
中面　左

新型コロナウイルスや
　感染症などの一次検査に

複数人を同時検温するなら…

AIカメラで人の顔を認識し、瞬時に表面温度を表示可能。
非接触なのでより安心です。

AI搭載でより効率的な1次検査を実現
タレット型サーマルカメラ
DS-2TD1217B-3/PA

■ AI搭載カメラで人の顔を的確に検査
■ 使用環境により最大20人まで計測
■ 規定温度以上検知でアラーム＊発出
■ 外部モニターで確認・録画可能

・PCやモニターの大きな画面で確認
・発見が漏れた時でも、録画映像で検証可能
・複数カメラのライブ映像を一度に表示

【三脚使用時】

＋
SSD内蔵

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ
パソコン

＋

【動作システム】

＋
PoEハブ

＊電源、LAN ケーブル、三脚等の周辺備品が別途必要

＊アラーム機能︓カメラからフラッシュ・音声　NVRから警告音

◀規定温度以上の人の顔を
　赤フレームと温度で表示

動いている対象の
検知結果が
わかりやすい

運用方法

設置方法

測定可能温度

温度計測誤差

測定距離

検知可能人数

同時計測

備考

顔画像登録数

カメラを三脚で設置し、パソコンで確認 / 接点出力機能・フラッシュライト機能搭載

壁面固定・三脚設置（三脚の利用を推奨 /1.5 ～1.8ｍの高さへ設置を推奨）

30℃～ 45℃　

±0.5℃

1～ 3ｍ（推奨）

最大 20 人　※ 顔を検知して温度測定

○

レコーダーと接続し録画保存可能 / マスク未着用時のアラーム設定可能

－

使用イメージ
動画はこちら

▼

タレット型

■被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。　■測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。　■着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
※体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。　※精度向上のため、三脚の利用を推奨いたします。　※防塵防水等級：IP65( 精度維持のため、屋内使用を推奨 )

ご注意 「サーモグラフィ」は物体の温度分布を表示する装置です。
医療器具ではございません。

※大量在庫保有中！ １台から・大口でもご提供可能！ レンタル可 長期リース：4,500円/月～ ※三脚・金具込み

中面　左

新型コロナウイルスや
　感染症などの一次検査に

複数人を同時検温するなら…

AIカメラで人の顔を認識し、瞬時に表面温度を表示可能。
非接触なのでより安心です。

AI搭載でより効率的な1次検査を実現
タレット型サーマルカメラ
DS-2TD1217B-3/PA

■ AI搭載カメラで人の顔を的確に検査
■ 使用環境により最大20人まで計測
■ 規定温度以上検知でアラーム＊発出
■ 外部モニターで確認・録画可能

・PCやモニターの大きな画面で確認
・発見が漏れた時でも、録画映像で検証可能
・複数カメラのライブ映像を一度に表示

【三脚使用時】

＋
SSD内蔵

ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ
パソコン

＋

【動作システム】

＋
PoEハブ

＊電源、LAN ケーブル、三脚等の周辺備品が別途必要

＊アラーム機能︓カメラからフラッシュ・音声　NVRから警告音

◀規定温度以上の人の顔を
　赤フレームと温度で表示

動いている対象の
検知結果が
わかりやすい

運用方法

設置方法

測定可能温度

温度計測誤差

測定距離

検知可能人数

同時計測

備考

顔画像登録数

カメラを三脚で設置し、パソコンで確認 / 接点出力機能・フラッシュライト機能搭載

壁面固定・三脚設置（三脚の利用を推奨 /1.5 ～1.8ｍの高さへ設置を推奨）

30℃～ 45℃　

±0.5℃

1～ 3ｍ（推奨）

最大 20 人　※ 顔を検知して温度測定

○

レコーダーと接続し録画保存可能 / マスク未着用時のアラーム設定可能

－

使用イメージ
動画はこちら

▼

タレット型

■被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。　■測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。　■着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
※体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。　※精度向上のため、三脚の利用を推奨いたします。　※防塵防水等級：IP65( 精度維持のため、屋内使用を推奨 )

ご注意 「サーモグラフィ」は物体の温度分布を表示する装置です。
医療器具ではございません。

※大量在庫保有中！ １台から・大口でもご提供可能！ レンタル可 長期リース：4,500円/月～ ※三脚・金具込み

中面　中央

■ 体表面温度測定と同時に顔認証が可能
■ 音声によるマスク着用警告

■ 非接触なのでより安心
■ 検査対象の一時停止不要
■ 電源を入れるだけの簡単操作
■ 三脚使用で置き型にも

マスク未着用時の
アラームが
設定できる

検温&顔認証するなら…

体表面温度計測機能付き顔認証リーダー
顔認証リーダー型サーマルカメラ
DS-K1TA70MI-T

マスク未着用時のマスク未着用時のマスク未着用時の

顔認証リーダー型サーマルカメラ

温度検知精度

±0.5℃
高精度・ハイスピードの
　異常検知

温度検知の誤差 ±0.5℃を実現。ハイスピードの温度検知のため、
入室時に人の流れも止めません。異常検知時はアラートにお知らせ
するため、離れた場用からも異常を察知できます。

