
保証書付
製造元・お問い合わせ先：
アイグッズ株式会社  TEL：0120-83-6333
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-23-23
恵比寿スクエア6F
（受付時間：10:00～17:00/土・日・祝日を除く）

 

本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げいただいた日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、

弊社までお問い合わせください。

サーモオートデスクIGTAD01

TEL：

 1ヶ月以内
お買い上げ日より

保証期間

ご購入日：　　　　年　　 月　　 日

※ 製   品   名

購入先企業

お客様情報

保　証　書

1. 保証期間内であっても以下の内容に該当するものは無償交換の対象外になりますのでご注意ください。
（1）使用上の誤り、もしくは改造による故障または損傷。
（2）お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、塩害、輸送による故障または損傷。
（3）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変並びに異常電圧、外部的要因による故障または損傷。
（4）お客様による修理や改造による故障または損傷。
（5）フリーマーケットやリサイクルなど個人売買を介して本製品を購入した場合。
（6）本書のご提示がない場合。（ご購入日、販売店名が確認できない場合も含みます。）
（7）メッキの摩耗や打痕、プラスチック部分の損傷。（すり傷やへこみなども含みます。）
（8）高温多湿な場所で保管するなどの保管上の不備、経年劣化、自然消耗による故障または損傷。
（9）バッテリーなどの自然消耗もしくは、本製品を海外での使用による故障または損傷。
（10）腐食による故障または損傷。
（11）取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。

２.本製品のご使用や、本製品の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
・本製品のご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
・本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。

3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書記載内容にて
サーモオートデスクの無償交換をおこなうことを約束するものです。

※ 保証期間は、ご購入年月日から起算した1ヶ月以内に限ります。
専用スタンド

USBケーブル 単3電池（4本）

A5ポスター（2種） ロート

■各部名称

■同梱構成部品

LED
ディスプレイ

温度測定
センサー

消毒液噴射口

消毒液量確認窓

電源スイッチ

温度切替
スイッチ

電源用
USBケーブル
接続口

三脚取付穴

近接センサー

壁掛け用穴

型番表示プレート

付属スタンド
取付用穴

消毒液注入口

スピーカー
バッテリーフタ

このたびは、サーモオートデスクIGTAD01
をお買い上げいただき、誠にありがとうござ
います。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、
正しく安全にご使用ください。また、いつでも
取り出せる場所に必ず保管してください。

サーモ
オートデスク
IGTA01

取扱説明書

アイグッズ株式会社 TEL：0120-83-6333（受付時間：10：00～17：00／土・日・祝除く）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目23-23 恵比寿スクエア6F

仕様・構成部品1

精度

測定距離

USB
インターフェース

ボトル容量

取り付け方式

使用温度

外観寸法

液体タイプ

電源

±0.2°C（34～45°C）

5cm～10cm

1000ml

壁掛け、三脚固定

W120×D135×H280mm

手指消毒剤または液体消毒剤

単3電池4本 または USB給電

10°C～40°C
（15°C～35°C推奨）

Type-C
※外部機器との接続用ケーブル付き

●本商品は、表面温度を測定する温度計であり、体温計ではございません。
●本製品は医療機器ではありません。体温を正確に計ることはできかねます。
●温度測定センサーと近接センサーに消毒液をかけないでください。
　液体によりセンサーが感知できなくなり、故障してしまう恐れがあります。
●本機に消毒液を入れた後、付属スタンドや三脚使用などで本体が垂直に立っていることを確認してください。
　傾いている状態で使用すると、倒れて消毒液がこぼれたり、手や指に本機が落下して怪我をする恐れがあります。

ご注意
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●三脚使用による設置
底部に三脚と固定できるネジ穴
があります。 

●壁掛け設置
裏側にネジや釘で壁に固定でき
る2つの受け穴があります。

●デスクトップスタンド設置
サーモオートデスクをスタンド
にはめて固定し、使用します。

デスクトップスタンドを壁掛け式にす
ることができます（写真A）。スタンド裏
側に2つの受け穴がありますので、ネ
ジや釘で壁にスタンドを固定してくだ
さい。
また、三脚に固定して設置することも
できます（写真B）。付属のパーツを
使って組み立てて、使用してください。

