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1. ご購入ありがとうございます
この度は、高精度で堅牢なデジタルフ
ラットスケール seca 878 をご購入いた   
だきまして、誠にありがとうございま
す。
170 年以上にわたる歴史をもって健康に 
貢献する seca 社は、世界各国において医
療用 測定器のトップメーカーとして、計 
量と測定の分野に革新的な発展をもた
らし、新しいスタンダードを推進して参
りました。

デジタルフラットスケール seca 878 は、 
国家検定を取得しており、医療施設等で
の取引証明にご使用いただくことが出
来ます。
seca 878 は最大計量 200 kg まで測定出  
来、特別な機能として「2 in 1 機能」が  
付いています。この機能は測定の難しい
乳児や幼児の体重をお母さんの腕に抱
いたまま測定できる便利な機能です。

2. 安全にご使用いただくために
本機器をご使用になる前に、必ず下記の安全性についての注意事項をお読みくださ
い。
• 取扱い説明書の項目にご注意くださ

い。
• 取扱い説明書はなくさないよう保管

してください。
• 指定されたタイプの乾電池のみを使

用してください ( 8 ページの「電池交
換」を参照）。

• 付属の電源装置によって体重計を使
用する時、配線コードがつまづきや
引っ掛かりの原因とならないように
注意を払ってください。

• 体重計を落下させたり、激しく衝突
させたりしないでください。

• ディスプレイを踏まないでください。
ディスプレイが破損することがあり
ます。ラバーマットの付いた計量台
以外の場所に乗らないでください。

• 修理は必ず専門の資格をもった担当
者に依頼してください。

• 保守と再検定を規則的に実施してく
ださい (8 ページの「保守／再検定」
を参照 )。

3. ご使用の前に
製品を開包する
体重計は完全に組み立てられた状態で納品されます。
‒ 梱包から取り出した体重計を、安定し

た平らな床の上に置いてください。
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電力供給
体重計の電力供給は、バッテリーまたは電源装置を通じて行われます。
液晶画面ディスプレイは電力消費が少なく、一組の電池で約 1000 回の測定が可能で 
す。ディスプレイに 、または bAtt が表示された場合は、乾電池を交換して   
ください。単三形乾電池 1.5 V が 6 本必要です。
‒ 体重計を底面が上になるように慎重に

ひっくり返して、図のようにに置いてく
ださい。

‒ 電池収納ボックスカバーのロックをカ
バーの方に押し寄せて、電池収納ボック
スを開けます。

‒ 同梱の電池を電池収納ボックスにセット
します。

+極と-極を間違わないようにご注意くださ
い。

‒ カバーを閉じます。
‒ 続いて体重計を再びひっくり返します。
‒ オン / オフスイッチを「ON」の位置に

切り換えて電源供給を開始します。

電源装置の接続用差込みは体重計の底側
にあります。

電源装置は、乾電池を入れたままの状態
でも、体重計や乾電池を損傷することな
く使用できます。

電源装置の差込み

オン / オフスイッチ

体重計の底側 電源装置のプラグ
878 型 3J



体重計を設置して水平に調整する
‒ 体重計を安定した床の上に置いてく

ださい。
‒ 脚部ネジを回して体重計を水平に調

整します。水準器の気泡が円の中心に
なるように調整してください。体重計
は４ 個の脚部で水平に床に置かれて 
いなければなりません。

‒ 体重計が他の物に触れていないこと
を確認してください。

重要 !

体重計床面の水平調整は、体重計の設置
位置を変えるたびに確認し、必要に応じ
て修正してください。

4. 操作
操作方法と表示

正しい体重測定
‒ 体重計に何も乗っていない状態で
startボタンを押します。 
ディスプレイに se(A、 8.8.8.8.8.、 0.0が  
順番に表示されます。その後、体重計
は自動的に 0.0 にセットされ、使用準
備が整います。

‒ 測定する方が体重計に乗り、数値がば
らつかないように静かに立ちます。

水準器

hold/2 in 1 ボタン start ボタン オン /オフスイッチ
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‒ ディスプレイに表示されている体重
測定結果を読み取ります。

‒ 体重計に 200 kg を超える重さがかか 
ると、ディスプレイに ST0Pが現れま 
す。

‒ 体重計のスイッチをオフにするには、
もう一度 startボタンを押します。

自動スイッチオフ /節電モード
体重測定が実行されない状態が一定時間続くと体重計はスイッチがオフになります。
通常の体重測定モード： 約 3 分後
2 in 1 機能がオン状態： 約 2 分後

