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「健康管理」「健康管理」
使いかたガイド

本機と体組成計インナースキャン「BC-505」を無線で接続して、測定したデータを画面にわかりやすく表示。
グラフに切り換えれば日々のからだの変化が一目でわかります。
4人まで登録でき、それぞれ別に表示できます。

BC-505と本機の距離は5m以内で、互いに直線で見通せるところでご使用ください。
間に障害物があると使用距離が短くなったり通信ができなくなったりすることがあります。間に人や動物がいても使用距離が短くなるこ
とがあります。使用距離は、通信を干渉する機器があったり、建物の構造などによっても短くなることがあります。使用範囲は、BC-505
の状態にもよりますので、上記数値を保証するものではありません。
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準備
本機とBC-505を無線（Bluetooth®）で通信できるようにします。（ユーザー登録）
BC-505に同梱の「はじめにお読みください」裏面「インナースキャンBC-505の設定・登録とペアリング設定、
デバイス登録」のインナースキャンBC-505の操作部分をご覧になりながら設定してください。

BC-505の「地域とカレンダーの設定」を行った後、
「個人データの登録」を行う3

■「体組成計が見つかりませんでした。」と表示されるときは、
●BC-505の「個人データの登録」をはじめから行う。
●本機とBC-505を近づける。
離れているとうまく通信できない場合があります。

を行い、　で「はい」を選んで　　を押し再度探索する。
それでも登録が完了しないときは　　　をご覧ください。

4 　  を押す
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1 リモコンの　　　  を押してメニューを表示し、
　　　 と　　で「設定」→「通信設定」→「健康機器設定」→
「体組成計連携」の順に選んでから「入」を選び、　 を押す

2 　　で「体組成計ユーザー登録」を選び、　 を押す
●BC-505の探索を開始します。

●BC-505の操作はBC-505の取扱説明書をご覧ください。
●無線接続（ペアリング）に成功し、BC-505の「個人データの登録」が完了
すると、右の画面が表示されます。

ユーザー登録を完了しました。
体組成計で測定する前に、体組成計の時刻が
正しく設定されていることを確認してください。

■ 別のユーザーを登録するときは、上記の手順　　～　　を行ってください。42

●BC-505と本機の無線接続に成功したあとに、BC-505
または本機、その両方を移動すると通信ができなくな
る可能性がありますので、設置場所の移動にはお気を
つけください。
●本機の主電源は「切」にしないようにしてください。
データが受信できなくなります。
●BC-505での測定の前に、BC-505の時刻が正しく設定
がされていることを確認してください。
時計が合っていないとグラフで正しく表示できません。

●元の画面に戻ります。
●準備が終わると、その後はBC-505で測定を行うとその測定
データが本機へ送信されます。本機が映っているときは、
データを受信すると　　マークが画面の右下に表示されます。
BC-505の個人番号と同じ番号のユーザーのデータとして保存
されます。

●入力を「Bluetooth」に切り換え、音楽再生などをしていると
きは、BC-505とテレビが通信できないため測定データはテレ
ビに送信されません。次に測定するとき、またはBC-505の個
人ボタンを押し、その後、送信ボタンを押すと送信されます。

　　　　　　　

体組成計が見つかりませんでした。
体組成計を通信可能な状態にし、再度探索してください。
再度探索を開始してもよろしいですか？
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困ったときは

BC-505とテレビの組み合わせ（ペアリング）を解消する
別のBC-505 からのデータを受信するようにしたいときなど、テレビに改めてBC-505 を探索させたいとき。

1
2 　　　 と　　で
「設定」→「通信設定」→「健康機器設定」→「ペアリング解消」の順に選び、
メッセージ画面が表示されたら、　　 で「はい」を選んで　　を押す

リモコンの　　　  を押してメニューを表示する

●●新しいBC-505を登録してもBC-505の同じ個人ボタンを選択していれば、同じユーザーとして登録さ
れるので測定データはそのまま継続されます。ユーザー登録は未使用のユーザーを除いてそれぞれ行う
必要があります。一括登録はできません。

●表示させたいときは「入」を選びます。

「受信した測定データの日
付が、登録済みデータから1
か月以上離れています。」と
表示される。

－

1

－

 ● そのまま登録できますが、未来のデータを登録すると、その日を基準として2年以上過
去のデータは消去されますのでご注意ください。
 ● BC-505の設定時刻が合っていません。BC-505の「地域とカレンダーの設定」を行っ
てください。
 ● 既に2年分近くのデータが登録されている場合、既に登録されたデータの最新日付と
登録しようとしているデータの日付が大きくずれているとそのズレ分だけ登録済み
データが削除されることがあります。

「体組成計が見つかりませ
んでした。」と表示され、再度
探索しても見つからない。

－

－

 ● BC-505と本機の距離は5m以内で、互いに見通しがよいでしょうか。壁や扉で隔てら
れていたり、間に障害物があったりすると通信できないことがあります。BC-505と本
機の距離を近づけてユーザー登録を行ってみてください。

 ● インナースキャンBC-505と本機が同時に探索していますか。BC-505「通信設定をす
る」でYESを選んで決定した直後に本機で再度探索を開始してください。

テレビのBluetooth入力使
用中にBC-505を使うと、音
が途切れる。

1 ● BC-505がテレビと通信しようとしています。Bluetooth入力を使用中、テレビ
はデータを受信できないので後でデータ送信を行いましょう。BC-505の個人ボタ
ンを押し、その後、送信ボタンを押すと未送信データ（最大8回分まで）が送信され
ます。測定し直すことでも未送信のデータが送信されます。

