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株式会社アイテックスは
バーコードスキャナ・ハンディターミナル及びソフト開発事業を行う会社として
2003 年に設立しました。
海外及び日本のメーカーより直接仕入を行い、
バーコード関連機器の総合商社としてお客様に

「良い製品を低価格で提供する事」を目的に販売を行ってまいりました。

2018 年からブックスキャナ・フイルムスキャナ等の光学スキャナの販売を開始し、
2020 年にはコロナウィルス感染拡大に伴い、サーモグラフィーカメラ・
ＣＯ２メーター等の感染症対策用品の販売を始めました。
2021 年はハードウェアだけではなく
顔認証チェックインシステムのソフトウェア開発を行い、
更にお客様の要望に応えられるように
電子棚札・電子黒板・空気清浄機など製品のラインナップを充実させます。

今後もお客様の要望に合わせた製品ラインナップ増やし、
ソフトウェアのバージョンアップを行い、

「お客様と喜びを分かち合える製品販売」を目指します。

ご提案から納品後のアフターサービスまでお客様に満足して頂けるように
全社員でサポートさせて頂きます。

代表取締役　望月　紳一朗
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2 次元バーコードリーダー（有線）

ITR-3392Plus
■人間工学に基づいた使いやすく、堅牢な設計

光源

617nm 可視光LED

動作温度 重量

0～50℃ 143g

読取距離

5～350mm（NB：0.33mm）

最小分解能

1次元 0.1mm

動作温度 重量

0～50℃ 145g

イメージセンサー
1280 x 800画素, CMOS, 

グローバルシャッター 60fps
動作温度 重量

0～50℃ 160g

Xenon 1950gHD 
■驚異の読み取り性能を発揮する2次元エリアイメージャー

1470g-2D
■エントリーモデル。360°読み取りが可能

ITR-2400
■グリーンスポットでの高い視認性を実現

イメージセンサー

エリアイメージャー（1040×720px）

動作温度 重量

0～50℃ 130g

L-46X
■OCRフォント・液晶・DPM読み取り可能

DS2208
■圧倒的なコストパフォーマンスの2次元イメージャ

AT20Q
■高速シャッタ全方向読み取りが速いハイブリッドスキャナ

光源

LED624nm

最小分解能

0.10mm

動作温度 重量

0～50℃ 約161g

光源

電球色LED

動作温度 重量

-5～50℃ 112g

最少分解能　

0.167mm（2次元）／0.125mm（1次元）

動作温度 重量

-5～50℃ 約110g

DS3608
■耐落下2.4mの高堅牢2次元バーコードリーダー

光源
SR/ER：ハイパーレッドLED660mm

HD/HP：暖白色LED×2
最小分解能

1次元 0.127mm／2次元 0.19mm

動作温度 重量

-30～50℃ 305g



＊バッテリは 1 年保証

4 5

2 次元バーコードリーダー（無線）

GT20Q-SB
■あらゆる環境下での使用に応えるタフモデル

Xenon 1952gHD
■従来のモデルから全てが進化した極みのXenon！
　　　驚異の読み取り性能を発揮する2次元エリアイメージャー

読み取り方式

エリアセンサ

動作温度 重量

-20～50℃ 230g（電池含）

イメージセンサー
1280 x 800画素, CMOS, 

グローバルシャッター 60fps
動作温度 重量

0～50℃ 220g

GBT4500
■1メガピクセルセンサ搭載！A4サイズまで読込可能！
　　　無線モデルはワイヤレス充電方式を業界初採用！

最小分解能

0.195mm(7.5mil)

動作温度 重量

0～50℃ 約235g
（バッテリー含む）

1472g-2D
■エントリーモデルながら優れた読み取り性能。
　　　　　　　　　　　　　　　　　360°読み取りが可能

イメージセンサー

エリアイメージャー（1040×720px）

動作温度 重量

5～40℃ 本体210g
クレードル179g

ITR-2400BT
■グリーンスポットでの高い視認性を実現

　読取距離

5～350mm（NB：0.33mm）

最少分解能 動作温度 重量

1次元 0.1mm 0～50℃ 200g

＊通信アダプタ別売

AT27Q-SB
■QRコードもバーコードもこれ1台
　　　　　　　　　抜群の読み取り性能を誇るハイブリットスキャナ

最少分解能　
2次元コード 0.167mm
  バーコード 0.125mm

寸法

95×162×63mm

動作温度 重量

-5～50℃ 約200g
（バッテリー含）

DS2278
■圧倒的コストパフォーマンスの2次元コードレススキャナ

DS3678
■あらゆる状況で優れたスキャン性能を実現

光源

LED624nm

最小分解能

0.10mm

動作温度 重量

0～50℃ 214g（付属品を除く）

光源
高輝度可視光LED660nm（SR/ER）

暖白色光LED（HP/HD） マルチプル照明（DP）
最小分解能

0.127mm

動作温度 重量

-20～50℃ 407g

＊バッテリは 1 年保証
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１次元バーコードリーダー（CCD タイプ・有線／無線）