2 in 1 機能
2 in 1 機能を使えば、乳児および幼児の体重をお母さんや看護師と一緒に腕に抱かれ  
た状態で量ることが出来ます。以下の手順で行います。
‒ 体重計に何も乗っていない状態で
startボタンを押します。

‒ 0.0 の表示が現れるまで待ちます。
‒ 子供を抱かずに自分だけで体重計に

乗ってください。デジタル表示に現れ
ている体重測定結果を読み取ること
ができます。

‒ 2 in 1 ボタンを長押しして 2 in 1 機能    
をオンにします。.
体重計は自分の体重を保存し、ディス
プレイは再び 0.0 にセットされます。
ディスプレイには 0.0が表示され、NET 
のランプが点灯します。

‒ ここで子供と一緒に体重計に乗って
ください。子供を抱くために自分が一
時的に体重計から降りても構いませ
ん。その場合、ディスプレイに ----
が現れます。
体重計は子供の体重を測定します。値
が約 3 秒間安定すると測定値が固定さ
れます。それによって、測定値が子供
の動きでぶれるのを防ぎます。

 HOLD と NET が表示に現れます。

2 in 1 機能を使用している間は、自分の  
体重を差し引いている方が必ず差し引く
前と衣服等を同じ条件にして乗ってくだ
さい。

2 in 1 機能は次に挙げるアクションが行われるまでオンの状態が続きます。
‒ 2 in 1ボタンを押す（総重量が表示されます）
‒ 体重計のスイッチが自動でオフになる

kg St0p

kg 0.0

2 in 1 ボタン

kg 6.5 
HOLD NET
878 型 5J



測定値の保持（HOLD）
この機能により、測定された体重値は体重計から降りた後も表示されたままで保持さ
れます。この機能により、まず患者の介護をすませてから体重を記録することができ
ます。 
‒ 測定中にholdキーを軽く押してくださ

い。

ディスプレイにHOLD( 保持) が現れます。  
保持機能が自動的に切れるまで（バッテ
リー動作の場合） 、測定値が表示されて 
います。 
！のついた三角形は、保持された測定値
が検定の対象外の追加機能であることを
表しています。
‒ holdキーをもう一度押すと、保持機能

を取消すことができます。
ディスプレイには、体重計が使われてい
ない場合は 0.0、または現在の測定数値が
表示されます。HOLD( 保持 ) の表示は消  
去します。

5. クリーニングと手入れ
測定器を必要に応じて、中性洗剤か市販の消毒剤で拭いてください。 メーカーの注意 
事項を守ってください。

hold ボタン

kg 6.5
HOLD

hold ボタン
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6. こんなときはどうする？
... 体重がかかっていても体重が表示されない。
‒ 体重計のスイッチはオンになっていますか？
‒ ON-OFFスイッチは「ON」の位置に来ていますか？
‒ 乾電池を調べてみてください。
‒ 電源装置のコンセントは、体重計に正しく接続されていますか ?
... 体重計のスイッチがオンになっている。例えば移動時などに。
‒ 移動時等は体重計の主電源を「OFF」にしてください。
... 移動後または電池交換後、体重値が体重計の表示に現れない。
‒ 体重計を再度スタートさせてください。再スタート後、体重計は再び正常に作動し

ます。
... 体重測定の前に 0.0が表示されない。
‒ 体重計を再度スタートさせてください - そのとき体重計に何も触れていないこと  

を確認してください。
... 体重測定の前に 0.0ではなく、 - - - - が表示される。
‒ 体重計を再度スタートさせてください - そのとき体重計に何も触れていないこと  

を確認してください。
... 特定のセグメントが常に点灯している。あるいはまったく点灯しない。
‒ 該当する箇所に何らかの故障がある。テクニカルサービスにお知らせください。
...   という表示が現れる。
‒ 電池の電力が弱くなっています。乾電池を交換してください。
... bAttという表示が現れる。
‒ 電池が切れています。新しい乾電池を入れてください。
...  St0pという表示が現れる。
‒ 最大計測可能限度を超えています。
... 表示が点滅する。
‒ 体重計に負荷がかからないようにして、0.0が表示されるまで待ち、再度体重を測

定してください。
... Erという表示と数字が現れる。
‒ 自動でスイッチがオフになった後、体重計を再度スタートさせてください。再ス

タート後、体重計は再び正常に作動します。 
これ以外の場合には、直ちに ON-OFF スイッチで体重計をオフにして、電力供給
を遮断してください。このようにしても何も起こらない場合には、テクニカルサー
ビスにお知らせください。
878 型 7J



