
iOS版

【UA-651BLE】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【UA-651BLE】で測定した結果を、スマートフォンで
かんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

【UA-651BLE】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。
■スマートフォンの「Bluetooth」は「オン」になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧いただくかご契約会社へお問合せ下さい。

■インターネット通信が可能な環境でご利用ください。

血圧計

連携を行う前に確認していただきたいこと

『一覧画面』

① タイミング 時間
登録したデータは、測定時間によって［朝1回目］、［朝2回目］、
［夜1回目］、［夜2回目］に自動で表示されます。
（朝：0時～11時59分、夜12時～23時59分）

② 血圧：収縮期血圧（上）/拡張期血圧（下）［mmHg］
③ 入力状況（機器連携または手入力）
④ 脈拍 ［拍/分］
⑤ 不規則脈波（IHB）※発現

※不規則脈波（IHB）：
血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。
血圧計をご利用中の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の
有無をご確認下さい。

機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり

機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし

検知できる機器を利用していないまたは入力なし

『サマリー画面』

① 計測回数：血圧を登録した回数を表示
② IHB回数：IHBの記録回数を表示
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【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。１

リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] を
タップします。２

[ペアリングモードにしてください] と
表示されたら [OK] をタップします。３

タップ

タップ

タップ



【UA-651BLE（血圧計）】の開始／終了
スイッチを長押ししてください。４

[計測機器とペアリング] が表示されたら、
[ペアリングを開始] をタップします。５

[Bluetoothペアリングの要求] が表示さ
れたら、[ペアリング] をタップします。

ペアリングが完了すると、［確認］が表
示されます。［OK］をタップしてくだ
さい。

６

タップ

タップ

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

タップ

[“マイカルテ”がBluetoothの使用を
求めています。］と表示がでた場合

[OK] をタップしてください。

タップ

血圧計の開始／終了ス
イッチを長押しすると、

画面に [Pr] と表示
されます



[計測を開始してください] が表示されたら、
血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。７

８
[測定結果] が表示されますので [OK] をタッ
プします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

【UA-651BLE】をはじめてご利用の場合の
設定は以上で終了です。

【UA-651BLE】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

■ペアリングを行った際や血圧計の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。
（手順⑦と⑧を行ってください。）
連携設定後、１回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を
正しく取り込むことができません。

■専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを
抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまいます。

■【UA-651BLE】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』に取り込まれると、
本体から削除されます。

■測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定
データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を
行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。

タップ



[計測を開始してください] が表示されたら、
血圧計の電源を入れて、血圧測定を行います。３

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。１

リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] を
タップします。２

2回目以降の方

タップ

タップ



[測定結果] が表示されますので [OK] をタッ
プします。４

ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

2回目以降の方

タップ

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp



Android版

【UA-651BLE】かんたん連携

Welbyマイカルテでは、【UA-651BLE】で測定した結果を、スマートフォンで
かんたんに取得することができます。

Welbyマイカルテ「血圧」画面説明

【UA-651BLE】からWelbyマイカルテにデータを送信するために必要な事項となります。
■スマートフォンの「Bluetooth」は「オン」になっていますか。
■スマートフォンの「位置情報」は「オン」になっていますか。
設定方法は、お使いのスマートフォンの機種によって異なります。
ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧いただくかご契約会社へお問合せ下さい。

■インターネット通信が可能な環境でご利用ください。

血圧計

連携を行う前に確認していただきたいこと
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『一覧画面』

① タイミング 時間
登録したデータは、測定時間によって［朝1回目］、［朝2回目］、
［夜1回目］、［夜2回目］に自動で表示されます。
（朝：0時～11時59分、夜：12時～23時59分）

② 血圧：収縮期血圧（上）/拡張期血圧（下）［mmHg］
③ 入力状況（機器連携または手入力）
④ 脈拍 ［拍/分］
⑤ 不規則脈波（IHB）※発現

※不規則脈波（IHB）：
血圧測定中の脈波のリズムの乱れを検知し、表示させる機能です。
血圧計をご利用中の方はお持ちの血圧計の取扱説明書などでIHB検知の
有無をご確認下さい。

機器から検知したまたは、手入力によるIHBあり

機器から検知結果がでなかったまたは、手入力によるIHBなし

検知できる機器を利用していないまたは入力なし

『サマリー画面』

① 計測回数：血圧を登録した回数を表示
② IHB回数：IHBの記録回数を表示

①

②



【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。１

リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] を
タップします。２

[ペアリングモードにしてください] と
表示されたら [OK] をタップします。３

タップ

タップ

タップ



【UA-651BLE（血圧計）】の開始／終了
スイッチを長押ししてください。４

[計測機器とペアリング] が表示されたら、
[ペアリングを開始] をタップします。５

[ペア設定リクエスト] が表示されたら、
[ペア設定する] をタップします。６

血圧計の開始／終了ス
イッチを長押しすると、

画面に [Pr] と表示
されます

タップ

[ペア設定リクエスト] 画面が
表示されない場合

画面上部から下にスワイプして、
[ペア設定リクエスト] を選択してください。

タップ

※操作方法は機種に異なる可能性があります。

タップ

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方



[計測を開始してください] 画面が
表示されたら、血圧計の電源を入れて、
血圧測定を行います。

７

８
[機器連携データ] が表示されますので [OK] 
をタップします。

【UA-651BLE】をはじめてご利用の方

【UA-651BLE】をはじめてご利用の場合の
設定は以上で終了です。

【UA-651BLE】のご利用にあたってご留意いただきたいこと

タップ

■ペアリングを行った際や血圧計の電池を交換した際は、一度必ず測定結果を登録してください。
（手順⑦と⑧を行ってください。）
連携設定後、１回分の測定結果を登録しないと、測定値の日時が記録されないため、以後の測定結果を
正しく取り込むことができません。

■専用ACアダプタでご使用の場合でも、必ず電池を入れた状態でご利用ください。
血圧計は電源がない状態では内蔵の時計がリセットされます。ACアダプタのコンセントを
抜いたときに、蓄積した測定データが取り込めなくなってしまいます。

■【UA-651BLE】に保存された測定データは、『Welbyマイカルテ』に取り込まれると、
本体から削除されます。

■測定データ受信中に接続が切断される等、接続不良が起きた場合には、取り込み途中の測定
データが消えてしまう可能性がございます。必ず電波状況の良いところでデータの受信を
行っていただき、受信が終わるまではアプリを操作しないでください。



[計測を開始してください] 画面が
表示されたら、血圧計の電源を入れて、
血圧測定を行います。

３

[Welbyマイカルテ] の タブバーにある
[機器連携] をタップします。１

リストから [A＆D血圧計 UA-651BLE] を
タップします。２

タップ

タップ

2回目以降の方



[機器連携データ] が表示されますので [OK] 
をタップします。４

ご不明な点がございましたら、
Welbyカスタマーサポートまでお問い合わせください。

2回目以降の方

タップ

【お問い合わせ】

Welby（ウェルビー）カスタマーサポート

電話：0120-095-655（受付時間 平日10:00～17:30）

メール：support@welby.jp