ITC-67-A
■ローコストCCDタッチスキャナ

光源

赤色LED650nm

最少分解能

0.0762mm

動作温度 重量

0～50℃ 203g（ケーブル込み）

ITL-3000Plus
■32BitMPU搭載、握りやすい滑らかストリームデザインボディ

光源

可視光 赤色LED 617nm

読取距離

0～300mm

最少分解能 重量

0.1mm 120ｇ（ケーブル除く）

ITL-2131
■グリーンスポット搭載リニアイメージングスキャナ

読取距離

20～450mm（NB：0.33mm）

最小分解能

0.102mm

動作温度 重量

0～50℃ 145g

ITL-560-GV
■スタイリッシュ・ローコスト ハイパフォーマンス リニアイメージャー

光源

可視光 赤色LED 630nm

読取距離
0～254mm（JAN13 0.254mm/10mil）

0～381mm（Code39 0.508mm）
最少分解能 動作温度 重量

0.1016mm/4mil
（Code39,UPC 0.9） -10～50℃ 106g

ITL-780
■小型・軽量・高機能・堅牢性を備えたリニアイメージャー

光源

可視光 赤色LED 630nm

最少分解能

0.0762mm

動作温度 重量

-10～50℃ 157g

ITL-3190BT
■Bluetooth100m通信 ワイヤレスCCDスキャナ

光源

可視光 赤色LED 617nm

読取距離
20～320mm

（UPC/EAN 100% PCS=90%）
最少分解能 動作温度 重量

0.0762mm（3mil）
（Code39 PCS=90%） 0～50℃ 200g

ITL-2131BT
■グリーンスポット搭載リニアイメージング無線スキャナ

読取距離

20～450mm（NB：0.33mm）

最小分解能

0.102mm

動作温度 重量

0～50℃ 200g

ITC-65Plus
■スタイリッシュ65mm CCDタッチバーコードリーダー

光源

可視光 LED 625nm

読取距離

0～50mm（0.33mm, PCS=90%）

最少分解能 動作温度 重量
0.0762mm

（Code39, PCS>60%） 0～50℃ 100g
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1 次元バーコードリーダー（レーザータイプ・ソケットモバイル）

LS2208
■安心の5年間無償保障

L-46R
■圧倒的な読み取り深度

ITL-3001plus
■32bit MPU 搭載、処理速度を大幅にアップ

光源

可視光半導体レーザー 650nm

読取距離

430mm（JAN100%の場合）

最少分解能 動作温度 重量

0.127mm 0～50℃ 145g以下
（ケーブル除く）

光源

赤色半導体レーザ

最少分解能

0.076mm

動作温度 重量

-5～50℃ 約112g（ケーブル除く）

光源

可視光半導体レーザ650nm

最少分解能

0.125mm

動作温度 重量

0～50℃ 約150g（ケーブル除く）

SocketScan S700 series

商品名 スキャンエンジン 1D/2D 通信距離 主な特長

S700 CCD

1D

10m

汎用的な使い方ではもっともポピュラーなバーコードスキャ
ナー。
人間工学に基づいた構造設計がなされており、手の平・指に
フィットし、非常に持ちやすくなっています。
また、バーコードスキャンの光の発光部はグースネックに
なっている（下に向いている）ので操作性抜群です。

S730 Class2
レーザー

スキャンエンジンにClass2のレーザーを
使っているので、バーコードの読み取りを瞬時に行う場合
や、太陽光下での作業、小さいバーコードやプラスチック材で覆
われたバーコードなどを読む場合に最適です。

S740 Area
Imager 1D/2D

コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダー。
プレゼンテーションモードもサポートしているので、QR
コード化された電子チケットの読み取りにも向いています。

※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

■カラフルでオシャレなバーコードスキャナー 「Colorful Series」

ソケットモバイルシリーズ

SocketScan S800 Series
■スマートフォンに簡単に脱着できるバーコードスキャナー「Attachable Series」

商品名 スキャンエンジン 1D/2D 通信距離 寸法 重量

S800
（CX2881-1476） CCD 1D 10m 86.9×53.94×13.43 mm 48.2g

※付属品：充電用ケーブル・universal ケース　　※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

