-6606）までご連絡ください。

□本体

□プリンタ用ロール紙（1巻）
（感熱紙）

□乾電池（4本）
単3形高性能マンガン乾電池（黒色）

□取扱説明書
（本書:品質保証書付き）

修理を依頼する前に
「 おかしいな？と思ったら」をご確認ください。
それでも直らないときは、下記のオムロンお客様サービ
スセンターにお問い合わせください。

このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてあり
がとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱
説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保
管してください。

プリンタ
HHX-PRINT

取扱説明書
電源/動作中 紙送り 

グラフ 

今回値/停止 

全データ 

1628343-0C

1

商品の構成2 各部の名前3

乾電池を入れる4

お手入れと保管5

仕　様7

おかしいな？と思ったら6

お問い合わせ先8

使い方は、
裏面をご覧ください。

注意について

図記号の例

プリンタカバー

プリンタ用
ロール紙
切り取り口

電源／動作中
ランプ

紙送り
スイッチ

プラグ

接続
コード

プラグ収納部

今回値／停止
スイッチ

全データ
スイッチ

グラフ
スイッチ

1. プリンタを裏返す

2. 電池カバーをはずす
電池カバー中央のギザ加
工部を押し下げてから矢
印方向にずらします。

3. 単3形乾電池を図の表示に
合わせて入れる

ばねの出ているほうが
です。

4. 電池カバーを閉める
図のようにすべらせなが
ら“カチッ”と音がする
まで閉めます。

• 高性能マンガン乾電池黒色（単3形・4本）で約

300回印字できます。（今回値印字の場合）

※付属の乾電池はお試し用です。300回以内

に寿命が切れることがあります。

• 電源／動作中ランプが点滅表示したときは、乾

電池が消耗しています。

4本同時に新しい乾電池（同じ種類のもの）と

交換してください。

• 乾電池を入れたまま使用せずに長期間放置

しておくと、乾電池から液が漏れ出し、機器

が故障する恐れがあります。長期間（3カ月

以上）使用しないときは、乾電池を取り出し

ておいてください。

• 使用済みの乾電池は、お住まいの市区町村

の指導に従って処分してください。

O
PE

N
O
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N

お手入れ方法
本体の汚れは乾いたやわらかい
布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水または
中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き
取り、やわらかい布でから拭きしてください。
※本体内部に水などが入らないようにしてくだ
さい。

お手入れと保管の注意
汚れを落とすとき、ベンジン、
シンナーなどを使用しないでく
ださい。

次のようなところに保
管しないでください。

・水のかかるところ。
・高温・多湿、直射日
光、ほこり、塩分な
どを含んだ空気の影
響を受けるところ。

ベ
ン
ジ
ン 

シ
ン
ナ
ー 

電源/動作中 紙送り グラフ 

今回値/停止 

全データ 

・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する
ところ。

長期間（3カ月以上）ご使用に
ならない場合は、乾電池を取り
出して保管してください。

プラグは、プラグ収納部に収納し
てください。

プリンタ用ロール紙の保管時のお願い

高温・湿気・日光は避けてください。
・変色することがあります。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法を
お守りいただけない場合は、品質に責任を負
いかねます。

電源/動作中 紙送り グラフ 

今回値/停止 

全データ 

OPEN

電源/動作中 紙送り グラフ 

今回値/停止 

全データ 
収納

※上記の方法でも、正常に印字ができない場合は故障
が考えられます。商品の故障および修理の依頼につ
きましては、オムロンお客様サービスセンターまで
お問い合わせください。（ ）

印字しない

プラグが血圧
計に接続され
ていない

正しく接続してくだ
さい（ ）

こんなとき 考えられる原因 直しかた

電源／動作中
ランプが点滅
している

印字の途中で
停止した

プリンタ用
ロール紙が出
てこない

乾電池が消耗
している

新しい乾電池と交換
してください
（ ）

こんなとき 考えられる原因 直しかた

プリンタ用
ロール紙が
セットされて
いない

正しくセットしてく
ださい（ ）

プリンタ用
ロール紙がつ
まっている

つまった用紙を取り
除き、もう一度正し
くセットしてくださ
い（ ）

プリンタ用
ロール紙を使
い切っている

オムロンお客様サー
ビスセンターにてお
求めください
（ ）

乾電池が消耗
している

新しい乾電池と交換
してください
（ ）

接続コードが
断線している

修理を依頼してくだ
さい（ ）

測定値が記憶
されていない

血圧測定後、再度印
字してください

プリンタ用
ロール紙の表
裏が逆になっ
ている

逆になっていると、
プリンタの寿命にも
影響します
正しくセットしてく
ださい（ ）

※お断りなく仕様を変更する場合がありますので
ご了承ください。

販 売 名 オムロンプリンタ HHX-PRINT

電　　源 単3形乾電池4本

電池寿命 今回値印字で約300回（高性能マ
ンガン乾電池（黒色）使用時）
※アルカリ乾電池でも使えます。

印字回数 今回値印字で約200回
（プリンタ用ロール紙1巻）

本体質量 約170g（電池含まず）

外形寸法 幅72×高さ50×奥行き123mm

付 属 品 プリンタ用ロール紙（1巻）
単3形乾電池4本（お試し用）
取扱説明書（品質保証書付き）

別売品のご案内

別売品のお求めはお買い上げの販売店、または
全国どこからでも電話一本でご注文いただける
オムロンお客様サービスセンターをご利用くだ
さい。（ ）

プリンタ用ロール紙（5巻セット）
型式HEM-PAPER-759P
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オムロンお客様サービスセンター 

