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おおいた産医療関連機器導入推進事業対象製品
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医 療 関 連 機 器 等

製 品 ガ イ ド

機器導入に要する
レンタル料・リース料・

購入にかかる経費の一部を
支援します！

50万円以内
１施設あたり上限

1/2以内
補助率



お申込み方法や事業の詳細は、別紙および大分県医療ロボット・機器産業協議会ホームページを

ご参照ください。

【お申込み・お問合せ先】

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局

大分県商工観光労働部新産業振興室内　tel：097-506-3276

補 助 対 象 製 品

おおいた産医療関連機器導入推進事業
補助率 ： １／２以内　１施設あたり上限５０万円以内

機器導入に要するレンタル料 ・ リース料 ・購入にかかる経費の一部を支援します。

https://medical-valley.jp/news/20210323/3458/

登録機器は東九州メディカルバレー構想に基づき、医療関連機器の普及拡大を目的に、県内中小企業が製造・開発したものです。

株式会社 AK システム

株式会社エイビス

日本ヒューマンメディク株式会社

株式会社デンケン

トクソー技研株式会社

有限会社ビューティフルライフ

株式会社ブライテック

ヘルメット潜水株式会社

株式会社 LIFE

株式会社ネオマルス

車いす用着脱式足こぎユニット「こいじゃる！」

車いす用後付け式転倒防止補助具「ピタッとストッパー」

エイビスみまもりシステム

オールワン　ラバージ

ＨＡＬ® 医療用単関節タイプ

電気刺激 DRIVE

電気刺激 DRIVE-HOME

MIEZO

エアロゾルボックス

内視鏡専用エンドシールド

VINCIT（ヴィンキット）

アラーム通報器「アラームアイ・ＳＹ」

カフ圧調整器

口腔洗浄器「スピット Q１」

足踏式吸引器「アモレＦＳ１」

通知センサー「ツウカナール 5M」

離床センサー「おきナール TW2」

離床センサー「サイドナールＷ」

離床センサー「ふむナール L3」

フォーケア 多機能いす：頭・手・足洗浄器

フォーケア ウォッシュサポート

フォーケア NRpro

SEATUS（シータス）

SEATUSpro（シータスプロ）

フォーケア 自在チェア

フォーケア クッション pro

歩行器の電動化装置「B-GO」

褥瘡予防マットレス

ポータブル簡易浴槽

らくらく車椅子背付きクッションセット

タッチエリア

Smarteyes MULTI（スマートアイズ マルチ）

Smarteyes MULTI＋（スマートアイズ マルチプラス）
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株式会社ＡＫシステム

車いすに取付け

住　所 〒879-5413 大分県由布市庄内町大竜 1474 番地

インフォメーション

担当者 企画開発室 徳永 英治

TEL 097-582-3311

ホームページ https://www.aksys.co.jp/

E-mail medical@aksys.co.jpFAX 097-582-3633

車いす用着脱式足こぎユニット「こいじゃる！」

「こいじゃる！」は、施設でお持ちの車椅子に装着し

て利用する着脱式の足こぎペダルユニットです。自立

支援や早期の在宅復帰・退院に向けて、車椅子に乗車

した状態で、“楽しく” リハビリや運動ができる器具で

す。導入施設では、運動量や離床機会の増加、意欲・

活動性の向上、生活不活発病予防、下肢筋力や可動域

の維持向上など、ご利用者の状態に応じて多様な目的

でご利用頂いています。

施設内の運動・リハビリに

こいじゃる！装着時

車いす用後付け式転倒防止補助具「ピタッとストッパー」

「ピタッとストッパー」は、車椅子の駐車ブレーキか

け忘れによる転倒・転落事故を抑制するための車椅子

用補助器具です。施設内でお持ちの車椅子に装着して

ご利用頂きます。車椅子の後方移動を制動するだけで

なく、例えば、片輪（片側）のみ駐車ブレーキをかけ

忘れた際の車椅子前方横回転や横揺れも制動します。

施設内での転倒防止に

ピタッとストッパー装着時

ピタッとストッパーの接地状態

※病院／施設向け製品
　（施設屋内専用）

※車椅子の駐車ブレーキ
　の代替用としては使え
　ません

※病院／施設向け製品
　（施設屋内専用）
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「エイビスみまもりシステム」はネットワークや既設