OPL-6845S
■JIS準拠の抗菌ボディ
　　　　　　　　　バイブレーション機能／サイレントモード搭載

光源

赤色半導体レーザ

最小分解能
1次元：0.127mm
2次元：0.173mm

動作温度 重量

-5～50℃ 75g
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２次元定置式リーダー（有線）

M-10
■最新画像技術搭載のオムニディレクショナルイメージャスキャナ

QK30
■モバイルQRコードの読み取りに最適

光源

赤色LED CMOSエリアセンサー

最小分解能
0.127mm（Code39）

0.212mm（QR Code、Data Matrix）
動作温度 重量

0～40℃ 約250g

読取視野

70×50mm

最小分解能

1次元 0.18mm／2次元 0.25mm

動作温度 重量

-5～50℃ 170g（ケーブル除く）

ITS-8072Ultra
■定置式ハンズフリー全方向読み取り

光源

赤色LED 617nm(エイミング 617nm)

最小分解能

0.127mm(1次元)/0.173mm(2次元)

寸法 動作温度 重量

145×80.2×97mm 0～50℃ 250g

M-11
■圧倒的な読み取り性能と広い汎用性

読み取り方式

モノクロCMOSエリアセンサ

動作温度 重量

-5～45℃ 約220g

Magellan3450VSi
■モバイルQRコードの読み取りに最適

最小分解能

0.127mm(5mil)

寸法

149×152×92mm

動作温度 重量

０～40℃ 約600g

DS9308
■高機能、小型プレゼンテーションスキャナー

イメージセンサー

1280×800ピクセル

動作温度 重量

0～50℃ 318g

Magellan1500i
■クラス最小サイズで幅広い用途で利用可能な2次元定置式スキャナ

最小分解能

0.130mm(5mil)

寸法
61.00×74.91×137.65mm

（チルトスタンド付）
動作温度 重量

0～40℃ 240g
（チルトスタンド付）

NL3000U
■1次元・2次元対応の卓上コードリーダー

光源

白色LED

最小分解能

0.1016mm

動作温度 重量

-20～60℃ 282g（ケーブル除く）
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データコレクター（無線）

CS6080
■業界初のコンバーチブルデザイン、
　　　　超多機能コンパニオンスキャナ

KDC280
■ワイヤレス設定不要、ドングル付属のデータコレクタ

光源

イメージセンサー  1280 x 960ピクセル

動作温度 重量

0～50℃ 56g（ケーブル除く）

OPN4000n/4000i
■超コンパクトサイズの1次元イメージャデータコレクター

OPN-3102n/3102i
■超コンパクトサイズの２次元データコレクタ・無接点クレードル有り

BS8060-2T/3V
■ポケットBluetoothバーコードスキャナ

ITB-130
■小型・軽量ロングレンジCCDデータコレクター

光源

可視光 赤色LED 617nm

最少分解能

0.102mm

寸法 動作温度 重量

97×40×23mm 0～+50℃ 79.7g
（バッテリー含む）

光源

電球色LED CMOSエリアセンサ方式

最少分解能

0.1mm(1次元)／0.169mm（2次元）

寸法 動作温度 重量

36×83×21.5mm -10～50℃ 約60g

光源

赤色LED CCDリニアイメージセンサー

最少分解能

0.1mm（Code39、PCS0.9の場合）

寸法 動作温度 重量

36×83×21.5mm 0～+50℃ 約52g

最小分解能

0.127mm

寸法

88×46×24.5 mm

動作温度 重量

-20～50℃ 62g

ITW-120
■ハンズフリースキャンのためのワイヤレスリングスキャナ

光源

650nm可視赤色レーザー

寸法

27.6×46.2×26.8 mm

動作温度 重量

-10～50℃ 20.5g

DHT-112AS
■ペン型、レーザースキャナ搭載！単3形アルカリ乾電池1本で180時間動作

最少分解能

0.127mm

寸法

178×31×30mm

動作温度 重量

-20～４0℃
（アルカリ乾電池使用時：0～40℃）

100g以下
（電池含む）

スキャナ機能

2次元Imager, 640×480 CMOS, 100 fps

動作温度 重量

-10～50℃ 57.5g

BS8060-2T：2 次元対応スキャナ
BS8060-3V：1 次元対応スキャナ
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ハンディターミナル／ソフトウェア

