
PULSOX®-300i
酸素飽和度モニタ

腕時計型メモリ付きパルスオキシメーター

PULSOX®-300i
価格：180,000 円（税抜）
（プローブ1本付き）
データ解析ソフトウェア DS-5
価格：108,000 円（税抜）

！
PU

LSOX®-300i

高精細メモリーで睡眠時無呼吸症候群の
スクリーニング精度が大幅向上！

300時間の長時間メモリー

不揮発性メモリーの採用でバッテリー交換も安心

USBによる高速ダウンロード

軽量・コンパクトで腕にジャストフィットする快適ボディ

単4型アルカリ電池1本で30時間の長寿命

新解析ソフトにより簡単操作で多彩な分析が可能に

フィンガークリッププローブ
SR-5C (0.3 m)
価格：48,000円（税抜）

スポットチェックプローブ
SP-5C (0.5 m)
価格：48,000円（税抜）

パーソナルプローブ
SD-5C/SD-5C (20)  5本入
価格：40,000円（税抜）

モニタープローブ
LM-5C (0.3 m)
価格：48,000円（税抜）

ユニバーサルプローブ
UD-5C (0.5 m)
価格：48,000円（税抜）

延長ケーブル
EC-300 (1 m)
価格：15,000円（税抜）

本体を腕に取り付けての連続測定用。 外来や病棟などでの対面測定用。 感染を避けたい場合の一人用。 睡眠時などでの長時間連続測定用。

長時間測定用。 プローブのケーブル長を1 m延長。

プローブは5種類の中から、用途に応じて選択して使用できます。選択可能な5種類の別売プローブ

販売業者：

システム図

主な仕様

正しく安全にお使いいただくため、ご使
用の前に必ず取扱説明書をよくお読み
ください。
●必ず指定の電池をご使用ください。
異なる電池を使用すると、火災や感電の
原因となります。

安全に関するご注意

DS-5ソフトウェア　動作環境条件
●パソコンの仕様（モニター、マウス、キーボードを含む）
CPU ：Intel Pentium 3／600 MHz 以上
 （1 GHz以上を推奨）
メモリー ：256 MB以上（512 MB以上を推奨）
記憶装置 ：ハードディスクドライブ1基
  （空き容量100 MB 以上を推奨※1）
モニター ：1,024 × 768（SVGA）以上
その他 ：光学ドライブ1基※2（インストール時に必要）
 　USBポートまたはシリアルポート 1ポート※3
 　下記対応OSで使用可能なプリンター
  （印刷出力する場合）

※1 本ソフトウェアのインストールには、Windowsシステムがインストール
されているカレントドライブに40 MBの空き容量が必要です。

 保存するデータの量に応じて空き容量を確保してください。
 なお、インストール先をカレントドライブ以外に指定する場合は、
そのインストール先のドライブに空き容量の確保が必要となります。

※2 光学ドライブとは、DVD±R ドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-ROM
ドライブのように、CD-ROMメディアに対応したドライブを指します。

※3 PULSOX-300iをご使用の場合はUSB1.1以上準拠のUSBポート、
PULSOX-3iシリーズをご使用の場合はRS-232Cシリアルポートが、
それぞれ1ポート必要です。

●対応 OS（いずれも日本語 OS）
Windows®8 Pro
Windows®7 Professional/ Home Premium
Windows®Vista Business/ Home Premium/ Home Basic PS2

※ Windows®Vistaの64ビットバーションには対応していません。

●ご注意
「パソコンの仕様」については、上記「対応OS」が正常に動作する環境
が必須条件になります。

睡眠時無呼吸のスクリーニングに

在宅酸素療法、NIPPVの適応判定に

在 宅 患 者 の 指 導 管 理 に

標準付属品

標準付属品

別売付属品

別売付属品

延長ケーブル
� EC-300

フィンガークリッププローブ SR-5C

スポットチェックプローブ SP-5C

モニタープローブ LM-5C

パーソナルプローブ SD-5C

ユニバーサルプローブ UD-5C

USBアダプター
　　� UA-300

データ解析ソフトウェア
� DS-5

リストバンド
� WB-300

単4形
アルカリ電池

PULSOX®-300i

進化した大容量・高精細メモリー機能
● 300時間の長時間メモリー ● SpO2メモリー分解能0.1% ● 1秒インターバル

フィンガークリッププローブ 
SR-5C

USBアダプター
UA-300

●ここに記載の価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
●ここに記載の価格、仕様および外観は、都合により予告なく変更することがあります。