のナースコールにも対応した、総合的な『見守り介護

ロボット』です。状態の確認は、非接触タイプのパネ

ルセンサーとバイタルセンサーで行います。ご利用者

や患者がベッドから降りる前に通知することで、転倒・

転落事故を防ぎます。また、睡眠中の呼吸と心拍をモ

ニタリングすることで、訪室せずに安否を見守ります。

バイタルセンサーの設置状況 パネルセンサーの設置状況

株式会社エイビス

住　所 〒870-0026 大分県大分市金池町 3-3-11 金池 MG ビル

インフォメーション

介護事業本部  久保 雅紀担当者

097-536-0999TEL

ホームページ  https://aivs.co.jp/

E-mail m_kubo@aivs.co.jpFAX 097-536-0998

エイビスみまもりシステム

●エイビスみまもりシステム 使用イメージ

バイタルセンサー

❸おおいた産医療関連機器等製品ガイド



日本ヒューマンメディク株式会社

住　所 〒870-0848 大分県大分市賀来北 2 丁目 16 番 34 号

インフォメーション

担当者 マーケティング推進部　金（キム）

TEL 097-549-4140 E-mail marketing@hyuman.co.jp

ALLONE　LAVAGE　オールワン　ラバージ

整形外科用洗浄器とは？

整形外科手術時に術部の洗浄をするために使用しま

す。また、用途にあわせてチップや噴射形態が選択で

きます。

●人間工学に基づいた握りやすいハンドガンタイプ

●ワンタッチで高速 /低速の流量調節可能

●動線確保に優れたバッテリー内蔵式

●LEDライト付きで術野深部の視認補助

ON・OFF 可能な LED ライト

管理医療機器（クラスⅡ）

流量調節

HIGH（強）

OFF ON

LOW（弱）

バッテリー内蔵

ホームページ http://www.hyuman.co.jp

●オールワン　ラバージの特徴

ALLONE

       LAVAGE
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電気刺激ＤＲIＶＥ

脳卒中などが原因で起こる麻痺の回復および機能改善を目的とした

リハビリテーション用電気刺激装置です。

・2ch 搭載のハンドスイッチで二つの筋群への意図したタイミングでの

　電気刺激が可能。

・日常生活動作練習など様々な訓練にも使用可能。

電気刺激ＤＲIＶＥ-ＨＯＭＥ

医家向け機器開発のノウハウをもって開発した家庭用低周波治療器

です。

・目的に合わせた 3 つの治療モード ( 痛み、筋肉、むくみ )

・電池交換の必要ない本体充電式を採用

ＨＡＬ®医療用単関節タイプ

身体を動かすとき、脳から筋肉へ神経を通してさまざまな信号が送
られています。HAL®医療用単関節タイプは、装着者の「生体電位信
号」を読み取り、それに応じて関節を補助し、装着者の意思に従った
動作を実現します。
・各関節の集中的なリハビリをサポート
 アタッチメントを交換することによって、肘、膝、足首などの様々な
 関節部位の集中的なリハビリを一台の機体で行うことができます。

交換用ゲルパッド L交換用ゲルパッド M

肘関節アタッチメント 膝関節アタッチメント

●電気刺激DRIVE用ゲルパッド

電気刺激DRIVE専用のゲルパッドです。

LS（長方形）、MS（正方形）の

2種類のサイズ

※HALⓇ医療用単関節タイプは電気刺激 DRIVE とセットでレンタルが
　必要となります。
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株式会社デンケン