動作時間

アルカリ乾電池：85時間　eneloop®：70時間

最小分解能

0.125mm

動作温度 重量

-5～50℃ 約128g
（eneloop®装着時）

BHT-1500
■超小型と視認性を両立

寸法

136×44×30.3（22）mm

最小分解能

1次元 0.1mm／2次元 0.169mm

動作温度 重量

-10～50℃ 約120g

OPH5000i
■無接点充電レードル対応 小型ハンディターミナル

●世界の畜産バーコードに対応
●トレーサビリティ検量に対応
　└個体識別・産地・賞味／製造等
●学習機能により重量取が容易
●量目表の作成が可能

◆入庫処理…数量・ロケーション確定
◆不定貫検量（トレーサビリティ）…多様な検量
が可能
◆出庫処理…倉出検品・バース誘導
◆出荷仕分処理…仕分をスピーディに簡潔化
◆移動処理…庫内整理から棚卸まで！
◆その他処理…積込完了／名変／輸配送処理

最大5つの処理を設定可能です。
7処理（BHT300）／8処理（BHT500）

◆1処理内で最大16の入力項目を設定可能。
◆バーコード、キーボードの入力に対応。 
◆数値のマイナス入力、小数点入力可能。
◆2度読みチェック機能、ブランク入力。 
◆バーコードの一致チェック、マスタ参照機
能。
◆データの収集、参照、取り消しが可能。
◆個別ファイル送信、連続ファイル送信が可
能。
◆先頭文字チェック機能、バーコード連続読み
取り　モード対応。
◆データファイルは固定長のDAT、TXT、
CSV　（カンマ区切り）に対応。

冷凍ソフト
■バーコード検量ハンディターミナルソフトウエア

豊富な導入実績で作業効率を向上

Handypack
■バーコードを使用したハンディターミナルの

アプリケーションをＰＣ上で簡単に設定

ソフトウェア

ハンディターミナル

OS

AndroidTM 10

動作温度 重量

-20～50℃ 約305g
（薄型バッテリ含）

BHT-M60
■片手で実現する、業務改革

寸法

158×59×18.3mm

動作温度 重量

-20～50℃ 155g（バッテリ含）

NLS-MT37
■AndroidTM 8.1を搭載した1次元/2次元バーコード読取対応。

ポインタ光源
可視光半導体レーザ(658 nm)　出力1.0 mW

クラス2レーザ製品(JIS C 6802) (IEC 60825-1)
最小分解能

2次元コード： 0.169 mm
  バーコード： 0.076 mm

動作温度 重量

-20～50℃ 約265g
（バッテリ装着時）

BT-A500
■ハイブリッドスキャンシステムだから近くも遠くもその場で読み取り

OS
AndroidTM 11

（AndroidTM 14へアップグレード可能）

動作温度 重量

-10～50℃ 約255g
（バッテリ装着時）

MC20
■軽量・拡張性のあるアンドロイドの汎用性

RAM フラッシュメモリ

4GB 64GB

＊ 5 年保証オプション可

RAM フラッシュメモリ

4GB 64GB



10 11

プリンター／その他

DDM-101
■測ったデータをタブレットやパソコンへ無線で転送。

3時間の充電で、8時間以上の運用が可能

CPU 最小分解能

32ビット 0.1mm

動作温度 重量

0～+40℃ 約330g

ラベル幅
25～115mm 

【最大】510mm／【最少】連続：11mm、
剥離:20mm、

カッター:20mm、ティアオフ:27mm
台紙幅

28～118mm

寸法

210×290×190mm

重量

約3.8kg（本体のみ）

印字速度で３機種から選択可能
L-1000-08 ：  8  ドット /mm
L-1000-12 ： 12 ドット /mm
L-1000-16 ： 16 ドット /mm