DS-5構成品

9242-0881-40　BELPK

製造販売業者：

2



＊上記機能はPULSOX-300iでの使用に限られます。PULSOX-3メモリータイプでご使用
になる場合にはインターフェースユニットIF-3に接続し、RS-232Cでの接続となります。
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高精細メモリーにより軽微な変動も的確に把握！
0.1%のSpO2分解能、メモリーインターバル1秒の高精細メモリーデータにより、軽微な変動、短周期の変動を的確に
把握。

新解析ソフトDS-5で多彩な分析を簡単操作で実現！(別売付属品）
*PULSOX-300iのデータ解析はDS-5でのみ使用できます。DS-5はPULSOX-3メモリータイプにも使用できます。

本体とDS-5との双方向コミュニケーション
PCの時刻データを読み取り本体時刻設定がワンタッチで可能に
本体番号をソフトから本体に記憶させられます。
本体にオートオフ時間を設定できます。

快適な画面操作
表示グラフ、表示範囲、表示時間などの変更がメニューバーやツールバー
アイコンは勿論、右クリックによるマウス操作で簡単に変更できます。

DIP・脈拍上昇箇所がマーカーで画面に表示されます。
各種アラーム信号も異なるイベントマークとして表示され、データの質が
容易に判断できます。
お気に入りの表示画面パターンを５つまで設定できます。(モンタージュ)
　 アイコンをクリックするだけで表示画面設定を簡単に切り変えられます。

簡単操作で多彩な解析
ファイルのダウンロード時に解析レポートが自動出力できます。
PDFボタンをワンクリックで解析レポートのPDFファイルが自動作成
できます。
複数の患者情報・解析データを一つのファイルにまとめたり、複数の患者の
分析レポートの一括印刷が可能です。

最大300時間の高容量メモリー/USBによる高速ダウンロード！
0.1%のSpO2分解能、メモリーインターバル1秒の高精細メモリーデータを最大300時間本体にメモリー可能。
最大ファイル数は399ファイル。大容量データはUSB1.1対応の専用ケーブルでソフトに高速ダウンロード。
一晩データ(8時間)ならわずか10秒でダウンロードできます。

単4型アルカリ電池1本で連続約30時間の長寿命バッテリーライフ！
電池残量を3段階で表示。一晩（8時間）測定中にバッテリー切れの心配も不要。
別売のデータ解析ソフトDS-5によりオートパワーオフ時間の設定も可能です。
不揮発性メモリーの採用によって、電池交換時もメモリーデータは消えません。

耐衝撃性に優れ腕にジャストフィットするデザイン！
3D CADによる設計。耐衝撃性能が従来機の2倍アップ。（有限要素法による構造解析に基づく当社従来品PULSOX-3との比較）
電池を含めわずか56 gの軽量デザイン。中央厚わずか15 mmの薄型デザイン。
腕との接触面をカーブさせて、動作時の安定感を大幅にアップ。バックライト付き大型LCD表示で数値確認も快適です。

0.1％分解能・1秒インターバル

従来機（１％分解能・5秒インターバル）

SpO2解析レポート

SpO2・脈拍数トレンドグラフ
脈拍数解析レポート 12時間 SpO2・脈拍数トレンドグラフ

全レポート表示画面

イベントマーク画面

PULSOX-300i
USB

【豊富な解析レポート】
● サマリーレポート ● 患者情報レポート 
● SpO2解析レポート ● 脈拍数解析レポート 
● SpO2・脈拍数トレンドグラフ ● 12時間 SpO2・脈拍数トレンドグラフ
● 24時間 SpO2・脈拍トレンドグラフ ● SpO2トレンドグラフ
● 脈拍数トレンドグラフ ● 選択チャネルトレンドグラフ

電池ケース

PULSOX-300i

PULSOX-3i
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