住　所 〒873-0002 大分県杵築市南杵築中ノ原 2832 番地

インフォメーション

奈須 誠司担当者

0978-64-1670( 代表 )TEL

ホームページ https://www.dkn.co.jp/

E-mail seiji.nasu@dkn.co.jpFAX 0978-64-1671

ＭIＥＺＯ

MIEZO は覗くだけで立体視、眼位の簡易検査とトレーニングが行える両眼視機能

検査装置です。情報端末操作の長時間使用による目の筋肉 ( 毛様体筋 ) の疲労をリ

ラックスさせることができます。

・立体視、眼位の簡易検査が可能

　「立体視検査」は立体感や奥行き感をチェックする検査です。

　「眼位検査」は左右の目が向いている方向が内寄りまたは外寄りなどの程度が　　

　チェックできる検査です。

・レンズ内に映る立体的な画像を見ることで凝った目の筋肉をストレッチできます。

内視鏡専用エンドシールド

内視鏡専用の飛沫感染防止用具エンドシールドです。

・新型コロナウイルス感染の可能性の高い内視鏡検査は縮小傾向に

　あり癌などの診断が遅れています。医療従事者への感染リスクを

　最小限に抑え、適切な検査を継続するために Endoshield（内　

　視鏡専用エアロゾルボックス）を開発しました。

エアロゾルボックス

飛沫感染リスクの低減を目的とした用具エアロゾルボックスです。

・医療現場のウイルス対策や感染防止にお役立ていただけます。
・両手の作業穴がある透明なPET素材で医療用ベッドにも設置でき
　るサイズです。

おおいた産医療関連機器等製品ガイド ❻



ＶＩＮＣＩＴ（ヴィンキット）

VINCIT（ヴィンキット）は「打ち勝つ」という意味で感染症に打ち勝つ思いを

込めた商品です。

・病室を陰圧にする簡易陰圧装置

・密集場所の空気を洗浄・殺菌するパーテーション陰圧装置

・PCR検査等の検査時の検体採取や内視鏡検査時の飛沫感染を吸収し二次感

　染を防止するスポット装置。全国の病院や施設、密状態の場所での用途があ　

　ります。

アラーム通報器「アラームアイ・ＳＹ」

人工呼吸器のトラブル時に「人工呼吸器のアラーム信号」を検知して、タイ
マー設定時間後にナースコールシステムやワイヤレスコールシステムに通報
します。
タイマー設定で吸引等でのアラーム出力の誤通報を防止できます。

カフ圧調整器

●カフキーパーDX(左)：気管チューブのカフ圧を自動で調整・保持します。
　電動で素早く簡単に加圧、減圧操作が出来ます。
　異常圧力はアラームでお知らせします。

●カフキーパー(中央)：気管チューブのカフ圧を自動調整・保持します。
　電源を使用しない為、配線や電池交換の必要がなく、取扱が容易です。

●カフチェッカー(右)：気管チューブのカフ圧を調整します。
　加圧、減圧の操作が簡単で急加圧、急減圧を防ぎます。

口腔洗浄器「スピットＱ１」

口腔内から唾液を持続的に吸引しますので、唾液の流涎による不快感を解消

します。

運転音が静かで優しく吸引しますので、高齢者から小児まで幅広くご使用頂

けます。

大容量収集ボトルで多量の唾液も安心。安全ボトルで排液の本体流入を防止

します。

足踏式吸引器「アモレＦＳ１」

電源を使用せず、簡単な足踏み操作で陰圧を発生させる吸引器です。台風や落

雷等による停電時や外出時等に電源の無い場所での吸引の際に必要な商品で

す。緊急用や屋外用として常備しておくと安心です。

❼ おおいた産医療関連機器等製品ガイド



トクソー技研株式会社

住　所 〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

インフォメーション

営業部 マーケティングチーム　石田　忠担当者

0978-33-5595TEL

ホームページ http://www.tokso.net/

E-mail
tadashi.ishida@tokusoken.com( 問い合わせ窓口）
info@amor.co.jp( 会社代表 )FAX 0978-33-5596