●電池を使用する場合
本機背面のバッテリーふたを外し、中からバッテリー
ケースを取り出します。ドライバーでプラスネジをゆる
めてケースのふたを外し、単3電池を入れてください。

●USBを使用する場合
本機側面のUSB接続口に、付属のUSBケーブル
をつなぎ、もう一方のケーブル端子をUSB接続口
のある周辺機器などにつなげてご使用ください。

❶温度を測定し、手を消毒する
自動音声が聞こえるまで手を下にかざします。次に、LED画
面に温度が表示され、同時に手に消毒液が噴出されます。 

❷ボタンの機能
ボタン①：機能を設定
ボタン②：特定の機能を設定

●温度単位設定
温度単位を設定するには、ボタン①を1回押します。
ボタン②を押して、摂氏と華氏の表示を切り替え
ます。
C：摂氏 ／F：華氏

機能設定

●通常使用時の状態
測定時はディスプレイに緑のランプが1回点灯し、
アラームが1回鳴って消毒液が噴射されて測定結
果を表示します。

●測定範囲外の温度を感知した際の動作について
温度が低すぎる場合は、アラームが2回鳴って測定範囲以下であること
をお知らせします。温度が高すぎる場合は、「Hi」が表示されアラームが2
回鳴り、測定範囲の上限をオーバーしていることをお知らせします。 

●異常温度感知時
測定時ディスプレイに赤のランプが2回点滅し、ア
ラームが2回鳴って測定結果を表示します。 （異常
温度を感知しても、消毒液は噴射されます。）

●言語設定
ボタン①を5回押して言語を設定します。
ボタン②を押して言語（CH/EN/KO/PT/ES 
/JP/IT/DE/FR/RU/NL/AR）を設定します。

CH：中国語　EN：英語　KO：韓国語
PT：ポルトガル語　ES：スペイン語　JP：日本
IT：イタリア語　DE：ドイツ語　FR：フランス語
RU：ロシア語　NL：オランダ　AR：アラビア

●スタンバイ状態
ディスプレイ内に、液晶の小さな白い点が点滅します。 

液晶表示

使用方法

ボタン①

ボタン②

●作業モード設定
作業モードを設定するには、ボタン①を2回押し
ます。作業モードを切り替えるには、ボタン②を押
します。 
Bo：bodyモード　co：countingモード　
sur：surfaceモード

●音量設定
ボタン①を4回押して音量を設定します。
ボタン②を押すと、音量がU0からU4に切り替
わります。

●警報温度設定
ボタン①を3回押して警報温度を設定します。
ボタン②を押すと、アラーム温度が36°Cから
39°Cに切り替わります。

●消毒剤絞り量設定
ボタン①を6回押して、手指消毒剤の絞り量を
設定します。ボタン②を押して、押出時間を
0.1～2.0秒に設定します。

●電源のオン/オフ設定
ボタン①を2秒以上押す：
オン/オフ

設置方法2 設定と使用方法4

電源3

A B

ご使用環境に合わせて、2種類の電源（電池またはUSB）のうちどちらかを選んでご使用ください。
※電池とUSBを、同時に併用して使用することはおやめください。
ご使用環境に合わせて、2種類の電源（電池またはUSB）のうちどちらかを選んでご使用ください。
※電池とUSBを、同時に併用して使用することはおやめください。

■電池を入れたまま、電源スイッチを入れたままにしておくと、電池のバッテリー消耗が早くなります。しばらく使用しない場合は、電
源スイッチを切ってください。 ■電源を電池で使用する場合、電池が消耗していると温度検知に異常な動作が発生することがあり
ます。新しい電池に交換するか、USBにつないでご使用ください。 ■電池を入れるスペースには、プラスとマイナスの方向性があり
ます。ばねのついている方がマイナスです。
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ます。新しい電池に交換するか、USBにつないでご使用ください。 ■電池を入れるスペースには、プラスとマイナスの方向性があり
ます。ばねのついている方がマイナスです。



