
取扱説明書
非接触検温・非接触手指消毒
AI 顔認証・マスク着用チェック
M211

■お買いあげいただき、まことに
ありがとうございました。
■安全に正しくお使いいただくため、
ご使用前にこの取り扱い説明書を必
ずお読みください。
■この取扱説明書は保証書とともに
いつでも見ることができるところに
必ず保存してください。
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●本機にぶらさがったり寄りかかったりしないでください。
倒れた場合に思わぬけがの原因となります。
●乗ったり重いものを置いたりしないでください。
特に小さいお子様のいる場所ではご注意ください。
●不安定な場所に設置しない。
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると倒れたりし
てけがの原因となります。

・雷が鳴りだしたら、電源プラグ
　に触れないでください。
　感電の原因になります。

本機を長時間使用する場合特に高温環
境では熱くなることがあるので注意する。

 警告：この製品の温度を測定する機能
医療製品ではなく、瞬時に高温者を見分ける為に使用します。
診断目的での体温は医療用の体温計にて測定してください。
また、起動後、直ぐは検温できません。
モジュールが安定する 10分後に測定開始をしてください。
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本機は低重心、且つ非接触にてご利用する為、転倒は極めて御座いません。
しかし、外圧、天災、不慮の事故が無いとは否めません。

転倒防止対策としては、
①4か所に金具（別売）を取り付けることで転倒事故を大幅に減少致します。

②壁沿いに設置することも、転倒防止対策で御座います。

①と②の転倒防止対策を行う事で、転倒事故を大幅に減少致します。

①に関しては施工費用が発生することも御座います。

また、転倒防止対策は、怪我などの危害の軽減を意図したものですが、
全てを保証するものでは御座いません。



取り扱い上のご注意
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■水をかけないでください。
本端末、AC アダプタ（接続ケーブル含む）は防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、
雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となりま
す。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あら
かじめご了承ください。
なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

■お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
· 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
· ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
· アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因と
なったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。



■本端末に無理な力がかからないように使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池
などの破損、故障の原因となります。
また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
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次のものが入っていますか？
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次のものが入っています。

1.  本体　　2.  電源アダプター

3. 鍵 2 本　　4.  薬液収納庫オープナーキー 

5. 消毒スペース用受け皿 

6. タイラップ     7.  大ネジ 8 個・小ネジ６個　

万一、不足のものがありましたら、info@dvision.bizまで
ご連絡ください。



各部の名前
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本　体 装飾ライト

手指消毒ウィンドウ

電源スイッチ・LAN ケーブル接続ポート

AC アダプタ接続コネクタ ( 背面 )

消毒液 1000ml タンク収納部（施錠式）

台座

USB ポート

ライブワイドダイナミックカメラ
赤外線センサー

8 インチモニター

スピーカー

ライティング



基本の使い方
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電源を入れる1
本体背面下部にある、電源スイッチを ON にします。

2 電源を入れた後、直ぐは検温できません。

3 検温のしかたとマスク着用チェック
本体の正面 20 ㎝～ 50 ㎝の距離に立ち、右図、ディスプレ

イの白枠顔型に顔が収まるように合わせます。

非接触で検温され、瞬時に温度がディスプレイに表示され

ます。

同時にマスク着用の有無をチェックし音声でお知らせします。

また、マスク未着用やマスクがズレている場合は、音声で着

用を促します。

モジュールが安定する 10 分後に測定開始をしてください。
20 ㎝～ 50 ㎝

白枠に顔が入るように
合わせ、赤い丸印が額
の位置にくるようにし
ます。

ディスプレイ

ライティング
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画面表示4
検温をすると画面に温度が表示され、音声でお知らせします。音声は (ON/OFF 可能 )。
・正常体温・異常な高体温 (37.3℃以上 )・異常な低体温
異常な体温の場合、本体上部装飾ライトが赤く点灯、高低体温アラームが鳴り、音声で再テストを促します。

36.5℃ 37.3℃ 35.0℃

正常な体温 異常な高体温 異常な低体温
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本体中央部にある手指消毒ウインドウに手を差し込みます。
少し上に手をかざすと、非接触にて消毒液が噴霧し、消毒をします。

手指消毒のしかた5

消毒液受けトレイは定期的にお掃除してください。

キープ機能・データエクスポート6
詳細はホームページをご覧ください。   dsjtokyo.com
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■検温時の注意点
●本体から離れすぎていると正確に測定することができません。
　検温画面の白枠に顔を合わせ、赤い丸印が額の中央にくるようにしてください。

●大きなメガネを着用して測定すると、角度によって赤外線センサーが反射し、
　干渉する場合があり、 正確に測定できないことがあります。

●静止した状態でまっすぐ正面を向いて測定してください。
　横を向いたり動いてしまうと、正確に測定することができません。
 　帽子などで額が隠れてしまうと正確に測定できない場合があります。

●マスクの形状によっては検知しない場合があり、正確に測定できない場合があります。



仕様
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型番 LKS-TM001X 

OS Android 7.1.2 システム 

カメラ 
200 万画素、ワイドダイナミック、in vivo デュアル写

真、強力バックライト抵抗 

タッチ画面 静電容量式タッチパネル、8 インチ a ゲージ LCD（16:10） 

認証モード 顔認識、温度検出、オプションの IC、ID カード 

測定範囲 35.5℃—42℃（非医療製品の機能） 

温度測定精度 精度：0.5℃顔面距離：20CM—50CM 

ストレージ容量 登録者数 20,000 人分と 150,000 人分の画像を保存 

外部インターフェース 
USB RJ45 RS232 TTL、リセットスイッチ、Wi-Fi アンテナインタ

ーフェイス、インターフェイスブレーキ 

使用電圧 DC12V±20% 

通信モード オプションの有線ネットワーク、Wi-Fi、4G 

手指の消毒 消毒スプレー 

スプレートリガーモード 
赤外線感知により、距離の調整が可能。 

光の明暗の影響を受けない 

消毒能力 1000ml 詰め替え式インナーボトル 

スプレーポンプヘッド 30 万回以上の耐用回数 

外形寸法 
260（幅）mm×1610（高さ）×200（厚さ）mm 

台座部分 400（幅）mm×1610（高さ）×320（厚さ）mm  

 