オムロン健康商品のお問い合わせは 

ダイヤルは正確に 

受付時間 9:00～19:00 月～金（祝日を除く） 
 

 

ホームページ  http://www.healthcare.omron.co.jp/ 
※通信料はお客様ご負担となります。 
（別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。） 

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、 
この電話で承ります。 
修理には、便利な引き取りサービスを 
ご利用ください。　　 

都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更 
させていただくことがありますのでご了承ください。 



プリンタ用ロール紙をセットする9

血圧計に接続する10

印字する11

1. プリンタカバーを開ける
本体を支えながら、プリンタカバーを持
ち上げます。

2. プリンタ用ロール紙を取り出す
先端のシールをはがして、図のように約
10 cmをハサミでまっすぐに切り落と
します。

※切り落とさないと、プリンタ用ロール
紙がつまる場合があります。

3. プリンタ用ロール紙を入れる
プリンタ用ロール紙挿入口へ、プリンタ
用ロール紙がたるまないようにして、奥
に止まるまで（約3cm）入れます。

※用紙には表裏があるので、必ず図のよ
うに入れてください。

4. プリンタ用ロール紙排出口から
プリンタ用ロール紙が出てくる
まで紙送りスイッチを押し続ける
プリンタ用ロール紙を指先でプリンタ用
ロール紙挿入口へ送り込むようにすると
楽にプリンタ用ロール紙が出てきます。

※プリンタ用ロール紙は約10cm出して
ください。

5. プリンタカバーを戻しながら
用紙を切り取り口に通す

6. プリンタカバーを閉める
閉まるとカチッと音がします。

7. 余分なプリンタ用ロール紙を
切り取る
これでプリンタ用ロール紙の取りつけが
終わりました。

※今回値のみ印字する場合で、プリンタ
用ロール紙1巻につき約200回の印
字ができます。

持ち上げる 

10cm

約3cm入れる 

手前に引いて
切り取る

取り出す 

切り取り口

※プリンタ用ロール紙がなく
なったときは、別売のプリ
ンタ用ロール紙をオムロン
お客様サービスセンター
（ ）か、お買い求めの
販売店でお求めください。
また市販の感熱紙でも、幅
38mm、直径26mm以内
の用紙であれば使用可能で
すが、印字品質に多少差が
出ることがあります。

1. プラグをプラグ収納部から
取り出す

2. プラグを血圧計のケーブル
接続部に差し込む

電源/動作中 紙送り グラフ 

今回値/停止 

全データ 

電源/動作中 紙送り 
グラフ 

今回値/停止 

全データ 

電源 

加圧 

時計 

設定 変更 

プラグ

プラグ収納部
ケーブル接続部

プラグの○印を上にして差し込みます

※印字する数字やグラフは、測定順に並んでいます。

※プリンタに電源スイッチはありません。
印字が終わったら、自動的に電源が切れます。

※プリンタ用ロール紙がない状態で印字しないでくだ
さい。印字ヘッドの寿命低下の原因となります。

血圧測定の終了後、その数値を
印字するときは

血圧計のメモリに記憶されている
数値をすべて印字するときは

血圧計のメモリに記憶されている血圧値を
グラフにして印字するときは

今回値の印字

全データの印字

グラフの印字

測定月日（8月7日）

測定時間（午後5時29分）

AMは午前、PMは午後

右の印字例の見かた
サイコウ ：最高血圧111mmHg
サイテイ ：最低血圧67mmHg
ミャクハク ：脈拍77拍 毎分

測定月（この例では7月～8月）

測定日時
（この例の時刻印字8は
午前8時～8時59分）

右の印字例の見かた
8月3日　午前8時
最高血圧 113 （mmHg）
最低血圧 65 （mmHg）
脈拍 76 （拍 毎分）

メモリに記憶され
ている全データの
平均値

時刻は24時間制表示
（17は午後5時）

測定単位
最高・最低血圧＝mmHg
脈拍＝／min

測定単位

3つのタイプで印字できます
スイッチを押すだけで簡単に印字できます。
※血圧計の電源が入っていなくても印字できます。

今回値の印字

全データの印字

グラフの印字

今回値／停止スイッチ、全データスイッ
チ、グラフスイッチを同時に押す
→テスト印字をおこないます。

印字のテスト

今回値／停止スイッチを押す
→紙送りの後、印字が停止します。印字の停止

1. 今回値／停止スイッチを押す
一番新しい測定値が印字
されます。

※印字を停止したいとき
は今回値／停止スイッ
チを押します。紙送り
後、印字が停止します。

2. 印字された用紙を
切り取る

1. 全データスイッチを押す
※印字を停止したいとき
は今回値／停止スイッ
チを押します。紙送り
後、印字が停止します。

2. 印字された用紙を
切り取る

1. グラフスイッチを押す
※印字を停止したいとき
は今回値／停止スイッ
チを押します。紙送り
後、印字が停止します。

2. 印字された用紙を
切り取る

血圧値

※測定値がグラフ目盛の50～200mmHgを
はみ出す場合は 、 マークで表示します

右端が最高血圧
左端が最低血圧
を示します

メモリに記憶されて
いる血圧値の平均を
二重線で表示します
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