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ＣＯ₂温湿度センサー端末
SGTHA-CO2

ＣＯ₂温湿度センサー端末 SGTHA-CO2（屋内用）

電源を確保できない屋内の温度・湿度・ＣＯ₂濃度情報を遠隔から基地局へ送信できるCO₂検出器

SGTHA-CO2

92mm

67mm

CO₂

３密検知に最適
温度・湿度・ＣＯ₂濃度センサーを搭載
温度・湿度・CO₂濃度のセンサーを搭載していますので、設置場所周辺のCO₂濃度や温湿度遠隔監視が
低コストで運用できます。温度：0～+50℃ 湿度：10～90%RH(0~50℃) CO₂濃度：0～40,000ppm

送信間隔
送信間隔を15分、30分、60分、120分から選べます。

パソコン不要で情報を送信
CO₂濃度・温度・湿度情報をパソコンなどを介さずに、管理サーバーに情報送信できます。

電池駆動
低消費電力で駆動しますので、約4か月(15分に1回の場合)にわたり環境測定できます。
推奨乾電池は、単3形リチウム乾電池(1.5Ｖ)×2本です。(電池は付属していません)
電池残量が少なくなった時の通知案内設定が可能です。
※屋内用となりますので水やほこりなどの汚れに注意してください。
※直射日光に当てないでください。
※揮発性の高い化学物質との接触は避けてください。

ＣＯ₂
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【コロナ外出自粛】お客様に安心してご利用いただくために
安心してお越しいただくために・・・安心して過ごしていただくために・・・

CO₂・温湿度
センサー端末

インターネットデバイス

Cloud

二酸化炭素を計測する小型のIoTデバイスからＬＰＷＡ（Sigfox）通信により、
クラウドサーバーに計測データを保存しています。

CO₂濃度から、「換気の悪い密閉空間」を検知し、
アラートを通知することで換気を促すサービスです。

[システム環境]

客数により換気能力を下回った場合は
店入口のサイネージが緑色で表示されます。
来店する際の判断材料、安心材料を提供いたします。

客数により換気能力を超えた場合(密の状態)は
店入口のサイネージが赤色で表示されます。
スタッフへの換気を促すことができ、リアルタイムで
安全性の確保を行うことができます。

マスプロ電工のCO₂・温湿度センサー端末をご採用頂いております

CO2ウォッチャー
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まるは食堂
代表取締役社長
坂野豊和様

アメーバブログ【まるはの社長ブログ】にてコロナ対策ＣＯ２ウォッチャー掲載
https://ameblo.jp/3487278/entry-12624364677.html

SGTHA-CO2

ホームページ掲載 http://www.maruha-net.co.jp/shop/honten

まるは食堂南知多豊浜本店様
MORITO CO2ウォッチャーにて

マスプロのCO₂温湿度センサー端末が採用されました

3密検知に最適
ＣＯ₂温湿度センサー端末

92mm

67mm

CO₂温湿度センサー端末
SGTHA-CO2

CO₂

CO2ウォッチャー導入事例



用途

工場ホテル 倉庫スーパー 図書館

美術館 ※条件付き
通風型プラBOXなどに入れてください

牛舎や養鶏場病院 公共交通機関

学校職場 福祉施設

博物館

室内のCO₂濃度を測定しないと換気をどれくらいの頻度で行ったら良いか不透明な部分があります。

一般的にCO₂濃度が1,000ppmを超えると、換気が必要な環境と定義されています。

医薬品

室内環境を計測する一番の理由
風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス、熱中症といった病気の予防も大きな要因です。

温度は体感で分かりやすいですが、湿度・CO₂濃度に関してはあまりピンときません。
ウイルスや細菌による病気を予防する際に、もっとも気にかけなければならないのが湿度・CO₂濃度なのです。

ウイルスや細菌による病気を予防するには、ある程度の温度・湿度・CO₂濃度を維持するために、温湿度・ＣＯ₂濃度センサー端末が活躍する場面が多いのです。

その他にも温度や湿度に左右されるような医薬品や備品などもございます。

5※本製品は感染を防ぐものではありません。
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マスプロLPWA端末データの見える化



MASPRO IoT Cloud Service(SG) ~見える化 管理画面～

インターネットに接続されたパソコンやタブレットから閲覧できます

メールでお知らせできます。

温度・湿度・ＣＯ₂濃度をグラフ表示できます。

PDF/EXCEL/CSVファイルへ出力できます。

7

通知機能

グラフ表示

ファイル出力機能

フロアマップ表示
77

土日 平日

換気必要レベルが
一目で確認可能

グラフ化による
稼働状況の見える化



MASPRO IoT Cloud Service(SG)の機能

グループや期間(24時間/2週間/1ヶ月間)を選択し検索すると、グラフが自動生成されます。

グラフ表示

複数台表示
複数の端末を1画面に表示できます。

CO₂グラフ
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LPWAとは
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小容量向け通信網LPWAの誕生

• 小容量を低消費電力で伝送できる広域無線ネットワーク

LPWA Low Power Wide Area
小容量・低速度通信で消費電力を抑えて遠距離通信を実現する通信方式

• Low Power低消費電力
一度に送れるデータは小容量のため、端末が低消費電力で駆動できる。
そのため、長いバッテリー寿命を実現できる。
⇒数バイトのセンサーデータの通信に最適。端末が電池で数年駆動できる。(1日当たりの送信回数による)

• Wide Area広域通信
１つの基地局で見通し10数km程度のエリアをカバーできる
⇒1端末あたりの基地局のコストが分散できるため、低価格の通信費が実現できる。