検温・手指消毒・AI 顔認証の配線ポート
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■仕様 

入力電力 
AC 110-

240V 
出力電力 DC 12V 5A 

スタンバイ時消費電力 0.5W 未満 スピーカーパワー 8Ω1W 

消費電力 

 
20W 未満   

 

 

■動作環境 

適正動作温度 10℃ ～ 30℃ 

適正動作湿度 0% ～ 90%RH 

適正保存温度 -10℃ ～ 60℃ 

適正保管湿度 0% ～ 65%RH 

 



外形寸法
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 400mm 

260mm 

900mm 

1610mm 

1080mm 

200mm 

320mm 



お手入れ
キャビネットのお手入れのしかた

・常に清潔にしてご使用ください。

・ 汚れは柔らかい布（綿、ネル等）で軽く拭きとってください。
ベンジン、シンナーなどで拭いたり、化学雑巾（シートタイプのウエット・ドライのものも含め）を使うと、本体キャ
ビネットの成分が変質したり、塗料がはげたり、ひび割れなどの原因となる場合があります。

・ 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。

・ 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした柔らかい布（綿、ネル等）をよく絞って拭きとり、柔らかい乾
いた布で仕上げてください。

・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない
でください。
プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

・ステッカーやテープなどを貼らないでください。
キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

1 5



■直射日光の当たる場所に放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

■本端末（ディスプレイ）に磁気を帯びたものを近づけないでください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります｡

1 6



本端末（ディスプレイ）についてのお願い
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■ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
ディスプレイが破損する原因となります。

■極端な高温、低温は避けてください。
温度は 10℃～ 30℃、湿度は 0% ～ 90% の範囲でご使用ください。

■一般の電話機やテレビ･ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、
なるべく離れた場所でご使用ください。

■本端末（ディスプレイ）に衝撃を与えたりしないでください。
故障、破損の原因となります。

■外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。

■使用中、本端末（ディスプレイ）は温かくなりますが、異常ではありません。
そのままご使用ください。



消毒液の交換方法
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内容量 1000㎖タンク
消毒液 1000ml タンク収納部鍵穴

施錠式になっていますので、

この部分に ( 本体左側面 ) 鍵を差し込み、

収納庫の扉を開きます。

液状用ノズル、泡状用ノズル

ジェル状用ノズル

ノズル交換部
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１

鍵を差し込み左へ回します。

2

本体背面の扉を開け、消毒液噴霧器の ON/OFF
スイッチを上にスライドし、OFF にします。

3

タンクカバー上部の鍵穴に、タンクキーを
差し込み、矢印の方向へタンクカバーを開
きます。

4 ノズル横のつまみ部分を両サイ
ドからつまみ、同時にタンク部
分を持ち、平行に引き出します。

消毒液タンクの取り外し方

※タンクカバーが
開いている時は、
左下の赤ランプが
点滅します。
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1000mlライン

タンク上部の黒ゴムキャップを外し、
消毒液を上限 1000ml ラインまで入れ
ます。（漏斗を使うとスムーズに入り
ます。）
消毒液を入れたら、黒ゴムキャップを
しっかりと閉めます。
※漏斗は付属しておりません。
注：タンクに消毒液を入れた後は、タン
クをまっすぐに保ってください。
横に傾けると、液が漏れ出ます。

消毒液をタンクに入れる

消
毒
液
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1

手前

奥

薬液を入れたタンクを支えながら、ノ
ズルのつまみ部分を合わます。
つまみ部分が入ったら、タンクとノズ
ル部分をそのまま押し込みます。※注

消毒液タンクを取り付ける

2

タンクとノズル部
分が、しっかりと
装着されているこ
とを確認します。

3

タンクカバーを矢印の方向へ押し、
閉じます。
※この時タンクキーは必要ありませ
ん。

ノズル取り付け位置の浅い方が、手前、

深い方が奥になります。

奥

深い

手前

浅い



保障とアフターサービス
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■保証書（別添）
▶保証書は、お買い上げ日・販売店名等の記入をお確かめの上、販売店から受け取ってください。

■保証期間
▶お買い上げ日から 1年間です。
1年以内に部品に欠陥があると判明した場合、無償にて交換修理致します。

▶無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の特約店及び販売会社にお申しつけください。
※修理期間中の営業補償はいたしません。ご了承ください。



■保証範囲
▶適切な使用、維持管理を行った使用状態で保証期間内に故障した場合に無料修理をさせていただきます。　
保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
※本機を分解すると保証が無効になります。
但し、保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。

・使用過程で生じる錆や腐食

・事故

・不適切な操作での取り扱い

・不適切なメンテナンス

・輸送の損傷

・乱用・誤用

・お客様による不正な修理

・意図的な損傷

・自然災害

・純正部品以外のものを使用した場合

23



( イ ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
( ロ ) 納入後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
( ハ ) ほこり、動物、昆虫類等の侵入、及び火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害、
　　　異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
( ニ ) 本書のご提示がない場合
( ホ ) 本書に納入年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
( ヘ ) 出張修理を行う場合の出張に要する実費
( ト ) 適切な使用、維持管理を行わなかったことによる当該品の不具合
( チ ) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品お不具合
( リ ) 塗装の色あせなどの経年劣化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合

▶２. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
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