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体温測定（前頭部）・顔認証

アクセスコントロール

ネットワークカメラシステム
5インチ IPS LCD

前頭部体温測定

2.0メガ デュアル ソニーセンサーカメラ

顔認証装置

日本製

登校時の手間を軽減サポート

学校や保育園の入口で発熱者の発見と出席を同時に行います。

名前、入退出時間、体温、を簡単に検索、プリント。

スマートLED機能

5インチ

Ex シリーズ 動態検知高感度機能 12ボルト

モーション
ディテクション高感度

防塵規格圧縮方式

IP55

防塵規格
白色 LED ハイスピード

5インチのIPS LCDスクリーン。さまざまな角度から正

確な視界を提供します。

1/2.8" 2.0 メガ SONY スターライト CMOS

ダブルレンズカメラ 3.6 mm レンズ 

左右に回転し、角度を変えることが可能なデザイン

最大10,000枚の顔データベースが登録可能

顔の画像を撮影して比較、認証し赤外線で体
温測定を同時に記録します。
非接触型前頭部体温測定装置
測定範囲(25～40cm)
測定誤差　約 ±0.5℃
体温異常を報せるアラーム機能
壁掛け設置ができ、さまざまな場所に設置が
可能です。
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日本製

顔の画像、顔の比較などの機能搭載、赤外線温度計測機能など
他のデバイスへのリアルタイムビデオストリームの出力をサポートします。

顔画像の保存、顔認証、非接触型赤外線体温測定ソリューション。

測定時間1秒以内の非接触型前頭部体温測定。測定距離25～40cm 
温度誤差範囲±0.5℃。異常な体温測定時、警告音声アナウンス。

2台のカメラで顔認証。顔の認証時、通常カメラと赤外線カメラ2台での
認証で写真やビデオのなりすましを完全ブロック。

顔画像データは、10,000枚の写真登録可能。簡単な顔画像の登録、画像
ファイルから複数同時の登録、リアルタイム画像の登録が可能です。

登録されたホワイトリストやブラックリストの顔を検索、検出できます。

アラーム入力2ポート/出力2ポート、ウィーガンドポート出力をサポート。
音声アナウンス。

アクセス制御機能で多くの外部機器と連動することができます。

壁取付や、さまざまな場所への直接設置が可能です。

アプリケーション

さまざまな企業や病院、介護施設、教育機関、
その他コミュニティーなどあらゆる環境に適してい
ます。

屋内または屋外の濡れない環境に設置してくだ
さい。

ハイエンドのMelexisセンサー

-全てのテクノロジーは自然からのインスパイア-

ピットバイパーヘビには、暗闇の中で獲物を見つけるた
めの優れた熱感知システムがあります。それは、動物の
体温を感知し、距離やサイズを正確に識別する赤外
線熱センサーを備えた特別な器官です。
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人工知能管理ソフトウェア

インテリジェント機能 顔データのプレビュー

認識データ検索 入退管理

入退グループ管理 データベース管理
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日本製

外形寸法

製品の外観と仕様は異なる場合があります
PoEありとPoEなしで利用可能な製品です

上記の図面は参照用です

技術仕様

モデル名

スクリーン

モニター

解像度

カメラ

タイプ

顔認証

解像度

センサー

レンズ

記憶顔サイズ      

認証タイプ

体温計測
計測場所

測定可能距離

測定温度範囲

測定誤差

測定速度

顔認証可能距離

顔データベース容量

認証姿勢
勢障害

表情

応答速度

顔の露光

ローカルストレッジ

認識エリア

アップロード方法

5インチ フルアングル IPS LCD スクリーン

1280(H) X 720(V)

デュアルカメラ

1080P @ 30fps

瞳孔間距離 ≥  60ピ クセル：顔のピクセル ≥ 150ピ クセル

1/2.8インチSONY スターライト CMOS

3.6mm × 2

カラーカメラと赤外線カメラでのデュアル認証ですので、プリント写真、
携帯の写真、撮影動画でのなりすまし防止に効果的です

前頭部

34～42 ℃

 ± 0.5 ℃

≤ 1 秒

 0.3～1.3m、ターゲットサイズ調整機能で調整可能

顔データベース ≦10,000：ブラックリスト/ホワイトリスト

垂直方向に20度以内、水平方向に30度以内の角度補正に対応

 通常のガラスと近海滞留は認証に影響を与えません

通常の状況では、わずかな表現は認識に影響しません

≤ 1 秒

対応

100,000記録保存

フルイメージを記憶、ゾーンの光学設定対応

TCP, FTP, HTTP,  API 機能

インターフェース

アラーム入力

ネットワークインターフェース

アラーム出力

microSD

リセットキー

ウィーガンド

R485 インターフェース

ネットワーク機能

ネットワークプロトコル

インターフェースプロトコル

セキュリティモード

イベント連携

システムアップグレード

アクセサリー

補助照明

ネットワークモジュール

識別モジュール

スピーカー

環境適応

湿度

動作温度

電源

外形寸法

消費電力（最大）

HDMI

設置方法

分解防止スイッチ

1ポート

RJ45 10M/100M 

1ポート

最大128GBまで対応スロット内蔵

ウィーガンド26、34、66プロトコル対応

サポート

サポート

IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP

ONVIF, RTSP

ユーザー名とパスワードで認証

遠隔アップグレード対応 

赤外線照明、白色LED照明

ビルトインWiFi対応（オプション）

ビルトインICカードリーダー対応（オプション）
ビルトインIDカードリーダー対応（オプション）

認識後の音声アナウンス対応

0% ～90%

-10℃〜50℃

DC 12V

135mm (W) × 181mm (H) *×34mm (T)

≤ 12 W

オプション

サポート

microSDカード、FTPアップロード、アラーム出力、

ウィーガンド出力連動、音声アナウンス

X86ボックス組込み設置/ゲート設置
フロアスタンド設置

マサミツテクノロジーは、提供する製品およびサービスにいつでも、予告なしに変更または改善を加え、またそれらの製造または商品化
を中止することがあります。 マサミツのロゴと商標はマサミツテクノロジーの所有物です。
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