電池で端末が数年動く・通信費が安い

基地局設置不要
• 人口カバー率95％

2020年10月現在

• 面倒な基地局設計不要
• すぐ使える、すぐ試せる



項目 仕様
通信方向 上り／下り(※)
伝送容量 12Byte(96bit)／8Byte(64bit)
通信速度 100bps／600bps
通信回数 最大140回/日／最大4回/日

（参考）sigfoxの通信仕様
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端末 基地局 管理クラウド 閲覧ソフトウェア

sigfox通信費に含まれます

人口カバー率95%
(2019年3月)

※機器によっては、下り対応していないものがあります。

マスプロ IoT クラウドサービス(SG)Sigfox通信
センサー端末

端末やクラウドサービスをニーズに合わせてご提供します



温湿度センサー端末の設置が求められる社会的動向
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・建築物環境衛生管理基準について https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/

１．厚生労働省 平成１５年４月 改正政省令 施行
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（略称：建築物衛生法）
（俗称：ビル管法、ビル衛生管理法）
建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」

２．文部科学省
学校保健安全法に基づく「学校環境衛生基準」

空気環境基準

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/


GDP（ジーディーピー）
医薬品卸売販売業者等が対象
・高水準の品質保証の維持
・医薬品の流通過程での完全性の保証
・業務の画一性の推進
・医薬品取引における障害を取り除く

温度/湿度管理が必要

GDP 医薬品流通適正ガイドライン
厚生労働省により
2018年12月に公表されました

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
GDPを準拠することで、医薬品の完全性について保証されます。	



HACCP（ハサップ）
食品等事業者が対象
原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、
・食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）の把握
・危害要因を除去又は低減
・製品の安全性の確保

温度/湿度管理が必要

HACCP 食品衛生管理の手法

厚生労働省により義務化
2020年6月制定
2021年6月まで猶予期間

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
厚生労働省202006~制定202106義務化



3密対策ソリューション以外のデバイス紹介
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冷蔵庫の扉や機械に
取り付けるだけSGAMT

加速度・磁気センサーを搭載
扉の開閉や機械の振動を検知可能。
お年寄りの見守り、機械の振動検知、椅子の着座検知に活用可能。
加速度のしきい値の変更可能。

取り付けが簡単
扉や機械に取り付けるだけで利用可能。
サイズが非常に小型、軽量で設置場所に困りにくい。

パソコン不要で情報を送信
センサーの検知情報をパソコンなどを介さずに、管理サーバーに情報送信できます。

長期間駆動可能
低消費電力で駆動しますので、1日2回の通信であれば、約5年駆動可能。
コイン型リチウム電池を内蔵。

部屋の扉や冷蔵庫のドアの開閉など、動きを検知したらお知らせする見守り端末

加速度・磁気センサー端末 SGAMT

SGAMT

28mm

65mm



電源を確保できない屋内の温度・湿度情報を遠隔から基地局へ送信できる温湿度検出器

温湿度センサー端末 SGTHA

壁にかけるだけ
温度・湿度センサーを搭載
温度・湿度のセンサーを搭載していますので、設置場所周辺の温湿度遠隔監視が
低コストで運用できます。温度：-20～+55℃ 湿度：10～90%RH（0～55℃）

送信間隔
送信間隔を15分、30分、60分、120分から選べます。

パソコン不要で情報を送信
温度・湿度情報をパソコンなどを介さずに、管理サーバーに情報送信できます。

電池駆動
低消費電力で駆動しますので、約１年(15分に1回の場合)にわたり環境測定できます。
推奨乾電池は、単3形リチウム乾電池(1.5Ｖ)×2本です。(電池は付属していません)
電池残量が少なくなった時の通知案内設定が可能です。

92mm

67mm

SGTHA
SGTHA

※屋内用となりますので水やほこりなどの汚れに注意してください。
※直射日光に当てないでください。

温湿度計のように



ステンレスバンド等で
ポール等に固定だけSGCEA2-TH

送信間隔、情報を送信、電池駆動
※屋内用と同性能

温湿度センサー端末（屋内用）との違いは何？
・温湿度センサーは別体
・室外でも安心して使える仕様に変更

通信端末
保護等級： IPX5

温度・湿度センサー
設置場所周辺の温度管理や湿度管理が低コストで運用できます。
温度：-20～60℃ 湿度：10～90%RH 保護等級： IP64

温湿度センサーボックス(通気用スリットあり)
温湿度測定部への水の付着を軽減します。また、直射日光照射による
温湿度センサー自体の温度上昇を軽減します。

温湿度センサー端末 SGCEA2-TH（屋外用）

電源を確保できない場所の温度・湿度情報を遠隔から基地局へ送信できる温湿度測定端末

SGCEA2-TH

ボックス内に
温湿度センサー
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獣害対策向けワナ作動通知システム

SGCEA-TM-WB2 (屋内外用)

【デバイス基本仕様】
・外観寸法：90(Ｗ)×130(Ｈ)×40(Ｄ)㎜(突起部含まず)
・防水性能：IPX5
・仕様電池：単3型リチウム電池(1.5Ｖ)×2本
・温度範囲：-20～60℃

・箱わな・くくりわななどの作動を検知し、携帯電話（ガラケー・
スマホ）へメールでわなの設置場所名と作動をお知らせします。

・遠方に設置し見回りが行えない場所や複数台設置している
場合の、見回り作業の効率化が期待できます。

・低コストで設置も簡単なため、すぐに使用できます。

鳥獣被害対策の見回り効率化を
安価で簡単に実現



ワナの番人 SGCEA-TM-WB2 (屋内外用)

導入MAP



マスプロ電工ホームページLPWAお問合せ
https://www.maspro.co.jp/products/lpwa/

仙台支店 ☎022-786-5060
東日本 IoT営業部 ☎03-5434-8456

✉iot@maspro.co.jp

お問い合わせ先
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