
次のものが入っていますか？

必要な動作環境

インストールの前に

オムロン健康管理ソフトをインストールする

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。

オムロン健康管理ソフトセットアップ用CD-ROM1

※このディスクは「CD-ROM」です。一般オーディオプレーヤー、DVDプレーヤー、
家庭用ゲーム機などでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害
を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

取扱説明書
（本紙：品質保証書付き）
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専用USBケーブル2
・型式 HHX-CABLE-USB1

・型式 HHX-CABLE-USB2

※HEM-637 IT、HEM-705 IT、HEM-1040には型式 HHX-CABLE-USB1の
方を、HEM-7301-ITおよびHEM-7080 ITには型式 HHX-CABLE-USB2の
方をご使用ください。

※HEM-7301-ITについては、オムロン健康管理ソフトセットアップ用CD-ROMおよび
専用USBケーブルが、血圧計本体に同梱されております。

取扱説明書

HMS-HEM-IT01J Ver. 1.3

健康管理ソフト
血圧計 パーソナルエディション

■ 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。

■ 本書に記載しているイラストはイメ
ージ図です。

本ソフトウェアを動作させるには、次のような環境が必要です。
・パーソナルコンピュータ：800 MHz以上のプロセッサを搭載したPC/AT互換機
・OS：Windows 2000 Professional日本語版（SP4）

Windows XP（Home Edition／Professional）日本語版（SP2）
Windows Vista（Home Basic／Home Premium／Business／

Enterprise／Ultimate）日本語版
・搭載メモリ：512 MB以上
・ハードディスク：32 MB以上の空き容量が必要（データ保存容量は除く）
・ディスプレイ：800×600ドット以上
・ディスク装置：CD-ROMドライブ
・インターフェース：USBポート（1.1以上）
・ヘルプ参照用ソフト：Adobe Acrobat Reader（5.0以上）

※本紙では日本語版Windows XP Professionalをベースに解説しています。
お使いのOSによって、一部の画面、操作、結果が異なることがあります。

Windows®は米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
Adobe、Acrobat、ReaderはAdobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。

※OSやパーソナルコンピュータの操作法は、ご使用のOSや機種に添付されている取扱説

明書をご参照ください。

※ソフトウェアの詳しい操作方法は、オムロン健康管理ソフトをインストール後に、ヘルプを

ご参照ください。

※本商品のインストールは、Administrator（管理者）権限のユーザーでおこなってくだ

さい。

※インストールを始める前に、実行中のすべてのアプリケーションを終了してください。

※スクリーンセーバーは使用を停止しておいてください。

※ウイルスチェックプログラムを使用中の場合は、必ずいったん終了させてからインストー

ルを実行してください。ウイルスチェックプログラムが起動していると本商品のセット

アッププログラムを実行できない場合があります。ウイルスチェックプログラムは、本

商品のインストール終了後に再び実行してください。

パソコンにソフトウェアをインストールします。

セットアップ用CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入する
セットアッププログラムが起動します。

■ セットアッププログラムが起動しない場合は…
①［マイ コンピュータ］（Windows 2000）または、スタートメニューより
［マイ コンピュータ］（XP）／［コンピュータ］（Vista）をクリックする
②CD-ROMドライブをダブルクリックする
③［setup.exe］アイコンをダブルクリックする

■本ソフトはMicrosoft Data Access Components (MDAC) と
Microsoft .NET Framework 2.0を利用して動作します。
これらソフトのインストール画面が表示されたら、必ずインストールしてください。
インストール画面が表示されない場合は、すでにインストールされています。
Microsoft Data Access Components (MDAC)：マイクロソフト社が提供するデータベース用プログラム部品
Microsoft .NET Framework 2.0：マイクロソフト社が提供するウィンドウズソフト用プログラム部品
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パソコンの電源を入れる1

Microsoft Data Access Components
(MDAC) のインストール画面が表示されたら、

［Install］ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順6へ
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Microsoft Data Access Components
(MDAC) のEnd User License Agreement
が表示されたら、

