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商品検索

商品・サービス（法人）

体組成計

身長計付き体組成計

体重計

福祉体重計

ベビースケール

運動機能分析装置

厨房・作業用スケール

温湿度計・コンディショ
ンセンサー

アルコール検知器

残留塩素計

オプション・消耗品

医療機器

血圧計

生産終了品

生産終了品(個人･法人)

希望小売価格：￥700,000（税抜）

業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポータブルタイプ

体組成分析を4C法で最適化
個人差にも対応した高精度の体組成計

・小児・高齢者・スポーツ選手のような特異な体格も誤差なく測定
できる高精度モデル。
・体組成を分析する技術の中で特に精度の高い方法といわれる4C
法を採用。
・多周波数で精度の高い測定。

四肢骨格筋量、全身および四肢の筋肉量評
価指数を算出

使いやすさにこだわったスマート設計

・測定結果の印刷はPictBridge対応A4プリンターと専用感熱式
（サーマル）プリンターの2タイプから選択。
・SDメモリーカードにデータ保存ができる。 ・電源ONで瞬時に
起動、測定から結果表示まで約15秒。
・USBポート、RS-232Cシリアルポートを標準装備、PCと接続し
てデータ管理が可能。

持ち運びできるポータブルタイプ

・約11kgの軽量ボディ、ハンドル付きで簡単に持ち運びできる。
・測定台、表示器、グリップ部がセパレートなので、測定シーンに
合わせた設置が可能。
・使用シーンに合わせてセルフモードとスタッフモードが選べ、被
測定者自身が測定したり、スタッフによる測定も対応可能。

「データ管理アプリケーションソフトGet 
In Shape(ゲット･イン･シェイプ) NV-
190」に対応

・表やグラフを用いて、測定結果をわかりやすく表示します。
・定期的に測定する場合は会員データを登録すると、MC-780シ
リーズからのプロフィール入力が不要になります。
・PCで測定結果を個人別に管理するので、データの分析や加工も
自由自在です。
・登録人数最大10,000人までOK！

体重証明用に使用可能

※プリンターは別売りです。
※「データ管理アプリケーションソフトGet In Shape(ゲット･イン･シェイプ) 
NV-190」は別売りです。 ※SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカード
（32GBまで）互換、SDXCメモリーカードはご利用できません。
※SD、SDHCおよびSDXCはSDアソシエーションの商標です。
※PictBridge対応プリンタの一部でも非対応機種があります。対応機種詳細に
ついてはお問い合わせください。

業務用マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポータブルタイプ （ホワイト） 

▼基本情報 |▼仕様
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※PictBridgeはCIPA（Camera & Imaging Products Association）の商標で
す。

カタログPDF

関連資料

取扱説明書お問い合わせはこちら

カラー

ダークグレー ホワイト

ツイート

仕様

精度等級 3級

ひょう量（最大計
量）

270 kg（風袋量を含む）

インピーダンス：測
定方法

マルチ周波数BIA法

インピーダンス：測
定周波数

5 kHz / 50 kHz / 250 kHz

インピーダンス：測
定電流

90μA以下（JIS医用電機規格：JIS0601-1に準拠）

インピーダンス：電
極材質

脚部：ステンレス / 手部：ABSメッキ

インピーダンス：測
定部位

全身 / 右腕 / 左腕 / 右脚 / 左脚

インピーダンス：測
定範囲

75.0 Ω ～ 1500.0 Ω

出力項目：基礎代謝
量

1～9999kcal（1kcal単位）

出力項目：体重 0.0 kg ～ 270.0 kg （0.1 kg 単位）

出力項目：体脂肪率 0.1 ％ 単位

出力項目：脂肪量 0.1 kg 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：除脂肪量 0.1 kg 単位

出力項目：筋肉量 0.1 kg 単位

出力項目：体水分率 0.1 ％ 単位　※この項目は表示・出力のみです

出力項目：推定骨量 0.1 kg 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：
BodyMassIndex

0.1 単位

出力項目：アスリー
ト指数

20～120（1単位）※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：内臓脂肪
レベル

1～59レベル

いいね！ 0



（ダークグレー）

業務用マルチ周波数体
組成計 MC-780A-N 
ポールタイプ

（ホワイト）
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業務用マルチ周波数体
組成計 MC-780A-N 
ポータブルタイプ

出力項目：MM/BW 0.01 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：体型判定 45段階　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：部位筋肉
量

0.1 kg 単位

出力項目：部位筋肉
量評価

-4～+4

出力項目：部位脂肪
率

0.1 ％ 単位

出力項目：部位脂肪
率評価

-4～+4

出力項目：四肢骨格
筋量

0.1 kg 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：SMI 0.01 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：
ASM/BW

0.01 単位　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：筋肉左右
バランスチェック

※この項目は印刷のみです

出力項目：脚部筋肉
量点数

50～150　※この項目は印刷・出力のみです

出力項目：インピー
ダンス

0.1 Ω 単位

入力項目：プリセッ
ト風袋量（着衣量）

0.0～10.0kg（0.1kg単位）

電源
100V AC (50/60Hz)
ACアダプター（DC12V 3A）

消費電流 0.5A 以下

主な材質 ABS、アルミニウム、鉄

主な付属品
取扱説明書、テクニカルノート、持ち運びガイド、保護カバー、グリップホルダーカバー、ACアダプター、電
源コード、SDメモリーカード、専用印刷台紙（200枚）、測定結果解説ポスター、PictBridgeプリンタ専用
USBケーブル、保証書

JANコード 4904785055223

商品寸法 幅 380mm ×  高さ 181mm ×  奥行 656mm 

本体質量 約 11.1kg

個装箱寸法 幅 780mm ×  高さ 250mm ×  奥行 530mm 

個装箱質量 約 16.0kg

製造国 日本

この商品のバリエーション

この商品のオプション