●三脚使用による設置
底部に三脚と固定できるネジ穴
があります。 

●壁掛け設置
裏側にネジや釘で壁に固定でき
る2つの受け穴があります。

●デスクトップスタンド設置
サーモオートデスクをスタンド
にはめて固定し、使用します。

デスクトップスタンドを壁掛け式にす
ることができます（写真A）。スタンド裏
側に2つの受け穴がありますので、ネ
ジや釘で壁にスタンドを固定してくだ
さい。
また、三脚に固定して設置することも
できます（写真B）。付属のパーツを
使って組み立てて、使用してください。

●電池を使用する場合
本機背面のバッテリーふたを外し、中からバッテリー
ケースを取り出します。ドライバーでプラスネジをゆる
めてケースのふたを外し、単3電池を入れてください。

●USBを使用する場合
本機側面のUSB接続口に、付属のUSBケーブル
をつなぎ、もう一方のケーブル端子をUSB接続口
のある周辺機器などにつなげてご使用ください。

❶温度を測定し、手を消毒する
自動音声が聞こえるまで手を下にかざします。次に、LED画
面に温度が表示され、同時に手に消毒液が噴出されます。 

❷ボタンの機能
ボタン①：機能を設定
ボタン②：特定の機能を設定

●温度単位設定
温度単位を設定するには、ボタン①を1回押します。
ボタン②を押して、摂氏と華氏の表示を切り替え
ます。
C：摂氏 ／F：華氏

機能設定

●通常使用時の状態
測定時はディスプレイに緑のランプが1回点灯し、
アラームが1回鳴って消毒液が噴射されて測定結
果を表示します。

●測定範囲外の温度を感知した際の動作について
温度が低すぎる場合は、アラームが2回鳴って測定範囲以下であること
をお知らせします。温度が高すぎる場合は、「Hi」が表示されアラームが2
回鳴り、測定範囲の上限をオーバーしていることをお知らせします。 

●異常温度感知時
測定時ディスプレイに赤のランプが2回点滅し、ア
ラームが2回鳴って測定結果を表示します。 （異常
温度を感知しても、消毒液は噴射されます。）

●言語設定
ボタン①を5回押して言語を設定します。
ボタン②を押して言語（CH/EN/KO/PT/ES 
/JP/IT/DE/FR/RU/NL/AR）を設定します。

CH：中国語　EN：英語　KO：韓国語
PT：ポルトガル語　ES：スペイン語　JP：日本
IT：イタリア語　DE：ドイツ語　FR：フランス語
RU：ロシア語　NL：オランダ　AR：アラビア

●スタンバイ状態
ディスプレイ内に、液晶の小さな白い点が点滅します。 

液晶表示

使用方法

ボタン①

ボタン②

●作業モード設定
作業モードを設定するには、ボタン①を2回押し
ます。作業モードを切り替えるには、ボタン②を押
します。 
Bo：bodyモード　co：countingモード　
sur：surfaceモード

●音量設定
ボタン①を4回押して音量を設定します。
ボタン②を押すと、音量がU0からU4に切り替
わります。

●警報温度設定
ボタン①を3回押して警報温度を設定します。
ボタン②を押すと、アラーム温度が36°Cから
39°Cに切り替わります。

●消毒剤絞り量設定
ボタン①を6回押して、手指消毒剤の絞り量を
設定します。ボタン②を押して、押出時間を
0.1～2.0秒に設定します。

●電源のオン/オフ設定
ボタン①を2秒以上押す：
オン/オフ

設置方法2 設定と使用方法4

電源3

A B

ご使用環境に合わせて、2種類の電源（電池またはUSB）のうちどちらかを選んでご使用ください。
※電池とUSBを、同時に併用して使用することはおやめください。
ご使用環境に合わせて、2種類の電源（電池またはUSB）のうちどちらかを選んでご使用ください。
※電池とUSBを、同時に併用して使用することはおやめください。

