
製造元 販売会社

主な納入実績

本製品は従来製品をバージョンアップしたものです。シルウォッチは「日本を支える中小企業300」に選ばれた中心的技術であり、東京都ベンチャー技術大賞（奨励賞）、内閣総理
大臣賞（バリアフリーデザイン推進功労者賞）などの受賞歴があります。近年は大型店舗、自動車関係をはじめとする生産現場で広く採用されております。

SILWATCH

メッセージをお届けします。

　WEARABLE DEVICE FOR POSITIVE CONTACTS　WEARABLE DEVICE FOR POSITIVE CONTACTS

SILWATCH

伝えたい人だけに素早く確実に。

振動、文字、光、音で

製造分野
●生産ラインの管理／自動車メーカー、農業機械メーカー、建築機械メーカー、オーディオ機器メーカー、半導体メーカー
●自動機器の異常情報連絡／電機メーカー、自動車部品メーカー、自動車内装備品メーカー、半導体メーカー、産業用ロボットメーカー、オフィス・事業所家具メーカー
●呼び出し・通報／電器メーカー、総合化学メーカー、船舶・海洋機器メーカー
●聴覚障がい者就労支援機器／指導者メーカー、製薬会社、化学メーカー、オーディオ機器メーカー、IT 開発会社、住宅設備メーカー
サービス分野
●呼び出し・通報／映画館、ホテル（従業員、聴覚障がい者向け）
●聴覚障がい者就労支援／アミューズメント施設、外食チェーン
●教育機関／図書館、大学付属盲学校
医療・福祉分野
●ナースコール／病院、老人ホーム、介護施設
●緊急通報／医科大学（医療機器の異常情報連絡）
●自治体・公共施設／自治体の福祉協議会、自治体の障がい福祉課、自治体の図書館
ほか、2000の自治体でご利用いただいています。

単方向通信 双方向通信

2020.10

2019 年モデルは、
本体及びベルト一体型のデザインでフィット感が増し、

外観もより一層スマートになりました。

コイン電池式モデル 充電式 2013 年モデル 充電式 2019 年モデル

単方向・双方向デモ器ございます。お気軽にお問い合わせください。

〒162-0067　東京都新宿区富久町16-15 新宿MYビル

TEL.03-3358-8000 FAX.03-3358-6330
http://www.shinyu.co.jp/

※コイン電池式モデルは販売を
　終了しております。

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ -表紙
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.10.6

表 4 表紙

アイアシステム
長方形

アイアシステム
タイプライター
有限会社アイアシステム

アイアシステム
タイプライター
〒132-0024　東京都江戸川区一之江3-16-21
TEL　03-3674-5768　   FAX　03-3674-5762
       URL https://www.eyearsystem.com



DC9V入力端子 接点入力1/2

明るさ切り替え
スイッチ

外部入力機器

❶ ❷

さまざまな外部入力に対応

メッセージ
表示例

・無電圧a接点
・音感センサー
・光センサー
・PCアプリ
・PLC(シーケンサ）

システム構成

S I L W A T C H

装置A異常
点検せよ

S I L W A T C H

班長呼出

S I L W A T C H

地震
避難せよ

S I L W A T C H

材料切れ
補給せよ

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

腕時計型
受信器
シルウォッチ

置型
光受信器
シルピカ

電波の到達距離を更に約300mま
で延長できます。複数台設置する
ことで送信距離やカバーエリアを
拡大できます。

PLC/PCで運用する場合は、当社HPより
「送信器インターフェース仕様書」をダウン
ロードが必要です。

シルウォッチは、さまざまな機械・装置やシステムとリアルタイムに連携して、重要なメッセージを
振動（体感）や文字、光（視覚）・音（聴覚）などで確実に伝える無線通信型ウェアラブルデバイスです。
各種トラブルの対応やセキュリティなど緊急通知用の端末として、また騒音の激しい工場や、
逆に静寂が求められる各種施設でのダイレクトな情報伝達手段として、様々な現場で力を発揮しています。