L-1000
■32bitRISC型CPU搭載による高速処理 最大150mm/秒の高速印刷

EC300
■シール・レシート・チケット等業務用の印刷に最適
　業界最小クラスのコンパクトサイズを実現したラベルプリンタ動作

AX300/AX210 シートリーダー
■バーコード読み取りと同時に画像データ取得が可能な小型タイプ
　　伝票処理に新たなスタンダードを提案

SCeaTa CT4-LX
■大型液晶タッチパネルが、直感的な操作を実現

BP-4000
■様々な用途に合わせたラベルを発行可能なHQバーコードプリンタ

BA410T
■ノンストップオペレーションを実現

B-FP2D
■高い堅牢性、長時間作業に強いバッテリー、
　　速さを求められる現場にも最適なポータブルプリンタ

 EC320/330 ： 感熱式　　　　　　
EC320T/330T ： 熱転写 / 感熱方式兼用

用紙径
外径：最大127mm

紙管内径：25.4 / 38.1mm
用紙幅

25.4～118mm（有効印字幅：最大105mm）

寸法
　 EC320/EC330：170×207×151.3mm
EC320T/EC330T：178×266×172.8mm

重量
　 EC320/EC330：2.0kg
EC320T/EC330T：2.6kg

DT203/DT305 ： 感熱式
TT203/TT305 ： 感熱 / 熱転写方式兼用

寸法
178×238×214mm

（足含む / 突起物含まず）
重量

3.4kg
（TT仕様、用紙/オプション含まず）

用紙サイズ（連続）
長さ：7～397mm（台紙含み 10～400mm）
幅：22～115mm（台紙含み 25～118mm）

用紙サイズ（カッタ）
長さ：20～397mm（台紙含み 23～400mm）
幅：22～115mm（台紙含み 25～118mm）

用紙サイズ（ハクリ）
長さ：20～397mm（台紙含み 23～400mm）
幅：22～115mm（台紙含み 25～118mm）

用紙サイズ（ノンセパ）
長さ：25～100mm
幅：25～110mm

用紙サイズ（長さ）
AX300：60～260mm
AX210：74～297mm

用紙サイズ（幅）
AX300：70～210mm
AX210：50～115mm

用紙厚
0.08～0.20mm

※AX210はPET紙／合成紙：0.08～0.188mm
寸法

AX300：210×280×322mm
AX210：444×365×460mm

（延長排紙トレイ、その他突起物除く）
重量

AX300：約11kg
AX210：30.8kg

寸法

238×402×332mm

重量

約15.0kg（用紙・リボンを除く）

使用紙ラベル幅
リボン転写：22.0～105.0mm
　直接発色：22.0～115.0mm

使用紙タグ幅
リボン転写：25.0～105.0mm
　直接発色：25.0～118.0mm

使用紙長さ
連続発行（リボン転写）：15.0～1,500mm
　連続発行（直接発色）：10.0～1,500mm
　　　 カット/剥離発行：19.0～1,500mm

使用紙厚さ
連続/カット発行（リボン転写）：0.10～0.17mm
　連続/カット発行（直接発色）：0.08～0.17mm
　　　　　　　　　剥離発行：0.13～0.17mm

インタフェース
USB2.0、LAN、Bluetooth v2.1/MFI対応

※USBホスト機能（USB2.0）

寸法

97×130×69mm

重量

470g（バッテリ含、用紙・ベルトホルダ除く）

使用紙幅

24.0～58.0mm

使用紙送り
連続用紙：10.0～999.9mm
剥離用紙：13.0～67.0mm

レシート用紙：7.0～997.0m

インタフェース
USB2.0、LAN、Bluetooth v2.1/MFI対応

※BluetoothはB-FP2D-GH50-Sのみ

寸法

275×435×315mm

重量

約18.0kg

ラベルサイズ
ラベル幅：20.0～128.0mm
　台紙幅：23.0～131.0mm

最小ラベル長
連続： 5mm（7.5mm）
剥離：11mm（20mm）

印字密度
BP-4200： 8dot/mm
BP-4300：12dot/mm
BP-4600：24dot/mm
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ブックスキャナ／フィルムスキャナ

OpticBook シリーズ

OpticBook 4800
■書籍を裁断、分解せずに高速スキャニングを実現

本の綴じしろに影がつきにくい“2㎜エッジ構造”

センサ 光源 解像度（オプティカル）

CCD LED 1200dpi

スキャンエッジ スキャン領域 スキャン速度

2㎜ 216×297㎜ 3.6秒
（カラー/グレースケール/白黒、300dpi、Ａ４

インターフェース 重量 寸法（幅×奥行×高さ）

USB 2.0 3.4kg 491×291×102㎜

OpticBook A300Plus
■A3書籍を裁断、分解せずに高速スキャニングを実現

本の綴じしろに影がつきにくい“2㎜エッジ構造”

センサ 光源 解像度（オプティカル）

CCD LED 600dpi

スキャンエッジ スキャン領域 スキャン速度

2㎜ 304.8×431.8㎜
2.48秒 (カラー、300dpi、A3)

2.1秒 (グレースケール/白黒、300dpi 、A3)

インターフェース 重量 寸法（幅×奥行×高さ）

USB 2.0 ７．７kg 623×400×140㎜

OpticFilm シリーズ

OpticFilm 8200i Ai
■３５㎜ネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるプロ品質フィルムスキャナ

OpticFilm 8100
■35㎜ネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるフィルムスキャナ

センサ 光源 ハードウェア解像度

CCD LED 7200dpi

ダイナミックレンジ  スキャン方法 対応フィルム

3.6 シングルパス 35㎜

インターフェース 重量 寸法（幅×奥行×高さ）

USB 2.0 1.6kg 120×272×119㎜

センサ 光源 ハードウェア解像度

CCD LED 7200dpi

ダイナミックレンジ  スキャン方法 対応フィルム

3.6 シングルパス 35㎜

インターフェース 重量 寸法（幅×奥行×高さ）

USB 2.0 1.6kg 120×272×119㎜
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感染症対策用品