通過センサー「ツウカナール５Ｍ」

玄関、エレベーター前、部屋の出口や通路に設置し、本人がセンサーの前方を

通過するとセンサーが感知してナースコールセンターまたはコール機器に

コールして知らせます。センサー本体と反射ポールの間が5mまで確実に検

知できます。

離床センサー「おきナールＴＷ２」

ベッドからの離床や転落事故などを検知通報してトラブルを防止し、介護で

の負担を軽減するマット式センサーです。

マットレスの下（又は上）に置くだけで簡単にセットでき、ベッドの上で起き

上がるとナースコールセンターまたはコール機器にコールして知らせます。

遅延タイマーで誤作動を防止、マットレスの下に置くので本人に気づかれず

に検知できます。

離床センサー「サイドナールＷ」

ベッドからの離床や転落事故などを検知通報してトラブルを防止し、介護での負担を軽減するマット式センサーです。

ベッドの端部のマットレスの上に置くだけで簡単にセットでき、ベッドから降りようと端に寄った際にナースコールセン

ターまたはコール機器にコールして知らせます。シーツの下に置いて検知するので本人に気づかれずに検知できます。

離床センサー「ふむナールＬ３」

ベッドからの離床や転落などを検知通報してトラブルを防止し、介護での負

担を軽減するマット式センサーです。

ベッドの横に敷いて、本人がマットを踏むとセンサーが感知してナースコー

ルセンターまたはコール機器にコールして知らせます。検知面積の広い幅広

タイプ。

おおいた産医療関連機器等製品ガイド ❽



フォーケア　多機能いす

《導入先》医療：形成外科、病棟設備、歯科、介護施設、理美容、個人

●来院～診療～お帰りまで…ワンストップ施術可

１．ワンアクション電動ティルト＆リクライニングは、身体がズレ下がり

　　難く負担を軽減 

２．昇降機能で、腰痛防止と業務負担を軽減

３．移乗し易いアームサポートで負担を軽減ノーリフティングケア可

４．脱着枕(大・小・簡易安頭台)で各施術に対応

５．体圧分散シートで座姿勢負担を軽減

フォーケア　ＮＲｐｒｏ

《導入先》医療：病棟、歯科、介護施設、訪問理美容

●洗髪・口腔ケアなど向け車椅子

１．フットペダルリクライニング操作で、座面が連動昇降(90㎜)

２．ノーリフティングケア可能なアームサポート

３．身体がズレ下がり難いリクライニングで腰痛防止

４．汚れや埃が溜まり難く衛生的な特注シートカバー

５．アルミボディで取り回しし易く、自由に調節できる３Ｄヘッド

　　サポート

ＳＥＡＴＵＳ(シータス ) 

《導入先》介護施設、福祉施設、個人

●自走式セルフティルト＆リクライニング(連動)車椅子(室内用)

１．リラックスしたい時や仮眠時、同じ姿勢を続けた時に休息姿勢がとれます

２．軽い力でリクライニング操作が可能

３．ズレ下がり難くお好みの角度に調整、残存機能に角度を限定可

４．小回りに優れた自走式6輪走行

５．スイングアーム式リアキャスタで後方転倒を防止

６．テンション調整シートで心地よいシーティング可

フォーケア ウォッシュサポート：頭・手・足洗浄器

《導入先》医療、介護施設、理美容、個人

●無段階の高さ調整により、洗髪や足洗浄、足浴等フットケアが可能

１．軽量(11.6㎏) で持ち運び易く、車載し易い

２．キャスター(大・小)付、伸縮でコンパクト収納可

３．フットケア・洗髪で自由な高さ調整(38㎝)

４．頭や足にフィット､自在な首ふり機構(18°)

