


















 















　　　新しい生活様式には、ピッとシュ！

非接触型検温・消毒機
ピッとシュ！
2020年 9月新発売！

精度とコスト 選べる2つのラインナップ
サーモグラフィカメラ + AI顔認証デバイス

高精度でHDMI画面出力付き。
ロビーや受付など、多数のお客様に対して
スクリーニングする場合に最適。

株主総会

参加者の発熱リスク検知とマスク着用確認

展示会等のイベント

来場受付時の発熱リスク検知

ライブ・コンサート会場

来場者チケット確認時の発熱リスク検知

スポーツ競技場

来場者チケット確認時の発熱リスク検知

小さなスペースで顔認証も同時実施。
ドアやゲートに設置し、従業員や作業者の
日々のスクリーニングに最適。

ショッピングストア

従業員出入り口での発熱リスク検知

建設現場

作業員出入り口での発熱リスク検知

オフィスゲート

入場ゲートでの発熱リスク検知 / 顔認証

オフィスフロア

ドア前での発熱リスク検知 / 顔認証

画面サイズ

測定誤差

測定距離

顔登録人数

測温解像度

モニタ出力

5.5 インチ

±0.4℃

0.3～1.2m

20,000人

120 x 90

なし

画面サイズ

測定誤差

測定距離

顔登録人数

測温解像度

モニタ出力

8 インチ

±0.3℃

0.5～1.5m

50,000人

384 x 288

HDMI

Sense
Thunder
-E

サーモグラフィカメラ + 
AI顔認証デバイス

Sense
Thunder

-Mini

サーモグラフィカメラ + 
AI顔認証デバイス
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日本コンピュータビジョン株式会社 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-5-1 半蔵門PREX South 6F 2020年6月発行

価格詳細は別途お問い合わせください

寸法(mm): 
227×67.3×70.47
重量(kg): 1.5

専用シャフト(端末角度調節可能)

本製品は医療機器でありません。体温測定や診断目的での温度検知には、医療機器を使用してください。

デバイス画像

 測定方式  赤外線サーモグラフィカメラ
 赤外線解像度 384×288 (110,592ピクセル)  120×90 (10,800ピクセル)
 温度検知範囲  30℃~45℃

検知の仕様 最小単位  0.1℃
 精度 ±0.3℃  ±0.4℃
 発熱リスクアラーム  有り(端末本体) ※ブザーまたは音声アラーム
 サーモグラフィ映像表示 〇 (端末側＆外部出力側)  〇 (端末側)
 検知距離 ~1.5m  ~1.2m
 顔認証測定距離 ~2m  ~2m
 認証速度  0.5秒
 保存方法(対象)  管理サーバ(温度と顔写真)
 設置方式  床置きスタンド・卓上スタンド

顔認証の仕様 顔認証 登録人数 50,000名  20,000名
 ユーザの管理  サーバ側での集中管理全端末への自動同期 (一括登録ツール有り)
 マスク着用検知  〇
 ゲート・ドアの制御  〇(無電圧接点/Wiegand等)
 ディスプレイ 8インチ  5.5インチ
 HDMI出力 〇(可視光/サーモ/検温結果の3種類表示)  ×

SenseThunder-E SenseThunder-Mini

サーモグラフィカメラ + 
AI顔認証デバイス

専用シャフト

管理プラットフォーム用
ライセンス

［初期費用］ ［年間費用（次年度以降発生）］

メンテナンスパック導入パック

ShortシャフトまたはLongシャフト

管理プラットフォーム用
ライセンス

バージョンアップ権利

ハードウェア保証

カスタマーサポート
（平日10-17時・メール受付）

（センドバック修理）

Shortシャフト

寸法(mm): 
1350×300×70.47
重量(kg): 12

Longシャフト

導入パック+メンテナンスパックの買い切り型

！
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◆これからのウイルス対策に向けたご提案　antivirus tool catalog  仕様・価格表　（Vol.1）

ページ 品　番 単　位

Office 1 O-1/O-1-L ●事務所用飛沫ガード（コの字本体+L型パーツ）

（事務所） サイズ： O-1（コの字本体） W1150㎜ D950㎜ H500㎜（寸法例） O-１ １台 ¥14,000 （税抜価格）

　下部切欠きW500㎜ H50㎜　連結ﾛｰﾚｯﾄ×４ 滑り止めｸｯｼｮﾝ×6

O-1-L（L型パーツ） W100㎜ D950㎜ H500㎜（寸法例） O-１-L １台 ¥4,000 （税抜価格）

　連結ﾛｰﾚｯﾄ×2 滑り止めｸｯｼｮﾝ×2 梱包費 （１ケース） ¥1,000 （税抜価格）

材質： ｔ3㎜　透明アクリル 送料 （関西） ¥3,000 （税抜価格）

（関東） ¥4,000 （税抜価格）

※別注サイズ承ります。 取付設置料　 別途見積

2 O-2 ●事務所用飛沫ガードパーティション １台 ¥15,000 （税抜価格）

サイズ： 本体：W1300㎜ H600㎜　台座：W120㎜ D120㎜ H53 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： 本体：ｔ3㎜透明アクリル   上部パーツおよび台座：木材

