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ユーザーマニュアル 

アトモ サーマルカメラ 

 7 インチ シリーズ 



※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 



 

 

 

上記、極端な環境で使用する場合、本体は故障しないかもしれないですが、正しく検温ができない場合はございます。 

周囲温度が 36、37 度を超える高温環境では使用できません。どのように測定しても高温になります。 

※本社のサーマルカメラ（顔認識温度計）の製品プロセスは、平均温度 28 度で校正およびデバッグされているため、 

機械の動作環境温度は、室内温度が 28 度に近い環境で使用することをお勧めします（プラスまたはマイナス 5 度）。 

 



3. 產品保養 Product Maintenance 製品のメンテナンス： 

 

定期用棉布擦拭面板，最好是高濃度酒精溶液 

Wipe the panel regularly with cotton cloth, preferably a high-concentration alcohol 

パネルを綿布、できれば高濃度アルコールで定期的に拭いてください。 

 

切勿讓設備進水或其他含水溶液 

Water or other aqueous is not allowed to enter into the equipment. 

水またはその他の液体が装置に入るのは許可されていません。 

 

不要在高溫，高濕的環境中存放 

Please do not stored in high temperature and high humidity environment 

高温多湿の環境で保管しないでください。 

 

 

4. 常見問題 Common Problems よくある質問： 

 

連接電源後，白光補光燈自動啟動；啟動完成後自動關閉 

After connecting the power, the white light fill light will automatically start; after the start is 
completed, it will automatically turn off 

電源を接続すると、白色の補助光が自動的に光ります。 起動が完了すると、自動的に光らなくなります。 

 

啟動時間大概一分鐘，切勿認為機器損壞 

Start-up time is about one minute, please do not think that the machine is damaged 

起動時間は約 1 分間ですので、機械が破損しているとは思わないでください。 

 

顯示幕啟動後大概需要 5 秒左右系統初始化  

After the display starts, it will takes about 5 seconds to initialize the system 

表示開始後、システムの初期化に約 5 秒かかります。 

 

頻繁識別，測溫，會使外殼略微發燙，屬於正常現象 

Too much identification and temperature measurement will make the shell slightly hot, 
which is a normal phenomenon 

識別と温度測定が多すぎると、シェルがわずかに熱くなります。これは通常の現象です。 

 

 

5. 附件 Accessories 付属品 

  

◆ 說明書 Instructions 説明書  

◆ 保修卡 Warranty card 保証カード 

◆ 變壓器 Adapter アダプタ 



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 
ARTomo-

SL0701 
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 

2 
ARTomo-

SL0702 
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 

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) 

1600mm 

450mm 

320mm 

60mm 

320mm スタンド高さ調整可能 
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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 
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寸法図 



デバイスケーブルの説明とご注意： 

 基本的に弊社のサーマルカメラは電源

ケーブルと LAN ケーブルのみ使用され

ております。  

 他のケーブルは使われておりませんが、

一応配線情報の説明を提供致します。 

 弊社は使用対応外のため、保証しません

ので。ご了承下さい。 



7 インチ アトモ サーマルカメラ 【音量】設定 手順のマニュアル 

① ハードウェアの準備と接続構成： 

ルーター (DHCP 機能 ON） 

LAN Cable LAN Cable 

同じネットワーク IP 範囲内の目的 

操作パソコン サーマルカメラの LAN ポートに接続

例： IP ： 192.168.0.9 例： IP ： 192.168.0.5 

② ツールのダウンロード と 操作パソコン で実行： 

ツールは弊社 HP の https://artomo-inc.com/partner-resource-download/ 

パートナーリソースからダウンロードできます。  

（7 インチ サーマルカメラ「音量、会社名、タイムゾーン(日本標準時間)」設定ツール (ZIP)） 

ZIP を解凍。 AWConfigTool.exe ファイルを実行。 説明の 1 ～ 7 までやっていけば

（ARTomo_7inch_Sound_Setting_Manual.jpg） 

ご質問や問題がありましたら、お問合せをよろしくお願い致します。 

※以外の欄位や設定値をイジらないで下さい。 

https://artomo-inc.com/partner-resource-download/
https://firestorage.jp/download/c01a39e8a71298f26af242fbe1c2d1b0e038dd4b


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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

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 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】オプションのご購入 

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 リモート管理機能 ： 

オプションのご購入について、 

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 

社内ネットワークで多対多管理可能 

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。 

⑴ 弊社の Amazon 販売より直接「製品＋リモート機能」や単品の「リモート管理ソフト」ご購入す

ることができます。 

https://www.amazon.co.jp/stores/page/617067A6-871E-4C14-AEE9-A04E962DD03C 

⑵ 7 インチ サーマルカメラをご購入頂いた上、ご不明な点がございましたら、弊社のリモート管理

サービスの使用のお問合せをお願い致します。 

https://pse.is/38rk8a
https://www.amazon.co.jp/stores/page/617067A6-871E-4C14-AEE9-A04E962DD03C
https://www.amazon.co.jp/stores/page/617067A6-871E-4C14-AEE9-A04E962DD03C


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(800~1400mm) 

高級光柱シリーズ 

自動手洗器を 

光柱対応のみ 



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 