圧倒的な
　コストメリット

温度測定にかかる人員を大幅削減。長引く感染症リスクに安心の
プランを実現。

卓上金具（オプション）
DS-DM0701BL

ビデオインターフォン（オプション）
DS-KC001

運用方法

設置方法

測定可能温度

温度計測誤差

測定距離

検知可能人数

同時計測

備考

顔画像登録数

壁面取付設置、電気･モーター錠と接続可能 /卓上金具（オプション）より卓上で独立して使用可能

壁面固定・卓上設置 ※卓上金具オプション

30℃～ 45℃　

±0.5℃

0.3 ～ 2m（推奨）

1人　※ 顔を検知して温度測定

×

マスク未着用時のアラーム設定可能

50,000 件

■被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。　■測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。　■着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
※体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。　※精度向上のため、三脚の利用を推奨いたします。　※防塵防水等級：IP65( 精度維持のため、屋内使用を推奨 )

長期リース：3,350円/月～ ※ビデオインターホン、卓上金具込み※大量在庫保有中！ １台から・大口でもご提供可能！ レンタル可

中面　中央

■ 体表面温度測定と同時に顔認証が可能
■ 音声によるマスク着用警告

■ 非接触なのでより安心
■ 検査対象の一時停止不要
■ 電源を入れるだけの簡単操作
■ 三脚使用で置き型にも

マスク未着用時の
アラームが
設定できる

検温&顔認証するなら…

体表面温度計測機能付き顔認証リーダー
顔認証リーダー型サーマルカメラ
DS-K1TA70MI-T

温度検知精度

±0.5℃
高精度・ハイスピードの
　異常検知

温度検知の誤差 ±0.5℃を実現。ハイスピードの温度検知のため、
入室時に人の流れも止めません。異常検知時はアラートにお知らせ
するため、離れた場用からも異常を察知できます。

圧倒的な
　コストメリット

温度測定にかかる人員を大幅削減。長引く感染症リスクに安心の
プランを実現。

卓上金具（オプション）
DS-DM0701BL

ビデオインターフォン（オプション）
DS-KC001

運用方法

設置方法

測定可能温度

温度計測誤差

測定距離

検知可能人数

同時計測

備考

顔画像登録数

壁面取付設置、電気･モーター錠と接続可能 /卓上金具（オプション）より卓上で独立して使用可能

壁面固定・卓上設置 ※卓上金具オプション

30℃～ 45℃　

±0.5℃

0.3 ～ 2m（推奨）

1人　※ 顔を検知して温度測定

×

マスク未着用時のアラーム設定可能

50,000 件

■被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。　■測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。　■着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
※体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。　※精度向上のため、三脚の利用を推奨いたします。　※防塵防水等級：IP65( 精度維持のため、屋内使用を推奨 )

長期リース：3,350円/月～ ※ビデオインターホン、卓上金具込み※大量在庫保有中！ １台から・大口でもご提供可能！ レンタル可

中面　右

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。　❶これら商品に関連して直
接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。　❷誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。　❸商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。　❹商品の故障・
不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。　❺第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。　❻監視映像及び録画映像が何らかの理由により公
となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。　❼登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。　❽設置運用後、当該施設利用者の感染者発症・発熱。

免責事項

■ 非接触なのでより安心
■ 検査対象の一時停止不要
■ 電源を入れるだけの簡単操作
■ 三脚使用で置き型にも

体表面温度が
一目でわかる

バッテリー内蔵でフレキシブルに使うなら…

ハンディ型サーマルカメラ
DS-2TP31B-3AUF

7
7

温度測定にかかる人員を大幅削減。長引く感染症リスクに安心の
プランを実現。

簡単・スピーディーに
　導入可能

設置のための工事不要。組み立ても簡単で商品到着後すぐに
利用可能です。

インフルエンザや新型感染症の集団一次検査に最適！

運用方法

設置方法

測定可能温度

温度計測誤差

測定距離

検知可能人数

同時計測

備考

顔画像登録数

カメラを持ち、内蔵液晶モニタで確認／内蔵バッテリー駆動でスタンドアロン運用が可能

手持ち・三脚設置（精度向上のため、三脚の利用を推奨）

30℃～45℃　

±0.5℃

1ｍ程度（推奨）

1人

×

赤のトリガーで画面のスクリーンショットを保存可能

－ ハンディ型

使用イメージ
動画はこちら

▼

規定温度以上の人の顔を赤フレームと温度で表示サーチ機能
温度をリアルタイム表示サーモグラフィ機能

三脚（オプション）三脚（オプション）

インフルエンザや新型感染症の集団一次検査に最適！

※大量在庫保有中！ １台から・大口でもご提供可能！ 長期リース：2,200円/月～ ※本体のみレンタル可