下部切欠きW600㎜ H50㎜　滑り止めｸｯｼｮﾝ×4

※別注サイズ承ります。

2 O-3 ●事務所用飛沫ガードパーティション １台 ¥7,500 （税抜価格）

サイズ： 本体：W1100㎜ H600㎜　台座：W120㎜ D120㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： 本体および台座：ｔ3㎜透明アクリル 

下部切欠きW600㎜ H50㎜　滑り止めｸｯｼｮﾝ×4

※別注サイズ承ります。

Department 3 D-1-W600 ●飛沫防止パーティション W600 １台 ¥7,500 （税抜価格）

Store サイズ： W600㎜ D200㎜ H600㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

（百貨店） 材質： 本体・脚/ｔ4㎜　透明アクリル

下部切欠きW300㎜ H200㎜　滑り止めｸｯｼｮﾝ×4

※別注サイズ承ります。

4 D-2 ●飛沫防止 天井吊り防炎シート タペストリー

D-２-W900 サイズ： W900㎜  / W1200㎜  / W1800㎜  　（アルミパイプW2000㎜まで可） W900 １ｾｯﾄ ¥5,700 （税抜価格）

D-２-W1200 材質： 防炎シート（ｱｷﾚｽﾌﾗｰﾚ）H700㎜（高さ900㎜まで別注サイズ承ります） W1200 １ｾｯﾄ ¥6,000 （税抜価格）

D-２-W1800 ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟΦ16㎜  （Φ25㎜に変更可ｶﾗｰ：ｼﾙﾊﾞｰ・ﾌﾞﾗｯｸ）ﾜｲﾔｰｼｽﾃﾑＡＴ-1 W1800 １ｾｯﾄ ¥8,000 （税抜価格）

運搬・現場取付設置料　 別途見積

※別途：ｼｰﾄｶｯﾄ・組立・梱包費　①1～10ｾｯﾄ 65,000円  ②10～20ｾｯﾄ 125,000円  ③20ｾｯﾄ以上 185,000円

※別注サイズ承ります。重量および天井の状態により、別途、天井内補強費が必要な場合があります。

Events 5 E-１ ●催事用 仮設 飛沫防止防炎シート（Lポール2本お買取り含む）

（イベント） E-１-W900 サイズ： W900㎜  / W1200㎜  / W1800㎜ W900 １式 ¥16,000 （税抜価格）

E-１-W1200 材質： 防炎シート（アキレスフラーレ）H700㎜（高さ900㎜まで別注サイズ承ります） W1200 １式 ¥18,000 （税抜価格）

E-１-W1800 アルミパイプ　20㎜×22㎜ W1800 １式 ¥19,000 （税抜価格）

Lポール×２本＠5,000円（Lﾎﾟｰﾙお買取り価格   ﾚﾝﾀﾙ対応も可能です） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

※アルミパイプとLポールは結束バンド留め

5 E-２ ●フードカバー １個 ¥1,900 （税抜価格）

サイズ： W400㎜ D150㎜（天）350㎜（底） H250㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： ｔ5㎜　透明アクリル

重量： 1.75㎏

※別注サイズ承ります。

Hotel 6 H-１ ●ビュッフェカバー（引戸式） １台 ¥375,000 （税抜価格）

（ホテル） サイズ： W1400㎜ D680㎜ H430㎜（寸法例） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： フレーム/SUSHL　ｔ５㎜透明アクリル

引戸レール/マルチローラーガイドレール

※別注サイズ承ります。

6 H-２ ●ビュッフェカバー（開閉式） １台 ¥125,000 （税抜価格）

サイズ： W580㎜ D790㎜ H400㎜（寸法例） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： フレーム/SUSHL　ｔ５㎜透明ポリカーボネイト

