SmartXcan (スマートスキャン） - 非接触型表面温度検知装置
企業・教育機関・施設などの全ての入場者にこのSmartXcanが、よ
り安心な対策をご提供いたします。 施設への入場時に表面温度を
瞬時に検知し、音と光で知らせることで、コンサート、イベント、劇場、
ホテル、店舗などあらゆる施設への入場者のスクリーニングがスムーズか
つ迅速に行えます（リモートによる確認も可能です）。
プライバシー保護のためSmartXcanは入場者を特定する情報は収
集出来ないシステムになっています。
SmartXcanは表面温度の測定をしており、体温計ではありませんの
で、医療行為には使用できません。
表面温度が高い場合(37.5℃以上)は体温計で再検温を行ってくだ
さい。

仕様
•

センサー: 赤外線サーマルアレイ

•

スキャナー本体: キャスター付き、 カウンタートップ

•

仕上げ︓アルミニウムに黒色パウダーコート仕上げ（またはリクエス
トに応じて変更可）

•

アラーム・インジケータ: ブザーと光（緑/赤）

•

設定インターフェイス: ブラウザーベース

•

ポート: 10/100イーサネット、サービスポート、microSD

•

電源: 85-264VAC 27-60Hz 1A, PoEクラス1, またはバッテリー
駆動 (24時間連続使用)
測定距離: 10-30cm

•

•

測定時間・出力時間: 1回の測定時間0.6秒 (近づき、測定し、立
ち去るまでに5秒) 700人/1時間
稼働環境: 18-24℃、 湿度10-75％、結露なし

•

IP定格: IP30

•
•

標準スキャナー: IEC 80601-2-59:2017, CE, FCC; imaging,
I/O module
質量: 22.5㎏

•

寸法 (高さx 幅 x 奥行): 1416㎜ｘ457㎜x492㎜

•

レンタルのお問い合わせは︓
営業部レンタルサービス
03-6414-8630
rentaljapan@prg.com
販売のお問い合わせは︓
営業部プロダクトセールスチーム
03-6414-8620
salesjapan@prg.com
www.prg.com
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非接触型表面温度検知装置

SmartXcanは、キャスター付きのポータブルな機材で、設置も簡単です。 電力
は、標準の120VAC、PoEクラス1で給電、または最大24時間の連続使用を可
能にするバッテリーを使って使用することも出来ます。 その他のオプションにとして、
自動進入制御用の回転式改札ゲートがあります。 常設用SmartXcanは、床、
壁、またはカウンタートップに設置でき、既存のアクセスコントロールシステムと統合
することが出来ます。
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