
まもセンサーAir 京都エディション

※画像はまもセンサーAir専用タブレット

CO2濃度、温度、湿度を計測し、クラウド経由で様々な種類のモニターで可視化出来るデバイスです
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厚労省推奨 NDIR方式 採用



価格/通信利用料
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※

【まもセンサーAir 京都エディション】【まもセンサーAir 京都エディション 専用タブレット付きセット】

2年分通信利用料込み
3年目以降は税込5,500円/年で

更新可能
税込32,780円

まもセンサーAir 京都エディション

専用タブレット( Wi-Fiモデル)

タブレットスタンド

ケーブル×2

ACアダプター×2
2年分通信利用料込み

3年目以降は税込5,500円/年で
更新可能

税込76,780円

～IoTの力で人々を笑顔に～



CO2濃度とは

感染症対策の目安として注目されているのが「CO2濃度」です。
●人の呼吸により二酸化炭素(CO2)が吐き出され、密閉された空間では
換気を行わないとCO2濃度がどんどん上がります。

●CO2濃度が高い(≒密閉・密集状態)と、新型コロナをはじめ、風邪やイ
ンフルエンザの原因となるウイルスが滞留するため感染リスクが高まります。

●特に、店舗・施設・会議室などは人が集まり空間であり、感染症対策に
は、定期的な換気が不可欠です。
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換気のタイミングを知るにはCO2センサーが必要です。



「まもセンサーAir」が選ばれる理由

・ 使い方が簡単
・ 複数センサーを一括確認
・ 高精度の測定
・利用者へのアピール可
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特徴① 「スイッチオン」で計測開始

SIMを内蔵しているため、電源を挿しスイッチを入れるだけで計測開始！
面倒な通信設定を行う必要はありません。
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スイッチ
オン！



特徴② マルチモニター対応

スマートフォン まもセンサーAir専用タブレット PC

デジタルサイネージ

様々な端末で簡単にダッシュボード(センサー計測値)を表示する事ができます。
安心・安全な環境をアピールし、集客の促進につなげる事が可能です。

ステッカー
※購入されたお客様へ差し上げております。
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西新宿店

西新宿店



特徴③ ダッシュボードで一括管理

※付属品ではありません。

[一覧画面] 複数のセンサーを、WEBダッシュボードで一括管理することができます。

複数店舗
一括管理
（最大100台）
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1台の情報

静岡店 心斎橋店



特徴④ みえないCO2濃度を可視化

※付属品ではありません。

[詳細画面] CO2濃度の変化により、換気のタイミングをお知らせします。
※一覧画面の各センサーをクリック(タップ)すると、1台ずつの詳細画面が表示されます。
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メール通知

【 メール本文 】

メールによるアラート通知が可能なので、ダッシュボードを確認し続ける必要はありません。
※受信側のメール通知設定により、アラーム音などで素早く察知することができます。
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CO2濃度、温度、湿度
任意の数値で設定

メール送信先
10件登録可能



グラフ表示機能

※付属品ではありません。

グラフ表示を見て、CO2濃度が上がりやすい時間帯を分析し換気を行う時間を明確化するなど、
感染リスク低減に向けた行動改善を促すことができます。

西新宿店(CO2濃度)
CO2濃度の上がったタイミングで、どんな行動をし

ていたか振り返ることで、

感染予防対策に活かすことが出来ます

※グラフは CO2濃度、温度、湿度 の3種類

換気推奨の基準値
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履歴ファイルのダウンロード

※付属品ではありません。

計測データをCSVファイルとしてダウンロードすることができます。
計測した全ての履歴がサーバーに保存されており、最長31日分を日付指定して抽出可能。
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公開用URLの発行

※付属品ではありません。

ログイン不要でセンサーの計測画面が表示できる、公開用URLを任意で発行できます。
2次元バーコードを印刷して配ったり、デジタルサイネージで公開したり、ホームページに情報を掲
載したり、様々なシーンでタイムリーな安全のアピールが可能です。

https://mamoair.jp/

IoTBank オフィスの空気環境公開中

まもセンサーAir 商品ページにてライブ配信中！
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https://mamoair.jp/


内閣官房がCO2センサーを推奨

出典：内閣官房https://corona.go.jp/proposal/
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https://corona.go.jp/proposal/


厚生労働省より換気の励行

出典：厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf


蔓延防止等重点措置

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/Manual.pdf 出典：大阪府
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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/Manual.pdf


まもセンサーAirが京都府の推奨機器に認定

出典：京都府
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https://www.youtube.com/watch?v=BQ322uM97uo

https://www.youtube.com/watch?v=BQ322uM97uo


導入事例①：飲食店
日本料理店(都内)
来店されたお客様がダッシュボードを見て安心されている様子を見る
と一定の効果がある。
自社サイトに空気状況の履歴グラフを表示できるようになるとのこと