開閉ポリカーボネイト扉付

※別注サイズ承ります。

Store 7 S-１ ●キャッシュガード（L） １台 ¥19,000 （税抜価格）

（店舗） サイズ： W900㎜ H500㎜　（台座W280㎜ D350㎜） 送料込み・メーカより直送

材質： ペット3㎜厚　台座ステンレス （納期：約10日間）

※アルコール拭きOK　左右反転設置可

8 S-２ ●キャッシュガード（S） １台 ¥17,000 （税抜価格）

サイズ： W500㎜ H500㎜　（台座W280㎜ D350㎜） 送料込み・メーカより直送

材質： ペット3㎜厚　台座ステンレス （納期：約10日間）

※アルコール拭きOK

9 S-3 ●飛沫防止防炎タペストリー

S-３-W900 サイズ： W900㎜  / W1200㎜  / W1800㎜ W900 １枚 ¥6,000 （税抜価格）

S-３-W1200 材質： 防炎シート（アキレスフラーレ）H1200㎜まで W1200 １枚 ¥8,000 （税抜価格）

S-３-W1800 アルミパイプ　20㎜×22㎜ W1800 １枚 ¥9,000 （税抜価格）

ﾊﾟｲﾌﾟｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ（W）・ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ（DB）・ﾌﾞﾗｯｸ（BK） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

※別注サイズ承ります。

10 S-４ ●飛沫防止サイドパネル １台 ¥16,000 （税抜価格）

サイズ： W600㎜ H1350㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

材質： パネル：AGCツインカーボ4.5㎜クリア色　パネルエッジ：塩ビおよびシリコン溝ゴム

パネル用脚：スチール３㎜焼付塗装（ライトグレー）ボルト固定

パネル振れ止め：振れ止めブラケット　乳半アクリル3㎜　両面テープ留め

11 S-５ ●フロアステッカー（丸型） １枚 ¥1,800 （税抜価格）

サイズ： 300Φ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積
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色： choco（チョコ）・navy（ネイビー）・gray（グレー）

材質： 再剥離シート ※別注デザイン承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

11 S-6 ●フロアステッカー（角型） １枚 ¥2,500 （税抜価格）

サイズ： W500㎜ H300㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

色： choco（チョコ）・navy（ネイビー）・gray（グレー）

材質： 再剥離シート ※別注デザイン承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

12 S-7 ●ベルトパーティション １本 ¥12,500 （税抜価格）

サイズ： W300㎜ H850㎜（支柱径63㎜） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

２ｍの自動取り巻き式ベルト付き

12 S-８ ●ベルトパーティションスクリーン（上下巻取り式） １式 ¥50,000 （税抜価格）

本体サイズ： W1470㎜　D90㎜　H110㎜～1000㎜（上下巻取り式） オリジナルデザイン作成・出力一式 ¥10,000 （税抜価格）

梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

ベルトパーティション対応サイズ：W1200　H＝ポールの高さに合わせて+上部150㎜の白場

パーツ： ポールカバー×２　シリコンパーツ（凸型・T型）×各１

※ベルトパーテーションは別売りです。オリジナルデザイン承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

13 S-９ ●消毒フットスタンド １台 ¥31,000 （税抜価格）

サイズ： W350㎜ D350㎜ H1300㎜ オリジナルデザイン作成・出力一式 ¥5,000 （税抜価格）

材質： 本体/スチール クロームメッキ（ツヤ消し） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

ｾｯﾄ内容： 本体、トレー、A4POP、１ℓポンプ×１本（消毒液は含みません）

本体以外のパーツは取り外し式

※A4告知看板の別注デザイン、告知等承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

13 S-10 ●消毒液スタンド自立タイプ １台 ¥19,000 （税抜価格）

サイズ： W295㎜ D295㎜ H890㎜ オリジナルデザイン作成・出力一式 ¥10,000 （税抜価格）

（四角柱本体サイズW150㎜ D150㎜ H888㎜） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

※背面パネル・消毒液ボトルの高さは含まれません

※本体の別注デザイン、告知等承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

14 S-11 ●センサー感知式消毒スタンド（卓上タイプ） １台 ¥31,000 （税抜価格）

オリジナルPOP作成・出力一式 ¥6,000 （税抜価格）

サイズ： W200㎜ D230㎜ H415㎜（本体サイズW123㎜ D114㎜ H262㎜） 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

