
AI サーマルカメラ システム 

マスク着用してない場合の警告！ 

日本語案内でアナウンス対応。 

会社名： 



※当機器は、薬機法で定める体温計ではありません。モニタリングの目的であり、体温とは体温

近似値を指し、体温測定は体表温を測定し、AI により体温近似値に換算するものです。 

非接触でスピーディーに体表温を検知、AI 搭載のタブレット型体温検知システム 

～「新しい生活様式」の定着に向けて～ 

アトモ株式会社 は、非接触で瞬時に体表温を検知できる AI 搭載タブレット型体温検知システムを 2020 年よ

り販売開始いたしました。 

本システムは、AI（人工知能）を活用した顔認識技術とサーマルカメラにより、対象者がマスクや眼鏡を着用

したままでも、所要時間 0.1 秒以下でスピーディーに発熱の疑いがある方をスクリーニングします。 

 

今なお猛威を振るう新型コロナウィルスへの対策として「発熱者の識別」が重要視され、あらゆる施設やオ

フィスの入口で検温や消毒をするなど「新しい生活様式」の定着が求められております。 

今後の長期シナリオを見据え、検温作業にかかる人員の削減や入口ゲートでのスムーズな体温スクリーニング

へのニーズから、対象者自身がカメラの画面で測定結果を確認できる機種の需要が高まっております。 

 

従来の赤外線測定機器を使ったタブレット型製品では、画面内の測定範囲に顔の位置を合わせる必要があり、

身長によっては対象者の上下の動作が必要でした。 

 

本システムはサーマルカメラを搭載することで、画面内のどこに顔があっても AI が自動で顔を識別し、額の

温度を測定することが可能です。また、高精度サーマルイメージセンサーにより 0.1 秒以下という高速測定

が可能になりました。さらに温度測定距離が 0.3 ～ 1.2m と広いことで、検温のための静止がほとんど必

要ないため、来訪者にストレスを与えることなく安心・安全な空間を提供することに貢献します。 

世界中の人々の健康と幸せを守る 



高級光柱 

新製品リリース 

自動手洗器を掛けられます。 



 