５．頭・手・足置き台で安全に頸部や手足を設置可

６．感染予防対策…専用ディスポ洗浄カバー有　

《特許取得 TAIS 登録》( 室内向け：BL-WSH01/ 訪問向け：BL-WSB02)

《特許取得 TAIS 登録》( 福祉仕様：BL-MT-DS02)

《TAIS 登録》(BL-FN02）

 《特許取得 TAIS 登録》（室内専用）

❾ おおいた産医療関連機器等製品ガイド



有限会社ビューティフルライフ

ＳＥＡＴＵＳｐｒｏ( シータスプロ )

《導入先》個人、介護施設

●自走式セルフティルト＆リクライニング車椅子(室外・室内兼用)

１．リラックスしたい時や仮眠時、同じ姿勢を続けた時に休息姿勢がとれます

２．アクティブユーザー向け車椅子

３．軽い力でリクライニング操作が可能

４．ズレ下がり難く自由な角度で休息姿勢になります

５．小回りに優れた自走式６輪車、転倒防止輪付

６．セルフヘッドサポートで枕の上下、前後の位置を調整可（オプション）

フォーケア クッションｐｒｏ

《導入先》医療、介護施設、理美容、個人

●「座る」をより快適に、心地よくする体圧分散クッション

１．腰痛防止、褥瘡予防につながり、座部と背部に兼用可

２．背面では背を伸ばす姿勢と円背の姿勢の選択可

３．二枚の組合せで身体に合わせたセッティングが可能

４．高齢者や腰痛の方、座姿勢が辛い方等、事務職、運転者、座るお客様

　 に安楽なポジショニングを提供 

５．本体・カバー洗浄可　※カバー片面はアルコール等で要清拭

フォーケア 自在チェア

《導入先》医療：形成外科・オペ室、介護施設：入浴後介助、理美容

●昇降＆座面ふり機構でベストなポジショニングが可能なチェア

１．フットケアやリハ用チェアとしてお勧め

２．着座者の動きにあわせて座面が全方位に自在に傾斜します

３．昇降・可動式の作業いすとして、施術用や入浴後の身体拭き介助で好評

４．ケア用として様々なシーンで兼用可能

５．施術者の腰痛防止・業務の省力化に貢献

住　所 〒870-0030 大分県大分市三芳 939 番地の 15

インフォメーション

管理部　加嶋 忍担当者

097-546-0666TEL

ホームページ http://www.be-life.info

E-mail info@be-life.infoFAX 097-546-6999

 《特許取得 TAIS 登録》（室外・室内使用）

（低床タイプ：BL-FJC2）

《特許取得　TAIS 登録》(BL-FC35W)　体圧分散クッション

おおいた産医療関連機器等製品ガイド 10



歩行器の電動化装置「B-GO」は重度障がい

児の自立を支援します。

　重い障がいを持つ児童は、自ら動く、移動

するといった事が難しいため、そのような経

験が乏しくなりやすくなります。また、自ら

の意志で動くという経験は、リハビリそのも

のに対する興味・意欲の向上に役立ち、さら

に子供たちの社会性や関心が育っていく過程

が重要となります。

　障がい児用電動化装置は自力で移動する手

段を持たない重い障がい児の移動を手助けす

る歩行器に電動移動装置を付加し、自らの意

志により自由に移動できることで、運動能力

促進及び日常生活の質的向上を目的とするも

のです。

株式会社ブライテック

歩行器の電動化装置「Ｂ-ＧＯ」

●仕様

電源 /緊急停止スイッチ

取付クランプ

介助者スイッチ

ジョイスティック

項 　 　 　 　 　 目 仕　様

け ん 引 重 量 最大 60kg ( 条件によります )

走 　 行 　 速 　 度 最大 2km/h

連 続 走 行 時 間 約 4 時間 ( 条件によります )

