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プロテゲートモニター
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商品の詳しい情報は
こちらから▶

顔認証手指衛生システム

体
調
管
理
をよ

り
効
率
的
に

項　　　　目 内　　　　　  容

名　　　　　称 プロテゲートモニター

型　　　　　式 UD-PGM-2

外 形 寸 法 W305×D319×H1460 mm

項 目 ( ディスペンサー部 ) 内　　　　　  容

カートリッジ容量 600mL

消毒剤吐出量
液　　状  約1.5ｍL /回
ジェル状  約1.2ｍL /回
泡　　状  約0.8g /回

付  属  品 トレー、カギ、取扱説明書、据付説明書、
ネジ類、火気厳禁ラベル

製 品 質 量 10.2kg

電　　　　　源 弊社指定のACアダプター

使用環境温度 ５℃～４０℃

使用環境湿度 20%～ 85%（結露なきこと）

使 用 薬 液 当社指定の薬液

測定可能温度範囲 ３５℃～４５℃

測 定 誤 差 ±０.３℃

測 定 距 離 ３０cm～80cm

65-0991-０3-MKAT

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ね
    ください。
■記載内容は20２3年3月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525  https://www.saraya.com/

安全にご使用
いただくために

● ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
● 薬剤をご使用の際は、当社指定の薬剤をご使用ください。
　 指定以外の薬剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。 
● その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

品　名 内容量 / 規 格 商品コード1梱入数 ＪＡＮコード

プロテゲートモニター用タブレット
プロテゲートモニター用スタンド

UD-600PG
サラヤACアダプター

417191 ――プロテゲートモニターセット

600mL ディスペンサー用 41739６ 49-87696-41739-7サニサーラ Aqua Light H

600mL ディスペンサー用 41738６ 49-87696-41738-0サニサーラ Aqua Light
600mL ディスペンサー用 42093６ 49-87696-42093-9ウィル・ステラVジェル

600mL泡 ディスペンサー用 42116６ 49-87696-42116-5サニサーラフォームSH

600mL ディスペンサー用 42111６ 49-87696-42111-0ウィル・ステラVHジェル

600mL泡 ディスペンサー用 42119６ 49-87696-42119-6サニサーラフォームS

600mL ディスペンサー用 42108６ 49-87696-42108-0ウィル・ステラVH



お客様
マスクの着用確認できました。
手指消毒をお願いいたします。

36.3℃

顔写真 通行時刻

2021-04-26 16:30:53

累計吐出回数 吐出状況
G H I J

0.3秒で瞬間計測!!
入口での体調管理をノータッチ化 
オールインワンシステム

1

2
タブレットと手指消毒ディスペンサーが連動し、作動日時、写真、顔表面温度、マスクの着用状況※2、
手指消毒まで記録ができるオールインワンの顔認証手指衛生システムです。

工事不要！電源アダプター

オールインワンの顔認証手指衛生システム

従業員の個人衛生管理

表面温度
測定

マスク
着用確認※2

手指消毒
履歴 自動記録だれの

（顔認証）

プロテゲートモニターとパソコンを繋ぎ、ユーザー情報を登録することで、
個人認証されたデータの記録が可能です。

いつ
（日時）

入力：AC100-240V  50/60Hz
出力：DC12V 3A
コード長さ：1.7ｍ

入力：AC100V  50/60Hz
出力：DC6V 2A
コード長さ：1.8ｍ　

ディスペンサー用
ACアダプター

モニター用
ACアダプター

一般家庭用 100V電源でご使用いただけます。

お客様
設定温度を超えています。
体温計を使って測定し直
してください。

38.1℃ 36.3℃

お客様
マスクのご着用、および
手指消毒をお願いいたします。

ユーザー情報の登録管理
従業員の方の写真や属性等を一括登録・変更が可能です。（最大20,000件）
事前に登録することで、AIが該当者を判別し名前､写真が表示され測定します。