このようなときは… ここをお調べください 参照ページ

データ受信アイコン　　を画面に表示しないようにする
BC-505 からデータを受信したとき画面の右下に表示されるアイコンを表示しないようにします。

1
2 　　　 と　　で
「設定」→「通信設定」→「健康機器設定」→「データ受信通知」の順に選び、
「切」で　　を押す

リモコンの　　　  を押してメニューを表示する

●The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Mitsubishi Electric Corporation is under license.
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ユーザー登録を削除する
登録したユーザーを削除します。テレビに取り込んだ測定データも消えますのでご注意ください。

1

●●パスワードは数字で4文字です。
●次に健康管理画面を表示するときからパスワードの入力が必要に
なります。

※パスワードを忘れるとそのユーザーの健康管理画面は開けなくなります。
ユーザーを一旦削除して（ユーザー登録の削除）、再度登録することになります。それまでのデータをすべて消すことになります
ので、パスワードはメモをする等忘れないようにしてください。

■ パスワードを変更するには
①パスワードを入力してパスワードを変更したいユーザーの
健康管理画面を表示する。

②「サブメニュー」→「パスワード設定」→「設定・変更」→
　　 ～　　 で新しいパスワードを入力する。

■ パスワードを解除するには
①パスワードを入力してパスワードを解除したいユーザーの健康管理画面を表示する。
②「サブメニュー」→「パスワード設定」→「解除」の順に選ぶ。

●次に健康管理画面を表示するときからパスワードはいりません。

自分しかグラフを見られないようにする

1 パスワードを設定したいユーザーの健康管理画面を表示する

2 「サブメニュー」→「パスワード設定」→
「設定・変更」→　　 ～　　 でパスワードを
入力し、　を押す

ユーザーを選んで健康管理画面を表示するときにパスワードを入力するようにできます。

2 　　　 と　　で
「設定」→「通信設定」→「健康機器設定」→「ユーザー情報削除」の順に選ぶ

3 　　　 で削除したいユーザーを選び、　 を押す

リモコンの　　　  を押してメニューを表示する

4 メッセージ画面が表示されたら、　　 で「はい」を選び、　  を押す

ユーザーアイコンを設定する

1 健康管理画面を表示しているときに

「サブメニュー」→「ユーザーアイコン設定」

ユーザーごとにユーザーアイコンが設定できます。

ユーザーアイコン一覧が表示されるので、　　　　　　で選んで　  を押します。

体組成情報、体重・体脂肪率のどちらの画面でも設定・変更することができます。

体組成情報、体重・体脂肪率のどちらの画面でも設定・変更することができます。

パスワードを変更します。
数字ボタンで４桁の新しいパスワードを入力してください。

パスワードを設定します。
数字ボタンで４桁のパスワードを入力してください。

メモアイコン追加
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体重

日付

体重
（kg）

体重

健康管理状態についてのアイコンを表から選んで画面に表示することができます。
その日の管理状態を大まかに知ることができます。

BC-505で測定したデータを表示する
1 リモコンの　　　を押してサブメニューを表示する

2 　　　 と　　で「健康管理」を選び、
登録したユーザーを選ぶ
●●健康管理画面の最新の登録データによる体組成
情報が表示されます。

■ グラフに表示する期間は、
4週間と3か月とで切り換えられます。
グラフに青い縦線で表示される日付のデータ
がグラフ上部に表示されます。日付は　　　
で移動します。最新の日付に移動するには
　　を押します。
表示している期間を前後に移動させるには　　、
　　　を押します。4週間表示の場合は1週間
分、3か月表示の場合は1か月分移動します。

　  で体重・体脂肪率画面に切り換わります。
　  で体組成情報画面に切り換わります。

■ 別のユーザーの画面を表示するときは、
　　押し、　　　  で表示したいユーザーを選
んで　  を押します。
体組成情報、体重・体脂肪率のどちらの画面で
も切り換えることができます。

目標値を設定する

1 体重・体脂肪率画面を表示しているときに

「サブメニュー」→「体重目標値設定」

グラフ上に目標体重を表示することができます。

数字ボタンで目標体重を入力し　  を押します。
数字を消すには　　を押します。
●左側の整数枠は3桁で入力してください。例えば53と入力するときは「053」と入力します。
●目標値を示す線がグラフに表示されます。
●目標値より体重が少なくなると画面に目標達成アイコンが表示されます。
●体脂肪率の目標値設定はありません。

日付ごとにメモアイコンを追加する

1 体重・体脂肪率画面を表示しているときに

「サブメニュー」→「メモアイコン追加」
メモアイコン一覧が表示されるので、　　　　　　で選んで　  を押します。
●メモアイコンは何度でも変更できます。

ユーザーアイコン
体組成情報画面

体重・体脂肪率画面

1日の間に何度も測定したときは最新のデータが保存さ
れ、表示されます。
データは2年分保持できます。2年を超えると一番古い
データが消去され、新しいデータが保存されます。データ
を個別に消したり、まとめて消したりすることはできません。全データを消すにはユーザー登録の削除　　　を行います。
体重と体脂肪率の目盛と表示範囲は自動で設定されます。変更はできません。

お知らせ
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できます。

3」と入力します。

。

メモアイコン追加

目標達成アイコンメモアイコン


