
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type1 

●温度・湿度監視に対応した製品です 

●温度・湿度センサーをセットにした製品を用意しています 

Type3 

●人体赤外線感知と温度・湿度監視ができる製品です 

●温度・湿度センサーはオプション品から選択します 

●人体赤外線感知範囲は X,Y 軸が大体 100°の円錐エリアです 

●検出距離は 5m と 10m の 2 タイプがございます 

共通事項 

●インターネット接続は有線/無線 LAN/モバイルルータの 3 通りを選ぶ事ができます。 

●センサーは 2 個接続できますので冷蔵庫 2 台または冷蔵庫と室内の温度管理ができます 

●データサーバは温度・湿度用の ROSE と人体赤外線感知用の redROSE です 

ROSE 

●Type1 と Type3 の温度・湿度センサーに対応したデータサーバです 

●月のデータは 低、平均、 大と統計化したグラフと表で閲覧が可能です 

●データの閲覧は 1 分毎の直近 1 時間グラフ/CSV と記録周期の日、週、月のグラフ/CSV データです 

●CSV データは期間を設定してダウンロードできます 

●データ監視機能は上限値と下限値をセンサー毎に設定できます 

●監視範囲の逸脱を検知しますとアラームメールを 大 5 箇所の宛先へ通知します 

redROSE 

●Type3 の人体赤外線感知センサーに対応したデータサーバです 

●人体赤外線を検知しますとアラームメールを 大 5 箇所の宛先へ通知します 

■製品仕様の詳しい事は当社 Web サイト(http://www.object.co.jp/) をご覧ください。                                                                          Ver 1.0.2

■本カタログに記載されている内容は予告なく変更する場合がございます。 

■メールでのお問合せは info@object.co.jp までどうぞ。  

株式会社 オブジェクト

 

インスリン製剤、特定生物製剤、ワクチン類等など冷蔵庫の保存で 

●冷やし過ぎて凍らせてしまった ●ドアを閉め忘れて庫内温度が上昇してしまった ●4 時間毎の温度記録を忘れてしまった 

などの経験はございませんか 

また、筋弛緩剤、麻酔薬は温度管理以外に防犯対策に苦慮されていませんか 

オブジェクトでは温度・湿度の監視と記録、防犯を、一つのシステムで解決できる｢ OBJECT Remote Monitor Sysytem 」を提案します 

例えば 

● 温度・湿度記録は 短 5 分、 大 1 時間の周期で 24 時間 365 日記録します 

● 適正温度・湿度を設定すれば、この範囲を超えた時、アラームメールでお知らせします 

● 記録データはブラウザからグラフ、表、CSV での閲覧です。専用ソフトに依存しませんのでスマートホン、タブレットからも可能です 

●人体赤外線感知システムでは冷蔵庫の温度監視と人が近づくとブザー鳴動とアラームメールを発信します 

医薬品の遠隔温度監視、温度記録の省力化、防犯対策、これらに有効なシステムと考えます 

医薬品の温度管理と防犯対策をサポート 

OBJECT Remote Monitor Sysytem のイメージ 

 OBJECT Remote Monitor Sysytem  

製品紹介 

パソコン／スマートホン 

温度センサーのデータはインターネットを介しパソコン、スマートホンのブラウザからの閲覧です 

人体赤外線感知センサー

サーバー 

インターネット 

ROSE(温度・湿度グラフ) 

redROSE(人体赤外線感知画面）

温度センサー 

温度・湿度センサー 

モニタボックス  

薬局環境 

冷蔵庫 

薬品保管庫

 

  Type3 

 

Type1 



 
 

ソリューションに対応しました製品のご案内 

室内の温度・湿度監視 温度と湿度が同時に監視ができる ORMS-SHT71-Type1 または温度のみで良ければ ORMS-ADT7420-Type1 です 

冷蔵庫の温度監視 冷蔵庫扉の隙間からセンサー挿入できる 0.1mm 厚のセンサー中継ぎケーブルと ORMS-ADT7420-Type1 の組合わせです 

室内の防犯 狭い部屋であれば検出距離 5m タイプの ORMS-SE05-Type3。検出場所が遠い時は 10m タイプの ORMS-SE10-Type3 です 

室内の温度・湿度と冷蔵庫の温度監視 温度と湿度が同時に監視できる ORMS-SHT71-Type1 に Sensor-ADT7420 の温度センサーと中継ぎケーブルを組合せます 

2 台の冷蔵庫を温度監視 ORMS-ADT7420-Type1 に Sensor-ADT7421 と中継ぎケーブル 2 本を組合せます。但しセンサーケーブルは 1.5m です 

冷蔵庫の温度監視と防犯 ORMS-SE05-Type3 に Sensor-ADT7420、ROSE ソフトウェア、センサー中継ぎケーブルを組合せます 

無線 LAN 対応 当社のシステム製品に無線ルータ、USB 無線 LAN アダプタを組合せて出荷します。詳しくは FAQ をご覧下さい 

モバイル対応 有線 LAN の機能を持つモバイルルータをお客様側で選んでください。詳しくは FAQ をご覧下さい 

 

 