アトモ AI サーマルカメラ 

 
＊体温測定 ＊無接触式  

＊クエリの記録 

＊マスク着用チェック機能 

＊人力の節約及び安全を守る 

★日本語 

インターフェース 

（多言語対応） 

★日本語音声案内 

★工事不要 



No. 商品型番 商品名 特徴 備考 

1 JATK-SL-0701 
7 インチ サーマルカメラ  

ロングスタンド 

エコノミー標準モデル 

緑、赤 LED ランプ表示 

サーマルカメラ + スタンド 

スタンド高さ： 1400mm 

2 JATK-SL-0702 
7 インチ サーマルカメラ  

テーブル台式 

エコノミー標準モデル 

緑、赤 LED ランプ表示 

サーマルカメラ + 円盤台 

円盤台高さ： 60mm 

3 JATK-SL-0703 
7 インチ サーマルカメラ 

高級光柱_小 

エコノミー標準モデル 

緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

600mm 

4 JATK-SL-0704 
7 インチ サーマルカメラ 

高級光柱_中 

エコノミー標準モデル 

緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

820mm 

5 JATK-SL-0705 
7 インチ サーマルカメラ 

高級光柱_大 

エコノミー標準モデル 

緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

1100mm 

6 JATK-RGH-0801 
8 インチ サーマルカメラ  

ロングスタンド 
緑、赤 LED ランプ表示 

サーマルカメラ + スタンド 

スタンド高さ： 1400mm 

7 JATK-RGH-0802 
8 インチ サーマルカメラ  

テーブル台式 
緑、赤 LED ランプ表示 

サーマルカメラ + 円盤台 

円盤台高さ： 60mm 

8 JATK-RGH-0803 
8 インチ サーマルカメラ  

高級光柱_小 
緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

600mm 

9 JATK-RGH-0804 
8 インチ サーマルカメラ  

高級光柱_中 
緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

820mm 

10 JATK-RGH-0805 
8 インチ サーマルカメラ  

高級光柱_大 
緑、赤 LED ランプ表示 

光柱の高さ 

1100mm 

11 
JATK-RGA-0801 

-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ 

ロングスタンド 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

サーマルカメラ + スタンド 

スタンド高さ： 1400mm 

12 
JATK-RGA-0802 

-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ 

テーブル台式 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

サーマルカメラ + 円盤台 

円盤台高さ： 60mm 

13 
JATK-RGA-0803 

-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ 

高級光柱_小 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

光柱の高さ 

600mm 

14 
JATK-RGA-0804 

-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ 

高級光柱_中 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

光柱の高さ 

820mm 

15 
JATK-RGA-0805 

-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ 

高級光柱_大 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

光柱の高さ 

1100mm 

16 
JATK-DSA-2101 

-Touch 

21.5 インチ サーマルカメラ  

ロングスタンド 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ + 手洗い  

183cm スタンド 

高さ調整対応 

17 
JATK-DSA-2102 

-Touch 

21.5 インチ サーマルカメラ  

壁掛け式 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ + 手洗い  
壁に掛け式 



アトモ サーマルカメラ 製品シリーズ完備 

テーブル台式 ロングスタンド 

高級光柱シリーズ 

自動手洗器を 

光柱対応のみ 



製品仕様 

7 インチ エコノミー標準型 

No. 商品型番 商品名 特徴 備考 

1 JATK-SL-0701 7 インチ サーマルカメラ ロングスタンド エコノミー標準モデル サーマルカメラ + スタンド 

2 JATK-SL-0702 7 インチ サーマルカメラ テーブル台式 エコノミー標準モデル サーマルカメラ + 円盤台 

主なパラメータ   

カメラ デュアル 200 万画素カメラ 

ディスプレー解像度 7 インチ、600 * 1024、IPS 

CPU 仕様 13.56MHz、IC 

認識速度 <200mSec 

温度の解像度 0.1℃ 

温度測定距離 ≤ 30cm 

パフォーマンス   

通信方法 RJ45 

スピーカー 8 Ω2W 

動作電圧 12V 2A 

重量 1.88Kg 

（L * W * H）サイズ 239.21 * 117.92 * 21.8 

通常のパラメータ  

作業温度 0-50℃（14℉-122℉） 

Sotrage 湿度 20％-85％ 

デバイス電力 20W(MAX) 

450mm 

320mm 

60mm 

1600mm 

320mm スタンド高さ調整可能 



 

product is a professional

for  . is 

for 

other  crowd people. 

 

2.特徴   

● バックライト制御付きディスプレイ 

control 

● 補助光のオンとオフを制御する 

control   off 

● HD ダイナミック双眼カメラ、ライブモニタリング 

dynamic monitoring 

● 時間働き安定 

A- サーマルカメラ Thermal camera 

B– LED（白、緑、赤光） 

 LED Light(White Green Red light) 

C– 顔認識カメラ Face Camera 

 （マスク着用チェック） 

D- LCD ディスプレイ LCD Display 

E– カードリーダー   RFID Area（利用可

能ですが、サポート使用対象外） 

A- 時間 Time 

B– MAC アドレス MAC Address 

C- IP 

D- 日期 Date 

E– デバイスネーム Device Name 

 （会社名に変更可能） 

F– 体温 Temperature 

G– マスクチェック Recognition Result 

A 

B 
C 

D E 

F 

G 

A 

B C 

D 

E 



 

寸法図 



ARTomo【アトモ】サーマルカメラ 7 インチ シリーズ 

マスク 注意喚起 ＆ 音量 の設定について： 

 

マスク注意喚起について： 

 

（ビデオの音量は 50 ：約 67 dB で撮影しております。） 

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。 

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。 

 

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 

保証１年内で無償サービス 

調整対応しております。 

 

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 

 https://youtu.be/ZqO4V-eWPEI 

ビデオのご紹介 



7 インチ アトモ 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

★ 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】オプションご購入の流れ 

お問合せ方法： 

1 台の管理サーバーで集中管理 

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！お客様が手元にある 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、アトモ弊社に送って頂き、弊社は管理サーバーを構築し、検証含め、作業が終わり

ましたらお客様にご返送すれば良い！！お客様はお金の節約もでき、サーバー構築の作

業負担も 0！！(作業は 5 日の営業日） 

 

管理サーバーの構築作業オプションの定価はサーマルカメラより安く、たった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

談なども受けられますので、是非とも気軽く聞いてください。お見積りをお問合せまで

よろしくお願い致します。 

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 



8 インチ 緑、赤 LED ランプ表示型 

No. 商品型番 商品名 特徴 備考 

1 JATK-RGH-0801 8 インチ サーマルカメラ ロングスタンド 
緑、赤 LED

ランプ表示 

サーマルカメラ + スタンド 

 

2 JATK-RGH-0802 8 インチ サーマルカメラ テーブル台式 緑、赤 LED サーマルカメラ + 円盤台 

1600mm 

470mm 

320mm 

60mm 

320mm 

製品仕様 

スタンド高さ調整可能 

主なパラメータ   

カメラ デュアル 200 万画素カメラ 

ディスプレー解像度 8 インチ、1280 * 800、IPS 

CPU 仕様 13.56MHz、IC 

認識速度 <200mSec 

温度の解像度 0.1℃ 

温度測定距離 ≤ 30cm 

パフォーマンス   

通信方法 RJ45 

スピーカー 8Ω2W 

動作電圧 12V 2A 

重量 1.6Kg 

（L * W * H）サイズ 373.7mm*135mm*85mm 

通常のパラメータ  

作業温度 -10℃-60℃（14℉-140℉） 

Sotrage 湿度 10％-90％ 

デバイス電力 20W(MAX) 



 

product is a professional for

 . is for 

other  crowd people. 