充 　 電 　 時 　 間 約 8 時間

ビックスイッチ入力 前・後・右・左

住　所 〒870-0107 大分県大分市海原 739 番地 3

インフォメーション

担当者 技術部　相原 茂

TEL 097-574-7899

ホームページ http://www.btec-net.co.jp

E-mail btec1@btec-net.co.jpFAX 097-574-7830
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ヘルメット潜水株式会社

褥瘡予防マットレス

独自に開発された極細編成樹脂を網状に絡み合わせた立体構造が優れた体

圧分散機能を生み出し、頭・肩・腰・足に集中する負担が大幅に軽減。空

気を包み込むような構造は、「優れた体圧分散」「抜群の通気性」「高い復元力」

「水洗いできる」という画期的な特徴を持ちます。体の一部だけに負担がか

からないため、褥瘡 ( 床ずれ ) 予防にもお使い頂けます。また独自の高反発

構造により、楽に寝返りができ、安定した姿勢で眠れます。

アレルギーの原因となるダニやハウスダスト等の原因もシャットアウト！

軽くて丈夫な特殊素材のため、水にも強く、ゆっくりと水をかけるだけで

丸洗いでき、速乾性もあるので、いつでも清潔に保てます。9 割以上が空

気の層でできているため、汗や湿気を通して蒸れることがなく、年中快適

にご使用頂けます。

らくらく車椅子背付きクッションセット

リクライニング車椅子に対応した少し硬めタイプの背あて付クッションで

す。ややハードタイプなので衝撃吸収性が高め。通気性に優れ長時間座っ

ても褥瘡になりにくく、また左右に付けられたサポートクッションで介護

者を固定しやすい仕様になっています。ファスナーで背部分と座部分を分

割でき、汚れた部分だけのカバーを外して洗えます。中材もシャワーで洗

えて漂白も可能です。ベルト付きで後側と下側を車椅子に結んで固定でき

ます。

ポータブル簡易浴槽

クロッツ ポータブル簡易浴槽 仰臥位入浴タイプは、介護者が部屋で入浴で

きる画期的な製品です。1 人でも組み立てることが出来、色々な場所での

入浴が可能です。断熱性・弾力性が高いウェットスーツ素材は、ひんやり

せず、負傷事故も起きにくい素材です。給湯機能はなく、キッチンの給湯

器や洗面所、お風呂などのお湯の供給元からホースを引いて使用し、バケ

ツまたはホースで排水口へと排水します。在宅介護だけでなく、入院、ア

ウトドア、災害時の緊急用品としてなど、様々なシーンで役立つ便利アイ

テムです。

住　所 〒873-0202 大分県国東市安岐町瀬戸田 1300 番地

インフォメーション

営業課長　平野 賢二担当者

0978-67-2251TEL 0978-67-2377FAX

ホームページ

E-mail helmet@cloz.co.jp( 代表 )  hirano@cloz.co.jp( 担当 )

https://www.cloz.co.jp/ ( コーポレートサイト )
https://www.cloz.biz/ ( クロッツオンラインショップ )

HELMET DIVE
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自立通信するため、施設内ネットワー