7. 保守／再検定
国内の法規と基準に従って再検定を実施するようにしてください。 保守と再検定は、 
専門の資格のある担当員によってのみ実施されなければなりません。 一つまたは複数 
のシーリングラベルに損傷がある場合、毎回必ず再検定を行ってください。最寄の代
理店、または seca 社テクニカルサービスにご連絡ください。

電池交換
ディスプレイに もしくは bAttと表示されたときには、電池を交換してくださ
い。6 本の単三乾電池（1.5 V）が必要です。
‒ 体重計を静かに裏返し、体重計の底に手

が届くようにします。
‒ 電池収納ボックスカバーのロックをカ

バーの方に押し寄せて、電池収納ボック
スを開けます。

‒ 消耗した乾電池を取り出し、新しいもの
を入れます。

+極と-極を間違わないようにご注意くださ
い。

‒ カバーを閉じます。
‒ 続いて体重計を再びひっくり返します。

8. 技術データ
最大計測可能限度 200 kg
最少秤量 1 kg
目盛りの細かさ
0 ～ 100 kg 100 g
100 kg ～ 200 kg 200 g
精度
1 ～ 5 kg ±50 g
5 kg ～ 20 kg ±100 g
20 kg ～ 100 kg ±150 g
100 kg ～ 200 kg ±300 g
数字の大きさ 20 mm
EN 60 601-1:
電子医療機器（タイプ B）（ヨーロッパ内）
保護絶縁された装置、 
保護クラス II　（ヨーロッパ内）
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外形寸法
幅： 321 mm 
高さ： 60 mm  
奥行： 360 mm
自重量 約 4.0 kg
温度範囲 +10 °C ～ +40 °C
2009/23/EC 基準による検定 第 IIII 級
93/42/EWG (EC 医療機器基準 ) による 
医療機器製品 第 I 級（ヨーロッパ内）
型式承認番号 D085 号 （日本国内）
電池 乾電池単三形 1.5 V ６ 本 

電源ユニット

9. 取替え部品と付属品
電力供給
この型に対応する電源装置 seca 400 
スイッチモード 電源装置 100 ～ 240 V ~ / 
50 ～ 60 Hz / 12 V= / 0.5 A 注文番号 68-32-10-265 
注意 !
必ず、9 V、または 12 V 出力電圧調整の seca 社製電源装置をご使用ください。市販の   
電源装置の電圧は表示された電圧よりも高い場合があり、体重計に損害をもたらすこ
とがあります。

追加の付属品
移動用バッグ 421 注文番号 421 00 00 009 

10.廃棄処分
装置の廃棄処分

この装置は家庭ゴミで廃棄しな
いでください。この装置は、電
子機器廃棄物として適切に廃棄

してください。各国の規定を遵守してく
ださい。その他の情報は、こちらにお問
い合わせください。 
service@seca.com

乾電池
使えなくなった乾電池を家庭ごみに混
入させないでください。乾電池はお近く
の回収場所を通じて廃棄されます。新し
くお買い物目になる際は、水銀（Hg）、
カドミウム（Cd）、鉛（Pb）を含有しな
い有害物質の使用を抑制した乾電池を
選んでください。
878 型 9J
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11.保証について
資材や製造時の不具合が原因とされる
欠陥については、納品日より 1 年間の保
証期間が適用されます。ただし、電池、
ケーブル、電源ユニット、充電電池と
いった可動部品はすべて保証対象外と
なります。保証の対象となる不具合は、
ご購入時の領収書を提示していただけ
ば無償で修理いたします。これ以外の請
求は保証対象となりません。本装置がお
客様のご住所とは別の場所にある場合、
往復の運送費はお客様のご負担になり
ます。運搬中の損害で保証を請求するこ
とができるのは、運搬に純正の梱包一式

を使用し、その梱包中で本機器が発送時
と同じ梱包状態で保護され、固定されて
いた場合のみです。そのため、すべての
梱包材を保管しておいてください。
seca社から明示的に認可されていない人
が本装置を開けた場合、保証は失効しま
す。
国外にお住まいのお客様につきまして
は、保証は各国の販売店へ直接お問い合
わせいただきますようお願いいたしま
す。 

seca 株式会社
〒 262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町 94-2
電話 :043-216-0850( 代表 )
ファックス :043-216-0851

seca corporation
94-2 Sankakucho, Hanamigawaku,
Chiba City, Chiba, 262-0011 Japan
Tel.:+81 (0) 43 21 60 85 0
Fax:+81 (0) 43 21 60 85 1
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