
アトモ  7 インチ サーマルカメラ 【管理サーバー】ご紹介 

アトモ 7 インチサーマルカメラ 管理サーバについて： 

アトモの管理サーバーの特徴及び他社品より良いところ： 

他社のサーマルカメラ製品は PC 一台につきサーマルカメラ一台（1 対 1）、単体単位で人員の体温

や履歴の管理、設定などの調整ができますが、弊社アトモの特徴は、一台の管理サーバーにて、一式

管理で、(PC)多対多(サーマルカメラ)で管理することができます(理論上 250 台ほど管理可能)。例

えば、置く場所（入口）が多いと、複数台のサーマルカメラが必要になる。なので、弊社のサーマル

カメラには、製品の拡張性や集中管理にてデータ分析やグループ分担管理など、管理者にとって、と

ても役に立つメリットがございます。また、サーマルカメラ自身も無線 Wifi 機能も利用可能ですの

で、有線や無線など、柔軟性が広く対応的で、とても便利です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有線 LAN で 1 対 1 連結管理 操作 PC 他社品のサーマルカメラ 

1 台だけ！ 

Wifi や 有線 LAN で多対多管理可能 

・他社品の記録調べ、設定など、PC とサーマルカメラは有線 LAN で 1 対 1 での使用のみ。

データー分析がなし、PC からサーマルカメラにて簡単な操作制御しかできません。また、他社品

サーマルカメラ複数台の場合、管理不便な状況が発生します。 

★ アトモの特徴：【人員-人力-時間-設備-コストの節約、業界最高級の統合ソリューション】 

管理サーバー(PC)を 1 台だけで、全ての管理は可能に！！データ分析機能も大変便利！！管理

サーバーにて、有線 LAN や無線 Wifi 経由、サーマルカメラの記録調べ、データ分析、デバイ

ス本体設定など、(PC)多対多(サーマルカメラ)で対応できます。 

他社品との比べ！ 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】オプション申請の流れ 

お問合せ方法： 

1 台の管理サーバーで集中管理 

7 イン チサーマルカメラ の 管理サーバー ： 

オプションのご購入や申請より、 

アトモ株式会社 までお問合せください。 

 

メール： artomo.jp@gmail.com 

オンライン： https://pse.is/38rk8a オンラインお問い合わせ QR 

Wifi や 有線 LAN で多対多管理可能 

複数台 7 インチサーマルカメラ 

お客様のコスト節約のご提案！ 

 

新たな PC の購入はいりません！お客様の手元にある Windows の 64 bits パソコンがあれば良い！ 

Windows 7 以上 64 bits ; Windows 10 64 bits のノートパソコンやデスクトップなどを、アトモ弊

社からご提供の管理サーバーソフトをダウンロードし、インストールすれば活用できます。 

 

一般的：管理サーバーのソフトを定価はサーマルカメラより安く、たったの５万円。またお客様の案

件やご購入の 7 インチサーマルカメラの台数により、値段の割引や相談なども受けつけます。お見

積りをお問合せまでよろしくお願い致します。 

 

商品レビューと店レビューを頂ける場合なら、なんと無料！？ 

管理サーバーソフトを無料サービスのご提供も可能です！是非とも気軽くお問合せ下さい。

artomo.jp@gmail.com 

 

（管理ソフトの購入や無料サービスの提供も対応は可能です。柔軟対応させていただきます。） 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】ソフトのインストール 

Step 1: 解凍した【smart】フォルダを全て C ドライバー以外のドライバーに移します。(ある場合は

オススメですが、もし他のドライバーがない場合は C ドライバーの下に移しても大丈夫です。） 

Step 2: インストールする前に、もしインストールの言語画面の表示が気になる場合は、先に
Windows のシステム対応変更は可能です。もしインストール画面の文字化けを気にならない場
合、この Step2 を無視して、そのまま Step3 からインストールを実行してすれば、結果的に同
じ日本語対応の管理サーバーの構築ができます。 

地域の言語設定にて、言語に関する

選択は中国語の簡体字に選択してか

ら再起動。そうするとインストール

途中の画面の文字化けはなくにな

る。インストールが終わってからま

た日本語に戻せば宜しいです。 

Step 3: 【smart】フォルダ中の install.bat ファイルを実行。 

Step 4: 途中でインストールパソコンの IP の表示が出た際に数字の「1」キーを押してから
「Enter」を押す。また途中で何かのメッセージがありましたら、「Y」キーを押して最後までに
次のページの 4 つ緑色バーのサービスを立ち上がるまで待ちます。 

パソコンの IP の表示が出た際に数字の「1」キーを押してから「Enter」を押す。 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】ログイン手順マニュアル 