クに手を加える必要はありません。

また、設置はご希望の場所に置くだけ

で工事等も不要です。

通信距離と感度を両立したバランスの

良いシールです。

水や衝撃にも強く、対象物に貼り付け

やすくなっています。

株式会社 LIFE

タッチエリア

●タッチエリアの仕組み●タッチエリアの活用方法

住　所 〒870-1117 大分県大分市高江西 1-4361-10

インフォメーション

TEL 097-576-7607

ホームページ https://life-corp.co.jp（会社 HP）　http://toucharea.life/（製品 HP）

製品に関するお問い合わせは弊社 HP のお問合せページから
お願いいたします。FAX 097-576-7627

型 　 　 式 LF-F29

寸　　　法 200mm×200mm×150mm

無線周波数 920ＭＨz 帯

電　　　源 AC100V(50/60Hz）

施設内の通信が使えない場合は、こち

らで準備いたします。

設置には工事が必要で、事前に図面等

のご準備をお願いいたします。

型 　 　 式 LF-C10

寸　　　法 300mm×300mm×150mm

無線周波数 920ＭＨz 帯

電　　　源 AC100V(50/60Hz）

寸法 (H/W) 27.0mm×97.0mm

周波数範囲 860ＭＨｚ～ 960MHz

材　　　質 紙または PET

使 用 温 度 －40℃～８５℃

重　　　量 0.6g
IC シールイメージ

■ 本　体

●天井付きセンサー（ＵＨＦ帯ＲＦIＤリーダー）

●据え置き型センサー（ＵＨＦ帯ＲＦIＤリーダー）

■ 消耗品

●ＩＣシール
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株式会社ネオマルス

Ｓｍａｒｔｅｙｅｓ ＭＵＬＴＩ ( スマートアイズ マルチ )

多人数を検知・検温できる、タッチスクリーン内臓の高性能サーマルカメラ。

別途モニターは必要なく電源一つでどこでも設置できるので、用途に合わ

せた移動をスムーズに行えます。主な機能は最大 20 人の同時検知、表面

温度の検温やマスク検知になります。カメラ本体に付いたタッチパネル式

のモニタースクリーンで、スピーディーな確認と操作を実現します。

検温距離 5m以内 動作環境 －10℃～60℃

検出速度 最大150～200人/分 認識精度 2m以内±0.3℃、5m以内±0.5℃

本体重量 4.3kg カメラサイズ 255mm×170mm×210mm

スタンド重量 1.5kg スタンド高度 1～2m

表面温度

測定範囲

32℃～42.5℃
(外気の影響を受けるため誤差が生じる可能性があります）

機 　 　 能

サイズ・重量

住　所 〒870-0034 大分県大分市都町 2-1-10 ウォーカービル 8F

インフォメーション

担当者 IT ソリューション事業部 時／塩谷

TEL 080-3159-3859

ホームページ https://www.neomars.co.jp

E-mail smarteyes@neomars.co.jpFAX 097-573-3130

●多人数同時検知　●タッチスクリーン

●表面温度測定　　●マスク検知

●かんたん設置　　●工事不要

Ｓｍａｒｔｅｙｅｓ ＭＵＬＴＩ＋ ( スマートアイズ マルチプラス )

多人数を検知・検温できる高性能サーマルカメラ。

温度基準装置内蔵で高い検温精度を実現。主な機能は最大 20 人の同時検

知、表面温度の検温やマスク検知になります。TV モニター付きなど複数

のプランをご用意しています。

検温距離 3m以内 動作環境 室内/－5℃～35℃

検出速度 最大150～200人/分 認識精度 1m以内±0.1℃、3m以内±0.3℃

本体重量 1.5kg カメラサイズ 230mm×142.6mm×88.5mm

スタンド重量 1.5kg スタンド高度 1～2m

表面温度

測定範囲

36℃～50℃
(36℃以下の場合、表面温度正常とみなし36.1℃と表示します）

機 　 　 能

サイズ・重量

●多人数同時検知　●表面温度測定

●マスク検知　　　●ガイド音声設定

●データ保持　　　●工事不要

「With コロナ時代」
スムーズに多人数を検知・検温できる高性能サーマルカメラ

ノンストップで多人数を同時検知 +表面温度測定 +マスク着用確認
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展示・交流スペース

「メディバレーおおいた」

〒870-0820 大分市西大道2－3－8

株式会社アステム大分本社内事務棟４階

開館時間／10:00～16:00
（土日祝日、お盆期間、年末年始を除く）

ご来館の際は前日までにご連絡下さい。

TEL :070-7429-4405

©有限会社ジェイクス

大分県医療ロボット・機器産業協議会

〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号
　　　　　　  大分県庁舎本館７階
                   大分県商工観光労働部新産業振興室内

h t t p s : / / m e d i c a l - v a l l e y . j p /
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