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( これらの製品は医療機器ではありません）

IMS Preventive Measures Solutions

IMS 感染症対策ソリューション 

【各商品導入の補助金について】：

●経済産業省　中小企業生産性革命推進事業「事業再開支援パッケージ」

　　　　　https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002.html

●東京都中小企業振興公社／ TEL：03-4326-8174　　・東京コロナ対策助成金

　　https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

（補助金に関するご質問は弊社ではお応えしかねますので、ホームページや各地方自治体へ直接お問合わせください。）

◆ その他、一般消費者向け商品、贈答品、他
　　Others：　Products for general consumers, gifts, etc

　　その他、防疫対策に関連する多数の商品をお届けします。

▶ 電動ソープディスペンサー
　　Electric soap dispenser

製品寸法：130 x 103 x 225mm     

N.W：510g 

材質：ABS 樹脂

電池：単三電池× 3 本

※泡タイプソープ対応

▶ 便器リフレッシュ
　  Toilet bowl refresh

材質：ABS                                     
使用寿命：約 1 万時間
電圧：5V/500mAh
定格電力：3.0W ( 最大 )
電池容量：1200mAh（ポリマー）
動作環境：0-60° C
製品寸法：128x 49X 20mm　　　
N.W：100g
カラー：ブラック / グレー                          
リフレッシュ作動時間：5 分

▶ 便器・ゴミ箱リフレッシュ
　Toilet bowl / Trash can refresh

材質：ABS                                 
使用寿命：1 万時間
定格電流：5V / 500mAh
定格電力：3.0W ( 最大 )
電池容量：1200mAh（ポリマー）
作動環境：0-60° C
環境湿度：10- 75%
製品寸法：125x38x18mm
N.W：70g
カラー：ブラック / グレー                          
リフレッシュ時間：5 分

▶ 歯ブラシクリーンボックス
　  Toothbrush clean box

材質：ABS　　　　　　　　　　　
使用寿命：約 1 万時間　　　　　
定格電流：5V/1A　　　　　　　　
定格電力：1.5W ( 最大 )　　　　　
電池容量：1500mAh（ポリマー )　
作動環境：0-60° C　　　　　　
N.W：225g　　　　　　　　　　　
カラー：ブラック / グレー / ピンク                         
製品寸法：200x75x40mm　　　　
クリーン作動時間：6 分



IMS Preventive Measures Solutions

IMS 感染症対策ソリューション 

( これらの製品は医療機器ではありません）

 IMS 防疫対策商品群＜感染症対策ソリューション＞を、以下にご紹介いたします。

DDS:  検温除菌システム

◆ 適用対象商品：

DDS-Stand:  検温除菌スタンド

TSS:   検温追跡システム

ODS 客流検知システム

MCB（多機能クリーンボックス）

◆ 適用対象商品：

CCTD： 濃厚接触追跡デバイス

● 適応する場所 

ホテル、店舗、空港、旅客船、港、駅、学校、病院、工場、工事

現場などの場所の温度測定検査に適合します。

重要な会場、展示ホール、見本市、商談会、　祝賀会、スタジア

ムなどの重要な公共の場所の入場検査に適合します。

▶ DDS： 検温除菌システム
　　DDS:   Detection and Disinfection System

▽ 温度測定　　▽ 安心除菌      ▽ 移動可能

・いつでもどこでも、便利に移動できます。

・高精度な温度検測、非常時のアラームによる

　安全性確保

防疫対策商品群

▶ DDS-Stand： 検温除菌スタンド
　　DDS  Stand-type

どこでも　誰でも　スマート認証　/　検温除菌スタンド

・低コストで温度検知と認証の両機能が同時に導入できます。

・リアルタイムに温度検知し、結果を音声で案内してくれ、

　担当要員の手間も省けます。

・効率的な温度管理によって効果的に安全管理・予防を行います。

▶ TSS： 検温追跡システム
　　Thermal Screening System

「高精度」★「非接触」★「脱 3 密」　/　どこでも瞬間検出、

いつでも追跡可能、多人数でも即時検測

・通り過ぎるすべての人を止めることなく、温度を手動

　或は自動的にスキャン記録

・異常な温度が検出されると、警告システムが作動

・顔認識を使用すると、データを乗客または乗務員の

　アカウントにリンク

▶ ODS： 客流検知システム
　　Occupancy rate Detecting System

・施設内の混雑（稼働）状況の「測定・検知」

・施設内の群集、過密状態時の「測定・表示 」、注意喚起

・脱三密は、ODS「客流検知」システムから・・・

▶ MCB：  多機能クリーンボックス
　　Multifucational Clean Box

・ USB-C type 充電、操作が簡単な多機能 UV 滅菌ボックス。

・7 インチの携帯電話や腕時計、アクセサリーなどに適してい

　ます。

・ スマートなデザイン、5V / 9V の低電圧。ポータブル、安全

　で信頼できる製品です。

▶ CCTD： 濃厚接触追跡デバイス
　　Close Contact Tracing Device 

・デザインは、手首に装着するタイプとストラップタイプ。
・緊密な距離内に入ると、お互いのデバイス ID を記録し、
　デバイス内に保存。
・データは、必要な時だけ（感染が発見された場合のみ）
　エクスポートします。
・プライバシー保護のため、デバイスに個人のデータ記
　録は残りません。
・TSS-API を介して PMS（防疫対策）および医療システ
　ムとの互換性があります。

　　　　　　　　　不特定多数対応　　　　　 　　　//　　　　　　　特定多数対応　　　　　　　　　　　　　//　　導入実績

　店舗　/　空港　/　商業施設入り口　/　イベント会場入り口　//　客船　/　ホテル　/　学校　/　病院　/　工事現場他　　　　 （●）は海外

　 ●　  ●　　　　●　　　　●　　　　  △　　　△　　　△　　△　　   △　　          ●

　 ●　  ●　　　　●　　　　●　　　　  ●　　　●　　　●　　●　　   ●　　          ●

　 ー　  ー　　　　ー　　　　ー　　　　  ●　　　●　　　●　　●　　   ●　　          ●

　 ●　  ●　　　　●　　　　●　　　　  ●　　　●　　　●　　△　　   △              （●） 　

　 ●　  ●　　　　●　　　　●　　　　  ●　　　●　　　●　　●　　   ●　　          ●

　 ●　  ●　　　　ー　　　　ー　　　　  ●　　　●　　　●　　●　　   △　　          ●

　 ●　  ●　　　　ー　　　　ー　　　　  ●　　　●　　　●　　●　　   △              （●） 

  DDS： 検温除菌システム
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  Airlite： 天然空気清浄剤

　　　商　　品

▶ その他・関連商品：　次ページにつづきます。

Airlite： 天然空気清浄剤

▶ Airlite： 天然空気清浄剤
　　Complete Natural Air Purifier 

・お部屋の壁を天然空気浄化器に変身させる ― エアライト

私たちが住む空間の空気を癒すために考案され、設計

された新しい革新的なテクノロジー。

・光の力で活性化され、汚染分子と相互作用し、それら

を水溶性無機塩に変換して、人間の健康と環境のために

永久に無害です。