生産効率の向上、省力化に貢献
単方向シルウォッチ

振動（体感）・文字と光（視覚）・音（聴覚）で情報を伝達

制御システムやセンサー、パソコンな
どから送られてきた情報をリアルタ
イムで受信器へ届けます。

約200m

約200m

約300m

中継器SW-0123送信器SW-N124

場所を選ばず振動と文字でメッセージを伝えます。

高輝度 LEDの 4色の光と大音量で情報をお知らせします。

腕時計型受信器シルウォッチ SWR-2130

腕時計型受信器
シルウォッチ
SWR-2130

置き型光受信器シルピカ PP-705

置き型光受信器シルピカ
PP-705

腕時計型受信器シルウォッチ2019モデル SWR-2130 置き型光受信器シルピカ PP-705

送信器SW-N124中継器 SW-0123

メニューボタン

高輝度 LED

ストップボタン

4色 LED

セレクトボタン

ダウン（▼）ボタン

USB/DC IN

アップ（▲）ボタン

ベルト（取り外し可能）

パワースイッチパワースイッチ 送信ボタン

送信 LED

MIC/FAX

送信 LED

※ボタンの機能は
　ご使用できません。

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _1-2p
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.9



オプション

単方向シルウォッチシステム
Windows7～10対応

❸

SILWATCH特定小電力無線通信システム

振
動
と
文
字
で

様
々
な
情
報
を
伝
達

双方向通信シルウォッチ
単方向送信ソフト SWP-0104

単方向設定ソフト SWR-0311/0312/0313

任意のメッセージを個別・全体に送信できます。受信者が応答ボタンを
押すとPC上で確認できるので、災害通知などの場合、事後の安否確
認にご利用いただけます。フォーマットは基本10枠ですが、2～20枠
の範囲で枠の数を変更できます。

文字メッセージ・グループ分け等の細かい設定が、エンドユーザーで
設定可能です。
※単方向設定ソフトは３つの製品構成での販売です。

パソコンからメッセージを送信

簡単設定

送信ソフトフォーマット画面

SWR-0313
ROMライタープローブ送信器用

SWR-0312
ROMライターアダプター

腕時計型受信器設定画面送信器設定画面

シルウォッチ設定は
送受信器からの電波で設定

生産ライン
異常！！

送信器パソコン

シルウォッチ

USBケーブル

生産ライン
異常！！

送信器パソコン

シルウォッチ

USBケーブル

SWR-0311
ROMライターソフト

SWR-0312とSWR-0313は送信器のメッセージなど
に必要な特殊治具です。

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _3-4p
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.9