ITH-S01
■非接触での体温計測とAIによる顔認証　幅広いシーンで活躍するタブレット端末

ITH-S06
■非接触体温測定＋自動消毒液ディスペンサー

ITH-C01
■CO2濃度を数値とアイコンで表示、アラームで換気をお知らせ
　壁掛けも可能な薄型タイプ

ITH-C02
■CO2濃度を数値とアイコンで表示、アラームで換気をお知らせ
　卓上に置きやすいコンパクトタイプ

CO2測定方法 CO2測定範囲 CO2濃度単位

赤外線（NDIR） 400～5000ppm ppm

検出温度 温度測定範囲 温度測定精度

-10～50℃ -10～50℃ ±1.0℃（0～40℃）

相対湿度 湿度測定範囲 湿度測定精度

20～85％ 20～85％ ±5％

入力電圧 重量 外形寸法

DC5V 1000mA 276g 270×90×35mm

主な機能

CO2濃度表示（数値・アイコン）、CO2濃度警告（アラーム）、温度・湿度表示（数値）
アラームしきい値設定、自動キャリブレーション（初期設定）

体温測定範囲 体温測定精度

30～45℃ ±0.5℃

ディスプレイ仕様 顔認証登録容量

7インチ　タッチパネル 6,000件

顔認証時間 顔認証距離

0.2秒／人以下 0.3～1.8m

特徴 ログ履歴

マスク未着用者警告機能 100,000件

インターフェース
Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output× 1

alarm input × 2, lock ×1, door contact × 1, exit button ×1, tamper × 1
電源 使用環境

DC12V/2A 動作温度0～50℃　※屋内使用
 湿度10～90％（結露なきこと）

外形寸法 本体重量

117×285×35mm 1.1kg

CO2測定方法 CO2測定範囲 CO2濃度単位

赤外線（NDIR） 400～5000ppm ppm

検出温度 温度測定範囲 温度測定精度

-10～50℃ -10～50℃ ±1.0℃（0～40℃）

相対湿度 湿度測定範囲 湿度測定精度

20～85％ 20～85％ ±4％

入力電圧 重量 外形寸法

DC5V 1000mA 225g 130×80×65mm

主な機能

CO2濃度表示（数値・アイコン）、CO2濃度警告（アラーム）、温度・湿度表示（数値）
アラームしきい値設定、自動キャリブレーション（初期設定）

体温測定距離 体温測定精度

1.0～5.0cm ±0.2℃

体温測定範囲 体温測定時間

32～42.9℃ 約0.5秒

設置方法 消毒液タイプ（推奨）

壁掛け、三脚 液体アルコール

電源 使用環境
DC５V/2.1A

または単3電池×4本
動作温度1～35℃
 湿度85％以下

外形寸法 本体重量

128×70×35mm 0.75kg（本体のみ、消毒液除く）

～36.9℃ 37.0℃～37.4℃ 37.5℃～

　　　　　　音声　　　　　　

「体温正常」
　　　　　　音声　　　　　　

アラーム音
　　　　　　音声　　　　　　

「体温が高い」

イベント会場、医療・介護現場、飲食店、コワーキングスペースや
スポーツクラブ等、利用シーンは様々

計測した体温は 3 色 LED と音声でお知らせ ※本製品は医療機器ではありません

※本製品は医療機器ではありません

サーモグラフィカメラ

CO2 メーター

同梱品：本体・AC アダプタ・USB ケーブル

同梱品：本体・AC アダプタ・USB ケーブル

同梱品：本体・AC アダプタ・三脚・USB ケーブル

同梱品：本体・AC アダプタ・卓上スタンド



14 15

顔認証チェックインシステム

ITH-S01 を使った顔認証チェックインシステム

「顔パス」を可能とする非接触チェックインシステム
顔認証をするだけで体温計測（顔表面温度）、マスク装着状態のチェック、会員データの検索・チェックインまでをわず
か数秒で行うことができます。
神奈川県「チェックメイトカントリークラブ」様をはじめに順次採用・導入が進んでおり、これまで行っていた会員カー
ドの受け渡しや利用の申込用紙記入といった接触リスクからスタッフを解放し、業務の効率化だけでなく感染症の拡大
防止にも役立っています。

卓上スタンド

ポールスタンド

ゴルフ場だけでなく、スポーツジムやホテルなど幅広いシーンでご活用いただけます。
※ご利用に合わせた仕様へカスタマイズしてご提供いたします。
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顔認証チェックインシステム