なので、来店前のお客様にも安心・安全をアピールできるのもと
ても有難い。
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導入事例②：パチンコ店
パチンコひまわり(北海道)
店内の換気を十分に行っているが、伝える事が難しかった。
CO2濃度を計測し表示させる事で、本当に換気が十分に
行われている事が伝えられる。

[お客様の声]
換気がされている事は分っていたが、測定していると分か
ると安心出来る。

[スタッフの声]
既存のサイネージに表示できるので使い勝手が良い。
温度記録の利便性が高く、温度管理がやりやすい。
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導入事例③：クリニック
横浜メディカルサポート＆サービス
今迄未知だった各部屋の状況が把握出来た事が一番の収穫。
換気も問題無く出来ている事がわかり安心した。
何よりもリアルタイムで確認出来る事が安心感に繋がった。

・WEBで何処からでもモニタリングできる点が良い。
・設置が簡単で面倒な通信設定を行う必要が無い点が良い。
・各部屋の状況が一括してモニタリングできる点が良い。
・ログをダウンロード出来る点が良い。
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導入事例④：オフィス
JR東日本ビルテック(仙台)
デバイス公開スイッチはオンにして、URLの2次元
バーコードを作成し、社員には自由に手持ちの端末
で閲覧できるようにさせていただきました。

今後は、しきい値の設定などを行い通知をだせるように
していきたいと思います。

御社の製品には大変満足をしている次第です。
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導入事例⑤：学校
私立大学
ここ数日、かなり湿度が下がったことが目でも確認できた。
その結果、加湿器の設置を行った。
夜間のCO2濃度を最低値ととらえ、そこからどの程度上昇
しているかで、換気状態を確認できる。
朝、複数の教員で打ち合わせを行っているときに、CO2濃
度があがっているなど、室内の滞在人数が増えると、CO2
濃度も上昇していることがわかる。

行動改善の目安として利用できる点が良かった。
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まもセンサーAir 京都エディション 仕様①
○ 本体サイズ:100×57×25mm

○ 本体重量：約78g（乾電池含まず）

○ 通信方式:LTE-M(Cat.M1)

○ 通信可能エリア:SoftBank LTE通信エリア

○ 動作環境：温度：0～50℃、湿度：95%RH以下（結露無きこと）

○ LED表示：CO2レベル表示、通信状態表示

○ データ送信頻度:5分

○ 電源：USB micro-B 5.0V/1A または単三形アルカリ電池×3本

○ 使用環境：屋内（※防水仕様ではありません）

○ 付属品:取扱説明書・保証書×1

○ 保証:購入日から1年間

○ 製造国:中国※掲載している内容は、予告なく変更になる場合がございます。
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温度センサー

測定温度範囲 0～50℃

温度精度 ±2℃

最小表示 0.1℃

湿度センサー

測定湿度範囲 0～95％

湿度精度 ±5%

最小表示 0.10%

CO2センサー

検測範囲 420-5,000ppm

検測精度 ±50ppm+実測値の5%

動作温湿度
湿度:0～50℃

湿度: 0～95％RH以下
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まもセンサーAir 京都エディション 仕様②



まもセンサーAir 専用タブレット 仕様
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❶ ボリュームボタン
❷ パワーボタン
❸ microSDメディアカードリーダー
❹ マイクロホン
❺ Micro USB 2.0ポート
❻ マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
❼ スマートコネクタ

○画面サイズ：10.1 インチ マルチタッチ対応 1280x800

○ 本体サイズ:169.2mm x 243.2mm x 8.4mm

○ 本体重量：約480g

○プロセッサー：Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコア プロセッサー
( 2.00GHz )

○初期導入OS：Android 9.0

○メモリー：2.0GB LPDDR3

○ストレージ1：16GB

○バッテリー：リチウムイオンポリマーバッテリー

○Bluetooth：Bluetooth 4.2

○内蔵カメラ：500万画素 (アウトカメラ) + 200万画素 (インカメラ)

○ワイヤレス対応:802.11a/b/g/n/ac

○ 電源：USB micro-B 5.0V/1A 

○ 付属品:マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、Micro SD カード取り出しツール

○ 保証:購入日から1年間

※タブレットの仕様は変更になる場合がございます。



《お問い合わせ先》株式会社エアサーブ
<東京>コミュニケーション事業部営業課 TEL 03-6745-7196

FAX 03-6745-8234
Mail otr@airserve.co.jp

<大阪> 市場開発部 営業２課
TEL 06-4795-5790
FAX 06-4795-5794
Mail osa2@airserve.co.jp

https://www.airserve.co.jp/service/antivirus/mamoair/

営業時間 平日9:30～18:30    土・日・祝日休み
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