内容に同意する場合は、チェックボッ
クスをクリックしてチェックを入れ、
［次へ］ボタンをクリックする

※End User License Agreementはよくお
読みください。内容に同意いただけない場
合はインストールできません。

4

※［キャンセル］ボタンをクリックするとセットアップは中断されます。
※［戻る］ボタンをクリックすると、一つ前の画面に戻ります。

［完了］ボタンをクリックする

※右のような画面が表示された場合、パソコン
を再起動する必要があります。［Let setup
restart the system now］を選択し、［完
了］ボタンをクリックします。パソコンが
再起動され、セットアップが継続されます。

※パソコンの再起動が不要な場合、「Setup is
Complete」のメッセージが表示されます。
［Close］ボタンをクリックしてください。
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Microsoft .NET Framework 2.0のイン
ストール画面が表示されたら、

［はい］ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順13へ
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Microsoft .NET Framework 2.0のセッ
トアップ画面が表示されたら、

［次へ］ボタンをクリックする
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Microsoft .NET Framework 2.0のインスト
ールが正常終了したメッセージが表示されたら、

［完了］ボタンをクリックする
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Microsoft .NET Framework 2.0の使用
許諾契約が表示されたら、

内容に同意する場合は、チェックボッ
クスをクリックしてチェックを入れ、
［インストール］ボタンをクリックする

※使用許諾契約はよくお読みください。「使用
許諾契約」に同意いただけない場合はイン
ストールできません。
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Microsoft .NET Framework 2.0 日本語
Language Packのセットアップ画面が表示
されたら、

［次へ］ボタンをクリックする

※この画面が表示されない場合は手順13へ
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Microsoft .NET Framework 2.0 日本語
Language Packの使用許諾契約が表示され
たら、

内容に同意する場合は、チェックボッ
クスをクリックしてチェックを入れ、
［インストール］ボタンをクリックする

※使用許諾契約はよくお読みください。「使用
許諾契約」に同意いただけない場合はイン
ストールできません。
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オムロン健康管理ソフトのインストール画面が
表示されたら、

［次へ］ボタンをクリックする
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Microsoft .NET Framework 2.0 日本語
Language Packのインストールが正常終了
したメッセージが表示されたら、

［完了］ボタンをクリックする
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オムロン健康管理ソフトの使用許諾契約が表示
されたら、

内容に同意する場合は、
「同意します」を選択し、
［次へ］ボタンをクリックする

※使用許諾契約はよくお読みください。「使用
許諾契約」に同意いただけない場合はイン
ストールできません。
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インストール先のフォルダが表示されている
フォルダでよければ、

［次へ］ボタンをクリックする

※インストール先のフォルダを変更する場合
は、［変更］ボタンをクリックし、インスト
ールするフォルダを選択してください。フ
ォルダを選択したあと、［OK］ボタンをク
リックしてください。
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インストールの確認画面が表示されたら、

［インストール］ボタンをクリック
してインストールを続行する
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ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、

［許可］をクリックする

※この画面が表示されない場合は手順18へ
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インストール完了の画面が表示されたら、

［完了］ボタンをクリックする
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「オムロン健康管理ソフト 血圧計」と
「オムロン健康管理ソフト 血圧計のヘ
ルプ」のショートカットがパソコンの
デスクトップ上に作成されます。

CD-ROMをパソコンから取り出す19

※右のような画面が表示された場合、パソコ
ンを再起動する必要があります。［はい］ボ
タンをクリックしてパソコンを再起動して
ください。

裏面も
ご覧ください



こんなとき

「このコンピュータの管理者特
権がないと、一部のプログラ
ムは正しくインストールでき
ません。」と表示される

Administrator（管理者）
の権限でログインされてい
ません

Administrator（管理者）
の権限でログインしてくだ
さい

「お使いのOSではインス
トールできません。」と表
示される

オムロン健康管理ソフトは
Windows 2000、XP、
Vista上で動作します

お使いのパソコンにはオム
ロン健康管理ソフトをイン
ストールできません
必要な動作環境をご確認く
ださい

「ディスク空き領域の不足
インストールには、現在使
用可能なディスク領域より
も多くのディスク空き領域
が必要です。」と表示される

ハードディスクの空き容量
が不足しています

ハードディスクの空き容量
を増やすか、別のハードデ
ィスクにインストールして
ください

原　因 対処のしかた

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）本書の提示がない場合。
（ホ）本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）記録媒体、付属する印刷物等。
（チ）故障の原因が本商品以外に起因する場合。
（リ）その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。