作動記録のエクスポート
作動記録をエクセルデータで書き
出しが可能です。（最大8,000件）
　※USBメモリを用いて書き出す事もできます。

デバイス認証コード 装置名称 氏名 ID番号 温度番号

1

1

A B C D E F

8629DE-A32B5F 36.4℃お客様 はい

この1台ですべてOK

タブレット

カメラ
赤外線センサー

手指消毒
ディスペンサー

消毒液
トレー

スタンド

LANケーブル
差込口

ACアダプター
差込口

スタンド型

商品コード ： 4171９

プロテゲート
モニターセット

顔認証手指衛生システム

W305×D319×H1,460 mm

噴射
消 毒

センサー

▲USBメモリで
　記録データを
　書き出すことが
　可能　

USB差込口

医療・福祉施設や職員入口での感染対策に 0.3秒のスピード判定

使用手順

タブレットが施設利用者や職員を認識し、顔の表面温度測定※1、
マスク着用確認※2、手指消毒まで全てノータッチで行える
オールインワンシステム

測定温度表示

マスク着用確認※2

写真撮影
（事前登録も可能）

音声案内

検温 マスクの目視確認※2 記録用紙記入

顔の表面温度測定

マスク着用の確認※2

手指消毒を実施 データを記録

温度
OUT!!

パソコン接続でユーザー登録・履歴・閲覧も簡単！
　※本機とパソコンの接続には有線 LANまたはWi-Fi 環境が必要です。

事前に判定基準温度を
設定する事ができ、画面
表示と音声で結果をお知
らせします。 手指消毒ディスペンサー

が動作可能となり、画面
表示と音声で手指消毒
を促します。

自動で判定し、画面表示
と音声で結果をお知らせ
します。

温度
OK!!

マスク
OK!!

マスク
OUT!!

温度
OK!!

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤
ウィル・ステラVジェル＊
ノンエンベロープウイルスを含む幅
広いウイルス・細菌に作用する手
指消毒剤です。手荒れ軽減にも配
慮。ジェルタイプ。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤

ウィル・ステラVHジェル＊
ノンエンベロープウイルスを含む幅
広いウイルス・細菌に作用する手指
消毒剤です。保湿成分を配合し、手
荒れ軽減にも配慮。ジェルタイプ。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤　

ウィル・ステラVH
ノンエンベロープウイルスを含む幅広
いウイルス・細菌に作用する手指消
毒剤です。保湿成分を配合し、手荒
れ軽減にも配慮しています。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

＊ウィル・ステラVジェル、ウィル・ステラVHジェルは、ノズルの先端で固まった薬液が横跳びする恐れがあるため、あらかじめノズルカバー（付属品）を装着してお使いください。

※その他対応薬液もございます。

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤
サニサーラAqua Light
とろけるように手肌になじみ繰り返
しの手指消毒後もべたつきません。
広範囲の微生物に対して消毒効
果を発揮します。ジェルタイプ。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤
サニサーラAqua Light H
とろけるように手肌になじみ繰り返
しの手指消毒後もべたつきません。
広範囲の微生物に対して消毒効
果を発揮します。ジェルタイプ。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤　

サニサーラフォームS
手からこぼれにくく、すばやくムラなく広げ
られる泡タイプ。広範囲の微生物に対し
て消毒効果を発揮します。保湿成分を
配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

600mL
ディスペンサー用

速乾性手指消毒剤
サニサーラフォームSH
手からこぼれにくく、すばやくムラなく広げ
られる泡タイプ。広範囲の微生物に対し
て消毒効果を発揮します。保湿成分を
配合し、手荒れ軽減にも配慮しています。
有効成分：エタノール76.9～81.4vol%

付属品 対応薬液

火気厳禁

原液

※1 本機は医療用の体温計ではありません。表面温度を測定する製品です。
※2 マスク着用の確認は、設定をOFFにすることが可能です。