寸法

1312×300×300mm

重量

5.5kg

寸法

110×210×195mm

重量

0.5kg

寸法

117×285×35mm

重量

1.1kg

導入事例：チェックメイトカントリークラブ様
これまでのチェックイン これからのチェックイン

顔認証ですべて完了するため、
　　　　　接触リスクを避けた運用が可能に！

※初回のみ顔登録が必要になります

体温計測の後、会員カードの受け渡しが必要

体温計測の後、受付用紙の記入をお願い

体温測定範囲

30～45℃

体温測定精度

±0.5℃

ディスプレイ仕様

7インチ　タッチパネル

顔認証登録容量

6,000件

顔認証時間

0.2秒／人以下

顔認証距離

0.3～1.8m

特徴

マスク未着用者警告機能

ログ履歴

100,000件

インターフェース
Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output× 1

alarm input × 2, lock ×1, door contact × 1, exit button ×1, tamper × 1
電源

DC12V/2A

使用環境
動作温度0～50℃　※屋内使用

 湿度10～90％（結露なきこと）

本体仕様（ITH-S01） 卓上スタンド仕様 ポールスタンド仕様

製品仕様（ITH-S01）

※本製品は医療機器ではありません。
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。
※外観・仕様は改良のため、予告なく変更する
　ことがあります。

ビジター（非会員）

メンバー（会員）

導入後
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電子棚札

電子棚札
店舗などの紙ラベルを電子ペーパーに置き換え
表示内容は専用のソフトウェアを用いて簡単にデザインを作成することが
できます。自社の販売管理システムとの連携をすることで、日々の値札更
新のような煩雑な作業から解放されます。
省電力性が高く、従来の液晶製品で課題となっていた機器寿命の大幅な延
長により導入後の維持管理コストも抑えることができます。

導入の効果

１．人件費・印刷関連費用の削減

２．売上増加

３．店舗管理の効率化
ピッキング注文対応、LED による商品検索及び作業指示、店舗ハンディでレイアウト変更及び商品検索、タグ複数ページ活用、生産地情報、タ
イムセール、賞味期限、EC と店舗価格のリアルタイム統一、カメラによる在庫管理など

作業時間の短縮により接客質の向上、NFC 機能による商品説明の充実及びアプリ会員増加

紙印刷、張り替え、商品検索、動線案内、商品説明、店舗管理

最新機能と安定性を兼ね備えた高品質モデル

複数ページ切替表示 NFC（近距離無線通信） 多彩な LED機能

デュアルディスプレイ 電池寿命が長い 混信しにくいGW（無線親機）

１個のタグあたり 7 ページまで切り替えが可
能です。在庫数の確認、賞味期限表示、プロ
モーション、生産地表示等、アイデア次第で
様々なケースに活用できます。

NFC 対応のスマホでタッチすると、事前に
設定していた製品紹介やレビュー記事などへ
誘導します。アプリのダウンロードを促して
EC 会員増加、販売機会獲得を狙い売上アッ
プも。

3 色（レッド、グリーン、ブルー）の選択ができ、
点灯時間は細かく設定可能です。ピッキング
で探す際の時間短縮などに役立ちます。

1 個のタグに 2 商品の価格を表示することも
可能です。狭いスペースでも効果的な設置で
視認性を向上できます。

１日２回の表示更新なら約 7 ～ 10 年も使用
することが可能です。市販の汎用電池を使用
しているため、メンテナンス費用も抑えられ
ます。

混信しにくい ZigBee 採用で Wi-Fi 電波が多
い環境でも安定した動作を実現します。必要
時のみの通信で低電力な上、ローミング機
能を持つので障害時は他の親機が接続をカ
バー。
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電子棚札

システム構成図
電子棚札システムの運用形態はローカルサーバとセントラルサーバの方式があり、現在の稼働状況に合わせて設置が可能
です。ローカルサーバは各拠点ごとで拠点内の電子棚札を管理する方式、セントラルサーバは中央サーバから各拠点の電
子棚札を管理します。