2.特徴   

● バックライト制御付きディスプレイ 

control 

● 補助光のオンとオフを制御する 

control   off 

● HD ダイナミック双眼カメラ、ライブモニタリング 

dynamic monitoring 

● 24 時間連続稼働作業が安定します 

steady for  

1、セット（設定可能） 

2、時間 

3、ネットワーク 

4、温度表示エリア 

5、温度測定エリア 

6、顔認識ボックス 

7、プロンプトバー 

緑と赤ライトの警告 

● 体温検知 

● マスク認識 



8 インチ タッチパネル Wifi 無線型 
No. 商品型番 商品名 特徴 備考 

1 
JATK-RGA-

0801-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ ロングス

タンド 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

サーマルカメラ + スタンド 

2 
JATK-RGA-

0802-Touch 

8 インチタッチ サーマルカメラ テーブル

台式 

緑、赤 LED ランプ表示 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ  

サーマルカメラ + 円盤台 

1600mm 

470mm 

320mm 

60mm 

320mm 
スタンド高さ調整可能 

● タッチ操作 

● グラフィカルインターフェイス 

● 多言語対応 

● 記録を確認しやすい 



モジュール カテゴリー 性能 

カメラ 

解像度 200W 

種類 RGB+赤外線 

レンズ 4.0mm 

焦点距離 0-2M 

ホワイトバランス 自動 

画面 

サイズ 8 吋、IPS 

解像度 800*1280 

輝度 400cd/m2 

システム 

CPU 6 コア ，RK3399 

DDR3 2GB（オプション 4G） 

メモリ 8GB（オプション 16G、32G） 

画像処理 内蔵のデュアル ISP 

システム Android 7.1 

モニター タッチスクリーン 

通信網 

Wifi 2.4G WiFI 

Bluetooth Bluetooth 4.1 

イーサネット 100M イーサネット 

警告灯 フィルライト 赤外線および LED ライト 

音声モジュール オーディオ 1 line out 

温度測定モ

ジュール 
熱画像 

熱画像温度測定、偏差± 0.3℃、範囲 80-120 cm 

イメージングピクセル： 32 * 32 

機能 

1 ： N 顔認識 99%の正確率；± 1/10000 

素人の検出 対応 

データ管理 照写真データの管理、記録の調べ 

パラメータ 

スピーカー 8Ω2W 

OSD 言語 多言語対応 

保護レベル IP64、防水および防塵の対応、屋外での使用を対応 

アダプタ 電源アダプター 12V/1.5A 

動作温度 -10℃ ～ +60℃ 相対湿度、結露しない 

作業湿度 10 ～ 90% 

静電気防止 4K/8K 

消費電力 20W MAX 

機器のサイズ 123.5(W) * 84(D) *361.3(H)mm 

機器の重量 1.5KG 

カラム開口 33mm 

製品仕様 



1、セット（設定可能） 

2、時間 

3、ネットワーク 

4、温度表示エリア 

5、温度測定エリア 

6、デバイス情報エリア 

緑と赤ライト

の警告 

● 体温検知 

● マスク認識 

 

product is a professional for

 . is for 

other  crowd people. 

2.特徴   

● バックライト制御付きディスプレイ 

control 

● 3 色補正ランプ、夜間赤外線、RGB 二重補完ランプの RGB リアルタイムフィードバック認識結果 

RGB real-time feedback recognition results of three-color complementary lamp, night infrared, RGB 
double complementary lamp  

● HD ダイナミック双眼カメラ、ライブモニタリング 

dynamic monitoring 

● 24 時間連続稼働作業が安定します 

steady for  

設定が簡単 

● タッチ操作 

● グラフィカルイ
ンターフェイス 

● 多言語対応 

1 

2 3 

4 

5 

6 





8 インチ タッチパネルモデルのリモート管理など： 

オプションのご購入より、 

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 



21.5 インチ 広告、手指消毒、タッチパネル Wifi 型 

No. 商品型番 商品名 特徴 備考 

1 
JATK-DSA 

-2101-Touch 
21.5 インチ サーマルカメラ 183cm 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ + 手洗い  