■電池を入れたまま、電源スイッチを入れたままにしておくと、電池のバッテリー消耗が早くなります。しばらく使用しない場合は、電
源スイッチを切ってください。 ■電源を電池で使用する場合、電池が消耗していると温度検知に異常な動作が発生することがあり
ます。新しい電池に交換するか、USBにつないでご使用ください。 ■電池を入れるスペースには、プラスとマイナスの方向性があり
ます。ばねのついている方がマイナスです。



保証書付
製造元・お問い合わせ先：
アイグッズ株式会社  TEL：0120-83-6333
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-23-23
恵比寿スクエア6F
（受付時間：10:00～17:00/土・日・祝日を除く）

 

本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げいただいた日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、

弊社までお問い合わせください。

サーモオートデスクIGTAD01

TEL：

 1ヶ月以内
お買い上げ日より

保証期間

ご購入日：　　　　年　　 月　　 日

※ 製   品   名

購入先企業

お客様情報

保　証　書

1. 保証期間内であっても以下の内容に該当するものは無償交換の対象外になりますのでご注意ください。
（1）使用上の誤り、もしくは改造による故障または損傷。
（2）お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、塩害、輸送による故障または損傷。
（3）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変並びに異常電圧、外部的要因による故障または損傷。
（4）お客様による修理や改造による故障または損傷。
（5）フリーマーケットやリサイクルなど個人売買を介して本製品を購入した場合。
（6）本書のご提示がない場合。（ご購入日、販売店名が確認できない場合も含みます。）
（7）メッキの摩耗や打痕、プラスチック部分の損傷。（すり傷やへこみなども含みます。）
（8）高温多湿な場所で保管するなどの保管上の不備、経年劣化、自然消耗による故障または損傷。
（9）バッテリーなどの自然消耗もしくは、本製品を海外での使用による故障または損傷。
（10）腐食による故障または損傷。
（11）取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。

２.本製品のご使用や、本製品の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
・本製品のご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
・本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。

3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書記載内容にて
サーモオートデスクの無償交換をおこなうことを約束するものです。

※ 保証期間は、ご購入年月日から起算した1ヶ月以内に限ります。
専用スタンド

USBケーブル 単3電池（4本）

A5ポスター（2種） ロート

■各部名称

■同梱構成部品

LED
ディスプレイ

温度測定
センサー

消毒液噴射口

消毒液量確認窓

電源スイッチ

温度切替
スイッチ

電源用
USBケーブル
接続口

三脚取付穴

近接センサー

壁掛け用穴

型番表示プレート

付属スタンド
取付用穴

消毒液注入口

スピーカー
バッテリーフタ

このたびは、サーモオートデスクIGTAD01
をお買い上げいただき、誠にありがとうござ
います。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、
正しく安全にご使用ください。また、いつでも
取り出せる場所に必ず保管してください。

サーモ
オートデスク
IGTA01

取扱説明書

アイグッズ株式会社 TEL：0120-83-6333（受付時間：10：00～17：00／土・日・祝除く）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿１丁目23-23 恵比寿スクエア6F

仕様・構成部品1

精度

測定距離

USB
インターフェース

ボトル容量

取り付け方式

使用温度

外観寸法

液体タイプ

電源

±0.2°C（34～45°C）

5cm～10cm

1000ml

壁掛け、三脚固定

W120×D135×H280mm

手指消毒剤または液体消毒剤

単3電池4本 または USB給電

10°C～40°C
（15°C～35°C推奨）

Type-C
※外部機器との接続用ケーブル付き

●本商品は、表面温度を測定する温度計であり、体温計ではございません。
●本製品は医療機器ではありません。体温を正確に計ることはできかねます。
●温度測定センサーと近接センサーに消毒液をかけないでください。
　液体によりセンサーが感知できなくなり、故障してしまう恐れがあります。
●本機に消毒液を入れた後、付属スタンドや三脚使用などで本体が垂直に立っていることを確認してください。
　傾いている状態で使用すると、倒れて消毒液がこぼれたり、手や指に本機が落下して怪我をする恐れがあります。

ご注意
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