❺ ❻

活用例2緊急時の一斉・個別通報 複数の中から一人を呼び出し活用例1

情　報

個別
・一
斉呼
出

応答
個別
・一
斉呼
出

応答

メッセージ1～3にメッセージを設定することで腕時計同士の通信が可能。

仕事に集中していても
情報を見逃さない

無駄な動きを防ぐ

メッセージの着信確認が可能

何かが起きた、ではなく
何が起きたかを知らせる

交信内容の見える化、
データ化が可能

たとえば たとえば たとえば

大型店舗での
レジの金種管理・防犯・
スタッフ呼び出し

障害者雇用促進法に
基づく聴覚障がい者
雇用システムとして

製造現場での
機械・装置の
稼働管理

現場が変わる。働き方が変わる。
双方向シルウォッチシステム

送受信器から
具体的な状況を
リアルタイムで
知らせる

誰が対応したか
メンバー全員が
すぐにわかる

メニューボタン
（メッセージ1）

自動 LED

充電 LED

送信ボタン

送信・受信 LED

接点入力1/2

MIC/FAX

接点出力1/2

セレクトボタン
（応答ボタン）

ダウン（▼）ボタン
（メッセージ3）

アップ（▲）ボタン
（メッセージ2）

ベルト（取り外し可能）

シルウォッチ上にメッセージを全角10文字（半角は20文字）まで
表示可能。個別・一斉・グループ別等の通信が可能。

送受信器はシルウォッチにメッセージを送受信器は送信し、また
シルウォッチからの応答を受信して他のシルウォッチへ送信します。

送受信器
制御システムやセンサー等から送られてきた情報を
リアルタイムで腕時計型受信器（シルウォッチ）へ届ける。

中継器

外部入力機器

電波の到達距離を200m延長できる。
複数台の中継器設置が可能。
中継器は最大9台まで設置可能。

1 2 3 4
5 6 7 8

A氏
A呼出

B氏
B呼出

C氏
C呼出

応答順に表示

各シルウォッチ

パソコン
送受信器

通常の呼び出し以
外にも、地震・火
災警報など緊急通
報を一斉および個
別に発信。応答に
より安否確認も可
能。

A氏
A呼出

B氏
Aが応答

C 氏
Aが応答

各シルウォッチ

送受信器 ●一斉呼び出し
最初に応答したのが A
の場合、送受信器が他
の者に「Aが応答」と送
信。

●個別呼び出し
シルウォッチから個別
のシルウォッチに呼び
出しも可能。

PLC

各種センサー等

モニタ等

各種センサーからの信号を受けて必要な情報を振動と文字で通知します。

シルウォッチだからできる5つの特徴
情報着信を音や光で知らせる場合は、常に音や点灯に注意を払う必
要がありますが、シルウォッチは振動という体感により着信をしらせる
ため、仕事に集中していても情報着信を見逃さず、目の前の作業に集
中できます。

複数の人がシルウォッチを装着し、呼びかけに一人が対応すればいい
場合、初めに応答ボタンを押した人が対応者となり、その人が（A）な
らば、他のシルウォッチ保持者に（A）が対応、と表示されメンバーの無
駄な動きを防ぎます。

メッセージがシルウォッチに届いた確認が可能ですので、電波の到達
範囲の確認やシルウォッチの行動範囲が確認できます。

PC 上でリアルタイムの交信状況を見ることができます。また、その
交信状況を記録として残し、後日作業環境改善に役立てることがで
きます。

シルウォッチ上に情報の内容が文字で表示されます。「何かが起きた」
ではなく、「何が起きたか」をその内容まで通知します。

1

3

2

4

5

腕時計型受信器シルウォッチ2019モデル SWSR-2130

システム構成

シルウォッチ

約200m

無電圧・a接点 /RS232C/USBに対応

約200m

表示装置等 PLC約300m

自動ボタン

USB/DC IN
RS232C

パワースイッチ

送受信器 SWSR-P125

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _5-6p
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.5.29



現場が変わる。働き方が変わる。オプション

拡張ユニット SMC-1M

拡張ユニット
SWP-08CH
280×115×50mm

正面

正面

背面

背面

テストボタン端子台送信器コネクタ

電源コネクタPC接続コネクタ

送信ソフトフォーマット画面

送受信データ画面

シルウォッチ設定は
送受信器からの電波で設定

❼ ❽

電源コネクタ端末端子台

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

Windows7～10対応

シルウォッチ

USBケーブル

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

シルウォッチ

USBケーブル

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

送受信器パソコン

シルウォッチ

USB
ケーブル

充電器（単体型） SWC-1140/5連充電型 SWC-5U

シルウォッチシステムの腕時計型送受信器専用の充電器です。1 台充
電用の単体型と5 台同時に充電できる 5 連充電型があります。5 連
充電型は2台を直列接続して10台同時に充電することもできます。

単体でも、5台でも

9点以上の接点入力の接続、もしくはPLCとのシリアル通信が可能です。
多接点接続機器（拡張ユニット）は64接点接続、さらにカスタマイズで最
大160接点まで接続が可能。

広がる可能性

充電器（単体型）
SWC-1140
84×46×31mm

※拡張ユニットは受注生産品です（納期 3ヶ月）

5連充電型
SWC-5U
350×100×125mm

I/Oユニット（2系統8台まで接続可能）

I/Oユニット：設備側の接点と拡張ユニットを接続します。

設備と接続して接点信号を拡張ユニットに送る8接点 I/Oユニット

I/Oユニットからの
信号を制御して
送受信器へ送信

PC接続コネクタRS232C
ケーブルコネクタ

設備 設備 設備 設備

送信ソフト SWP-0120

任意のメッセージを個別・全体に送信できます。受信者が応答ボタンを
押すとPC上で確認できるので、災害通知などの場合、事後の安否確認
にご利用いただけます。フォーマットは基本10枠ですが、2～20枠の
範囲で枠の数を変更できます。