システム製品 

製品名 製品型式 機能 価格(税抜き） 付属品 

ORMS-SHT71-Type1 ORMS-SHT-01 温度・湿度遠隔監視システム \49,500 

ORMS-ADT7420-Type1 ORMS-ADT7420-01 温度遠隔監視システム \47,000 

システム該当センサーモジュール、電源装置、電源接続用ケーブル、マニュア

ル、保証書、ROSE１年間利用権 

ORMS-SE05-Type3 ORMS-SE05-03 人体赤外線感知システム 5m \60,000 

ORMS-SE10-Type3 ORMS-SE10-03 人体赤外線感知システム 10m \60,000 

人体赤外線感知センサーはモニタボックス本体に組込み済み、電源装置、電

源接続用ケーブル、マニュアル、保証書、redROSE１年間利用料含む 

・各製品には 1 年間の ROSE/redROSE（サーバ）の利用権が含まれています 

・ORMS-****-Type3 には温度センサーまたは温度・湿度センサーは付属していません 

 
オプション製品 

製品名 製品型式 機能 価格（税抜き） 補足 

Sensor-SHT71 Sen-SHT 温度・湿度センサー \7,500 温度・湿度センサーモジュール。同じセンサ-は混在できません 

Sensor-ADT7420 Sen-ADT-48 温度センサー \5,000 ORMS-SHT71-Type1 に組合わせるセンサーモジュール 

Sensor-ADT7421 Sen-ADT-49 温度センサー \5,000 ORMS-ADT7420-Type1 に組合わせる温度センサーモジュール 

ROSE ソフトウェア - 温度・湿度用データサーバー \12,000 ROSE ソフトウェアとデータサーバ年間利用料 

中継ぎケーブル FPC－02 センサー中継ぎ \5,000 0.1mm 厚のフィルム状のケーブル。冷蔵庫扉の隙間に挿入できます 
 

サーバ利用料 

製品名 機能 価格（税抜き） 補足 

ROSE ROSE サーバ \6,000 ROSE データサーバ年間利用料 

redROSE redROSE サーバ \6,000 redROSE データサーバ年間利用料 

・ROSE/redROSE（サーバ）の利用権は 1 年契約です。サーバの利用を継続するには１年毎に更新費用が必要です 

 
 

質問 回答 

インターネットへの接続方法を教えて下さい 有線 LAN/無線 LAN/モバイルに対応しています 

固定 IP への対応可能でしょうか？ IP アドレス、Default gateway、DNS の情報を提供頂ければ有線 LAN/無線 LAN の何れにも対応可能です 

インターネットへの接続を制限されています 本カタログでは紹介していませんが独自ネットワークシステムによる製品がございます。詳しくは当社までお問合せ下さい 

無線 LAN の対応方法教えて下さい 無線 LAN アダプタ、無線ルータをセットにした製品を出荷します 

モバイル対応について 
携帯電話会社が販売している有線 LAN 接続可能なモバイルルータをお客様側でご契約下さい。 

例えばドコモの「 無線 LAN STATION-02F 」が該当します(平成 26 年 8 月末現在） 

部外者にデータを見られる心配はありませんか？ サーバのデータはパスワードを入力してログインしてから閲覧するようになっています。パスワードはお客様側で変更可能です 

複数で閲覧する場合の対策は？ データ閲覧用のログインパスワードと、管理者用パスワードの 2 段設定が可能になっています 

ネットワーク障害が発生した時の対策は？ サーバへのアップロードデータはモニタボックスのシステムメモリカードに保存されます。ネットワークが復旧した時点でアップロードを再開します 

停電発生時の対策は？ 停電時の対応はございません。UPS 等の無停電装置の利用をお奨めします 

家庭用冷蔵庫に使用できますか？ 扉の隙間から温度センサーを庫内に設置できる 0.1m 厚のフィルム状、中継ぎケーブルをオプションで用意しています 

既にある薬用冷蔵庫に使用できますか？ 過去の事例ではセンサー挿入口を利用しました。センサー用の開口部が無ければセンサー中継ぎケーブルを利用する事で可能です 

温度・湿度はグラフで閲覧できるのですか？ 0 時から 24 時までのデータ閲覧グラフと、直近 1 時間の 新グラフデータで閲覧できます。 

温度・湿度データで提出可能な資料が欲しい 1 ヶ月間の 低値・平均値・ 大値の統計グラフデータと表を印刷できます。また CSV ファイルでダウンロードできます 

温度・湿度の監視と記録は何分毎ですか？ 監視は 1 分毎です。記録は出荷時、30 分に設定しています。オプションで 5 分/10 分/15 分/20 分/30 分/60 分が選択できます 

温度・湿度が異常時の対応を教えてください 上限値、下限値の範囲内を逸脱した時、アラームメールの発信とパソコンでのビープ音を鳴動します 

CSV データに設定範囲の逸脱記録は残りますか？ 記録周期の設定に拘わらず範囲外が始まった時と範囲内に戻った時点が記録されます 

人体赤外線感知システムは ON/OFF の切替は？ redROSE の画面から ON ボタンをクリックとスケジュール設定に従った方法の 2 通りがあります 

人体赤外線感知で異状を検知した時の対応は？ redROSE の画面に検知した時間を秒単位での表示とモニタボックスからのブザー鳴動とアラームメールの発信です 

人体赤外線感知システムのブザー動作は？ 検知を確認しましたらオプションで設定された秒数を鳴動します。一度鳴動しますと 5 分間は動作しません 

アラームメールは何箇所に発信できますか？ センサー毎にアラームメールの発信先を 5 箇所設定できます。発信先を設定できるのは管理者権限を持つ方に制限しています 

稼動実績を教えて下さい 平成 26 年 8 月末現在で 1 年間無停止での稼動実績がございます 

 

 

開発 ・ 販売 

株式会社 オブジェクト 

〒560-0032 大阪府豊中市蛍池東町 1-3-2 森ビル 2 階 

TEL 06-6844-1747             FAX 06-6844-1760 

 URL http://www.object.co.jp  E-Mail:info@object.co.jp     

 

【 お問合せ 】 

システム選択ガイド 

製品価格 

よくあるご質問（FAQ） 