製品ラインナップ
1.54 インチ 2.13 インチ 2.66 インチ

2.9 インチ 3.1 インチ 3.7 インチ

4.2 インチ 7.5 インチ 13.3 インチ

外形寸法

幅39.8×高さ47.3×奥行13.6mm

解像度

152×152pixels

表示密度

140dpi

外形寸法

幅69.2×高さ35.4×奥行13.1mm

解像度

250×122pixels

表示密度

130dpi

外形寸法

幅82.0×高さ42.5×奥行12.9mm

解像度

296×152pixels

表示密度

125dpi

外形寸法

幅89.0×高さ42.9×奥行13.1mm

解像度

296×128pixels

表示密度

112dpi

外形寸法

幅90.8×高さ52.0×奥行12.9mm

解像度

296×168pixels

表示密度

110dpi

外形寸法

幅103.4×高さ59.2×奥行13.3mm

解像度

416×240pixels

表示密度

130dpi

外形寸法

幅103.8×高さ89.8×奥行14.7mm

解像度

400×300pixels

表示密度

120dpi

外形寸法

幅187.0×高さ132.5×奥行17.5mm

解像度

640×384pixels

表示密度

100dpi

外形寸法

幅311.0×高さ244.0×奥行19.0mm

解像度

960×680pixels

表示密度

88dpi

共通仕様：NFC 機能内蔵、表示カラー：赤 / 黒 / 白、視野角：約 180°、LED 機能搭載：赤 / 青 / 緑（7.5 インチ・13.3 インチを除く）　※詳細の仕様につきましては、お問い合わせください。
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空気清浄機＋オゾン発生機

カムフォールドは業界初の負イオン＋紫外線＋オゾンを用いたトリプル機能によって、フィルターを使わないウイルス除菌を
可能にしました。また、ウイルスや菌だけでなく、タバコの煙や悪臭の原因となる化学物質、スギ花粉、PM2.5 まで分解する
ことができます。
病院や食品工場などで使われている業務用機器には、高い機能と信頼性が求められます。カムフォールドは業務用で実績のあ
る除菌脱臭機能を、家庭やオフィス、介護施設でも安全に使えるように改良を加えました。この技術は特許申請中です。
さらに、カムフォールドは空気中に浮遊するウイルスだけでなく、部屋の中に付着した菌まで除菌できるオゾン放出モードを
搭載しています。高濃度のオゾンがお部屋全体に広がり、菌やウイルスの細胞膜を破壊するので、耐性菌による二次感染の心
配がありません。また、オゾンはしばらくすると酸素に戻るため、薬剤や塩素などが残留する心配はなく、安全性の高いオゾ
ン除菌が可能です。

業界初のトリプル機能でウイルスや
化学物質を分解、高い空気清浄能力
を持ちながら静音設計でデザインに
もこだわりました
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電子黒板

電子黒板

解像度 輝度

4k（3840 × 2160pixels） 300cd/m2

視野角度 コントラスト比率

水平178度　垂直178度 1200：1

インタフェース

HDMI IN × 2、VGA IN × 1、PC AUDIO IN × 1、LINE IN × 1

タッチタイプ タッチポイント

IRタッチスクリーン 20点マルチタッチ

CPU 基本システム

4core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz Android 8.0
（Windows10：別売オプション利用）

メモリ ストレージ容量

3GB 32GB

寸法（W × H × D）
55インチモデル：1266 × 764 × 57mm
65インチモデル：1507 × 905 × 86mm
75インチモデル：1718 × 1021 × 87.5mm

デジタル機能を持った電子黒板は従来のディスプレイと異なり、画面を共有するだけでなく付属の専用ペンを使って画面に書
き込みをすることができます。これにより、資料は見るだけのものから書き込んで記録をするものに変わります。
20 点マルチタッチを採用しているため複数名での同時書き込みにも対応、最大 4 名の画面を同時表示できるので複数の資料を
見ながら議論を進めることが可能になります。
書き込んだ内容はスクリーンショットを撮影し、QR コードやメール配信で参加者と共有。55 インチから 75 インチの 3 サイ
ズのラインナップで会議だけでなく、教育やプレゼンテーションなど発想次第で様々なシーンで活躍します。

内蔵 OS には Zoom アプリインストール済み。オプション
品をつなげれば単体で Web 会議に対応します

パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット端末の
画面も共有できます

複数人の同時書き込みに対応。ペンは色やサイズを変
えられるので、内容に応じて視認性を変えた書き込み
ができます

オプション：全方位マイクオプション：4k USB カメラ

オプション：Windows システム
　　　　　　　　　拡張ボックス

オプション：専用スタンド

オプションのWindows システム拡張ボックスを
使えば、Android だけでなくWindows 端末とし
ても利用が可能に。
アイデア次第でさらに対応シーンが広がります。



●掲載製品に関するお問い合わせはこちら
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【東京本社】
〒13 6 - 0 075   東京都江東区新砂1-6-35
 Nビル東陽町7F

【西日本オフィス】
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-5-10
 オフィスポート大阪 3F

アイテックス製品の詳細情報・ソリューション情報など役立つ情報を掲載

【アイテックス Webサイト】

http://www.j-itecs.co.jp