4. 本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. この保証書は本書に明示した期間、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。

1665449-8C

販売名 オムロン健康管理ソフト BI-LINK
血圧計 パーソナルエディション HMS-HEM-IT01J

ご芳名

ご住所

TEL （ ）

お買い上げ店名

印

住　所

TEL （ ）

お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

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.

発売元

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

※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。

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に 受付時間　9:00～19:00 月～金（祝日を除く） 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。 

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・消耗品は、インターネットでもお求めいただけます。） 

オムロン健康商品のお問い合わせは 
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。　　 

オムロン健康管理ソフトの使い方を知りたいときは、デス
クトップのショートカットアイコン「オムロン健康管理ソ
フト 血圧計のヘルプ」をダブルクリックするか、オムロ
ン健康管理ソフト起動後に［ヘルプ］をクリックしてくだ
さい。

デスクトップのショートカットアイコン
「オムロン健康管理ソフト 血圧計」を
ダブルクリックする

※デスクトップにショートカットアイコンがないときは、
［スタート］→［すべてのプログラム］または［プログ
ラム］→［オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナル
エディション］→［オムロン健康管理ソフト］をクリッ
クしてください。
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アンインストールを実行すると、オムロン健康管理ソフトで保存してあるデータ
がすべて削除されます。ただし、ファイル形式出力で保存したファイルは削除さ
れません。

※本商品のアンインストールは、Administrator（管理者）権限のユーザーでおこなって
ください。
※Windows VistaでProgram Filesにインストールしていた場合（C:¥Program files¥
Omron Healthcare¥オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディションにインス
トールした場合）、アンインストールしても以下ディレクトリにデータが残ります。デー
タを削除したいときは、ディレクトリごと削除してください。
C:¥Users¥User_name¥AppData¥Local¥VirtualStore¥Program Files¥Omron
Healthcare¥オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション
（下線部にはWindowsのログイン名が入ります。）

［スタート］ボタンをクリックする1

［プログラム］（Windows 2000）または、
［すべてのプログラム］（XP／Vista）に
マウスカーソルをあわせる

2

［オムロン健康管理ソフト 血圧計 パーソナルエディション］
にマウスカーソルをあわせる
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［オムロン健康管理ソフトのアンインストール］をクリックする
確認メッセージが表示されます。
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［はい］ボタンをクリックする
オムロン健康管理ソフトが削除されます。
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オムロン健康管理ソフトを初めて
使用する場合は、ユーザー管理画
面で［新規ユーザー］ボタンをク
リックする
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新規ユーザー画面でユーザー名
（例：OMRON）を入力し、
［OK］ボタンをクリックする

※オムロン健康管理ソフトは複数のユーザーのデータを管理できます。
※ユーザーは1000人まで登録できますが、登録できるユーザー数は、ご使用のパ
ソコンの性能やハードディスク容量によって異なります。
※ユーザー名入力の際のご注意
・ユーザー名の入力は省略できません。
・ユーザー名は、全角・半角にかかわらず、28文字まで入力できます。
・ユーザー名は、アルファベットの大文字と小文字を区別しません。たとえば「OMRON」
と「omron」は同じユーザー名として扱われますので、同時に登録することはできません。
・ユーザー名に次の記号 ¥ / : * ? " < > | , ; は使えません。
・メモ1、メモ2に次の記号 , ; は使えません。
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オムロン健康管理ソフトを起動する

インストールで困ったときには

パソコンからオムロン健康管理ソフトを
アンインストールするには…
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