183cm スタンド 

高さ調整対応 

2 
JATK-DSA 

-2102-Touch 
21.5 インチ サーマルカメラ 壁掛け式 

タッチパネル + wifi 機能 

デジタルサイネージ + 手洗い  
壁に掛け式 

1830mm 380mm 

450mm 

138mm 

540mm 高さ調整可能 



外観 

寸法 2034.5 * 600 * 450（L * W * T）（本体とロングスタンド取り外し可能） 

ボディ素材 シートメタル+アルミニウムシートメタル+アルミニウム 

設置方法 ロングスタンド /壁掛け 

ディスプレイ 

サイズ 21.5 インチ TFTLED 

表示領域/ス

ケール 
476.8 * 268.3 / 16 ： 9  

最大解像度 1920x1080 

輝度 標準 250cd / m2（明るさをカスタマイズ可能） 

コントラスト 3000 ： 01 ： 00  

視角 178/178（ワイド） 

反応時間 6ms 

色 16.7M カラー 

電源と消費電力 100V 〜 240V AC、≤ 60W 

マザーボード インタフェース 

RK3288、CPU4 コア ARM-A171.8GHz 

GPU-T764 

DDR オペレーティングメモリ 2GB ストレージスペース 8GB 

2 USB 外部、4 USB 

1 TF、1 RJ45 ネットワークポート、2 LVDS、1 HDMI 

4 つの RS232 レベルのシリアルポート 

Wifi / Bluetooth をサポート 

機能 

システム Android Android 7.1.2 

メニュー言語 
多言語システムのサポート（日本語、英語、中国語、ロシア語、フランス

語、スペイン語など） 

ビデオ対応フォーマット 
RM / RMVB、MKV、TS、FLV、AVI、VOB、MOV、WMV、MP4 などをサ

ポートします。 

オーディオ対応フォー

マット 

MPEG-1 レイヤー I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC  

5.1 / BSAC 2.0、WAV、24 ビットリニア PCM 7.1 

画像対応フォーマット BMP、JPEG、PNG、GIF  

その他の対応 PDF、PPT、SWF、テキスト、リアルタイムデータストリーム 

画面分割 

ビデオエリア、グラフィックエリア、ローリングキャプション、LOGO エ

リア、日付エリア、 

ウィークリーエリア、天気予報エリア、インスタントピクチャーエリア、

インスタントビデオエリア.. 

システム管理モード 
統合管理、グループ管理、マルチユーザー管理、リモートシステム管理、

タイムスイッチマシン統合管理 

リモート操作モード リモート自動電源オン/オフ 

システムプレイモード ループ、タイミング、挿入などの複数の再生モードをサポートします。 

システム構造 高度な B / S（ブラウザ/サーバー）管理アーキテクチャを採用する 

サポートネットワーク LAN、WAN、WIFI  

内蔵スピーカー 内蔵ミニデュアルスピーカー 

パラメータ 

信頼性 60000h 

動作温度 0℃〜 50℃ 

保管温度 -20℃〜 60℃ 



1.  Introduction ： 

この製品は、広告表示、顔検出、体温測定、スマート消毒および手洗い用のプロフェッショナルなスマート端

末デバイスです。 これは主に、ディスプレイセンター、デパート、アクセス制御、経路制御、およびその他の

群衆のいる公共の場所で使用されます。 

This product is a professional smart terminal device for advertising display, face detection, body 

temperature measurement, and smart disinfection and hand washing. It is mainly used in display 

centers, department stores, access control, pathway control and other public places with crowd 

people. 

2.特徵 Feature ： 

● 広告機とマルチメディア情報公開システムを組み合わせることで、リアルタイムのデータがインターネット

を介してリアルタイムで更新され、リアルタイムの画面情報が顧客の前に表示されます。 

Combining the advertising machine and the multimedia information publishing system, real-time 

data is updated in real-time via the Internet, and the wonderful screen and real-time information 

are perfectly displayed in front of customers. 

● HD ダイナミック双眼カメラ、ライブモニタリング 

dynamic monitoring 

● 24 時間連続稼働作業が安定します 

steady for  

● 広告表示 

● 体温検知 

● マスク認識 

● 手を洗い 
設定が簡単 

● タッチ操作 

● グラフィカルイ
ンターフェイス 

● 多言語対応 

広告表示の更新が簡単 

1、セット（設定可能） 

2、時間 

3、ネットワーク 

4、温度表示エリア 

5、温度測定エリア 

6、デバイス情報エリア 1 

2 3 

4 

5 

6 







サーマルカメラ 
大量納品、仕入、販売、見積りなど 

お問合せください。 

 

アトモ株式会社  

HP ： https:// www.artomo-inc.com 

メール： artomo.jp@gmail.com 

オンライン： https://pse.is/38rk8a 

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 4‐1‐10‐905  

オンラインお問い合わせ QR 