重量： 900ｇ　ボトル容量800㎖　使用可能原液　アルコール消毒液　バッテリー単三電池４本もしくは８本

※背面パネルの別注デザイン、告知等承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

14 S-12 ●センサー感知式消毒スタンド（スタンドタイプ） １台 ¥48,000 （税抜価格）

オリジナルPOP作成・出力一式 ¥6,000 （税抜価格）

サイズ： W292㎜ D240㎜ H1340㎜（本体サイズW123㎜ D114㎜ H262㎜） ドームウェイト６㎏（別売） ¥7,000 （税抜価格）

梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

重量： 900ｇ　ボトル容量800㎖　使用可能原液　アルコール消毒液　バッテリー単三電池４本もしくは８本

※背面パネルの別注デザイン、告知等承ります。（原稿データをいただき、データ作成出力いたします）

15 S-18 ●非接触型検温・消毒機　ピッとシュ！ 1台 ¥25,000 （税抜価格）

サイズ： Ｗ96㎜Ｄ208㎜ H253㎜（カラー：ホワイト） 配送費 ¥3,000 （税抜価格）

動作保証環境湿度：5℃～40℃　測定距離：5㎝以内　測定単位：0.1℃単位　液噴射ｾﾝｻｰ反応距離：5㎝以内　測定温度範囲：32℃～42.9℃

タンク容量：1.2Ｌ　電源：単３乾電池６本（別売）/ USB Type-C（別売） ※注文番号：799-90　品名：ピッとシュ　品番：ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ

16 S-13 ●Ai温度検知ソリューション　Sense Thunder - Mini １式（３年） ¥600,000 （税抜価格）

測定方式： 赤外線サーモカメラ （測定距離　～1ｍ） （次年度より） ¥100,000 （税抜価格）

ディスプレイ 5.5インチ ※導入実績：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｼｮｯﾌﾟ・ｲｵﾝﾓｰﾙ・TOHOｼﾈﾏ劇場など

赤外線解像度： 120×90（10,800ピクセル） お取り扱い先：大興電子通信㈱（富士通ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業）

映像表示： 端末側

【初期費用・３年】導入パック（ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｶﾒﾗ+AI顔認証ﾃﾞﾊﾞｲｽ・専用ｼｬﾌﾄ（ｼｮｰﾄ又はﾛﾝｸﾞ）・管理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ用ﾗｲｾﾝｽ）

【年間費用・次年度より】ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｯｸ（管理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ用ﾗｲｾﾝｽ・ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ認証・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ権利）

16 S-14 ●Ai温度検知ソリューション　Sense Thunder - E １式（３年） ¥2,100,000 （税抜価格）

測定方式： 赤外線サーモカメラ （測定距離　～1.5ｍ） （次年度より） ¥360,000 （税抜価格）

ディスプレイ 8インチ ※導入実績：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｼｮｯﾌﾟ・ｲｵﾝﾓｰﾙ・TOHOｼﾈﾏ劇場など

赤外線解像度： 384×288（110,592ピクセル） お取り扱い先：大興電子通信㈱（富士通ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業）

映像表示： 端末側  （HDMI出力付）

【初期費用・３年】導入パック（ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｶﾒﾗ+AI顔認証ﾃﾞﾊﾞｲｽ・専用ｼｬﾌﾄ（ｼｮｰﾄ又はﾛﾝｸﾞ）・管理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ用ﾗｲｾﾝｽ）

【年間費用・次年度より】ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｯｸ（管理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ用ﾗｲｾﾝｽ・ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ認証・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ権利）

17 S-15 ●Ai温度検知ソリューション アクセスコントロール＆サーマルAIカメラNSAC-TH1001 １式 ¥348,000 （税抜価格）

サイズ： W123.5㎜ D84㎜ H361.3㎜（本体） 卓上スタンド（別売） ¥15,000 （税抜価格）

重量： 2.1㎏ ポールスタンド（別売） ¥38,000 （税抜価格）

別売： 卓上スタンド　サイズ：W283㎜ D283㎜ H38㎜ お取り扱い先：㈱サードアイズ・シャープマーケティングジャパン㈱

ポールスタンド　サイズ：W250㎜ D250㎜ H1195㎜ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

（ポールサイズ：W87㎜ D87㎜ H1195㎜）

18 S-16 ●Aiサーマルカメラ（ドームタイプ） １式 ¥1,000,000 （税抜価格）

サイズ： W138.3㎜ D138.3㎜ H123.1㎜ お取り扱い先：㈱サードアイズ・シャープマーケティングジャパン㈱

本体重量　940ｇ 梱包・運搬・取付設置料　 別途見積

セット内容： サーマルカメラ本体・三脚・三脚取付アダプター・PoEHUB・MVR・モニター・LANケーブル5ｍ・モニターケーブル

19 S-17-1 ●施設まるごと抗菌コーティング  「無光触媒コーティング材　SRW-30」 １式 別途見積

一度の施工で３～５年にわたり効果を持続

「無光触媒コーティング材　SRW-30」はあらゆるものへ「抗ウイルス加工」「抗菌加工」さらには「消臭加工」を

低コスト・短時間（３０分乾燥）で実現します。

20 S-17-2 ●施設まるごと抗菌コーティング「セルフィール」 １式 別途見積

一度の施工で１０年にわたり効果を発揮

セルフィールは「抗ウイルス加工」「抗菌加工」さらには、「消臭加工」を低コスト・短時間で実現します。

21 ●参考資料
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