② 社内のどれかのパソコンからブラウザを開き、管理サーバー通して始めよう！

① 管理サーバー立ち上げるだけ： 

サービス運転の確保をし、社内ネットワークを使えば管理は簡単！ 

管理サーバー（パソコン）を立ち上げてから、下記図面の 4 つのサービス(緑色バー)が安定するまで

待ちます。運転を確保（確認）の上、ご使用ください。（お客様のパソコンパフォーマンスとメモ

リー容量より、サービスの立ち上げをしてから、安定するまで約 5 分間掛かる場合がございます） 

① アドレス入力バーに「管理サーバー IP ： 3000/ 」を入力してから Enter キーを押す。 

② 日本語を選択（そのほかの言語でもよい） 

③ 「User ID と PASSWORD」を入力（デフォルト値： admin と 123456)してからログイン。 

② 

① 

③ 

管理サーバーの IP 

（Google Chrome ブラウザの使用をオススメ) 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】画面、設定値のご参考 

ホームの管理画面：（Google Chrome ブラウザの使用をオススメ) 

言語インタフェースの切り替え 

人員、サーマルカメラ の ステイタス の状態 

測定された人員などのデーター情報分析エリア 

7 インチ サーマルカメラ管理：（複数台サーマルカメラの追加、デバイス設定値の調整など) 

サーマルカメラの検索と追加 

「編集」本体に対して設定値の調整 

「詳細設定」を開く 

サーマルカメラ は

「ACS」の項目 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】画面、設定値のご参考 

アトモ 7 インチ サーマルカメラ の設定：（設定値の参考 1) 

マスク注意喚起（マスク認識）： 

3 つのモードの調整ができます。 

マスク注意喚起について： 

① 関：マスクの注意をしなくなります。（マスクを付けなくても測定できます。）  

② オープン：マスクの注意をし、マスクをつけるまで体温は測定できません。 

③ 制御：マスクの注意はしますが、マスクをしなくても体温は測定できます。 

設定値を変えたら、ログインで保存 

アトモ 7 インチ サーマルカメラ の設定：（設定値の参考 2) 

日本語音声案内の音量調整： 

音量の設定について： 

0 ： Mute (音声案内 OFF) 

5 ：約 52 dB 

10 ：約 60 dB 

20 ：約 62 dB 

50 ：約 67 dB 

100 ：約 70 dB 
設定値を変えたら、ログインで保存 

YouTube にて【ARTomo【アトモ】サーマルカメラ AI Smart Detection 7 インチモデル 

「マスク 注意喚起」＆「音量」の設定について】を検索して、動画が見れます。是非参考にしてください。 

https://youtu.be/ZqO4V-eWPEI 

体温測定 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】画面、設定値のご参考 

人員・体温・タイムの調べ（1）： 

調べたい期間の選定 

人員・体温・タイムの調べ（2）： 

測定された人員写真の
拡大もできます。 

人員                    体温  タイム 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】画面、設定値のご参考 

データ分析ダッシュボード 及び 情報のエクスポート 

情報のエクスポート 

看板モード：（全画面の出力で、外付けの大画面モニターに最適！一目瞭然） 

看板モード 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】トラブルシューティング 

※もし管理サーバーが正常に使えない場合： 

 

1. 下記の 4 つ緑色バーのサービスが立ち上がってるかを確認すること。 

2. ファイアウォール、ウイルス対策ソフトを閉じて改善しているかを確認すること。 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【管理サーバー】トラブルシューティング 

※もし管理サーバーとサーマルカメラが正常に使えない場合： 

 

Question: 

1. サーマルカメラの IP が変わったので、管理サーバーから見つかりません。 

 

Answer: 

サーマルカメラの電源がシャットダウンしたことがどうかを確認すること。 

サーマルカメラの IP は直接ルーターからもらうため、一旦サーマルカメラの電源

をシャットダウンしてから、サーマルカメラが起動の際にルーターからもらう IP

が変わる可能性があります。ルーターの DHCP の特性。 

 

改善のオススメ： 

可能であれば、安定なネットワーク環境で使用し、サーマルカメラも通電のまま

で、頻繫にシャットダウンと起動しないようにした方がオススメになります。可能

であれば通年 365 日 24H すでに通電ままの状態で維持すること。 

Question: 

2. 管理サーバーから、サーマルカメラが見つからないため、追加するこ

とができません。 

 

Answer: 

前ページの管理サーバーにて、ファイアウォール、Windows Defender、ウイルス対

策ソフトを OFF 閉じて、サーマルカメラを見つけるか、改善しているかを確認する

こと。 

以上の行動をすると、よくサーマルカメラが見つかります。（何かのポートを以上

のソフトで邪魔されているかもしれません）サーマルカメラを管理サーバーに追加

することできてから、また上記元のファイアウォール、ウイルス対策ソフトを ON

にすればいいです。 