パソコンからメッセージを送信

設定ソフト SWSP-0311

グループIDや文字メッセージ等の変更が可能です。シルウォッチ・送受
信器・中継器を追加購入時に通常発生する設定費用が不要となりま
す。（お客様がすべて設定する場合のみ）

簡単設定

見える化・データ化ソフト

送受信の時刻とメッセージを記録し、記録はパソコン上で見ることが
できます。
当社のホームページで無料ダウンロードできます。他ソフトは別売り
です。

通信の見える化、データ化を実現

シルウォッチの設定画面

双方向シルウォッチシステム 単方向・双方向共通オプション

8接点接続ユニット SWP-08CH

送受信器に拡張ユニットを接続して
8chの接点と接続可能
8つの信号を同時に入力でき、
優先順位をつけて発信できます。
●各リモート I/Oには8点までの信号入力が可能
●警報入力と連動して外部に接点信号出力
●テスト機能内蔵、設定内容に従って順次呼び出しを実行

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _7-8p
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.5.29



現場が変わる。働き方が変わる。

❾ 10

各設備からの
異常通報

部品不足、
ライン滞留など

無電圧 a
接点入力

送受信器

送信器

送受信器

PLCや
独自システムからの
通報、呼び出し
（シリアル通信）

レジからの
情報

販売活動
を支援

生産ライン
異常！！

生産ライン
異常！！

送受信器

防犯ゲート

火災監視
警報システム

未精算商品
Aゲート通過

火災発生

火災発生

S I L W A T C H

部品切れ
補給せよ

S I L W A T C H

設備A異常
点検せよ

S I L W A T C H

避難訓練
開始

S I L W A T C H

地震
避難せよ

S I L W A T C H

5番レジ
1円ニアエンプティ

S I L W A T C H

5番レジ
100円ニアフル

S I L W A T C H

未清算商品
通過

S I L W A T C H

3番レジ
応援要請

店長呼出

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _9-10p
A4、12p（見開き）、4c×4c、2020.5.27

シルウォッチシステム導入事例

「製造ラインのエラーを瞬時に確実に把握し、ロスを低減したい」など製造時のロス時間の短縮や
コスト削減の要望に対して、シルウォッチシステムを導入いただき、生産ラインの効率化を図った事例。

従業員の安全のために
地震や火災の発生を通知

生産ラインの効率化　　 単方向・双方向
製造時のロス時間短縮とコスト削減に
シルウォッチシステムを導入

聴覚障がい者の就業支援　　 単方向・双方向

シルウォッチシステムは、振動と文字、光でエラー発生を担当
者にダイレクトに伝えるもので、端末には作業環境により腕時
計型「シルウォッチ」と置き型「シルピカ」が選択でき、製造ラ
インのエラー対応の迅速化・効率化に貢献しています。
※シルピカは単方向タイプのみで運用可能です。

一定規模の企業には身体障がい者の雇用が義務づけられていま
すが、特に聴覚に障がいを持つ人達の身の安全のためにシルウ
オッチを採用している企業が増えています。地震、火災等災害時
の緊急通報も高い評価を受けていますが、通常の業務連絡でも
威力を発揮しています。

販売支援情報システム　　 双方向
金種管理や顧客対応などの
レジ業務をサポート

大型店舗のセルフレジで会計機の金種ごとの過不足を自動で管
理者に通知します。また、お客様からの呼び出しも速やかに対応
できるようになりました。また、有人のレジでもキャッシャーから
の応援、責任者の呼び出しなど様々なシチュエーションでご活用
いただいています。

●無線で構築するので、どこにいても警報・呼び出しを受信できます。
●防犯ゲートと接続し、警備員にゲート番号を通知し万引き犯罪を未然に防ぎます。
●その他、拡張性があるのでセルフレジのサッカー台でエラー発生時のスタッフ呼び出し
や、火災警報盤や地震速報装置とシステムの接続でリアルタイムに警報を通知すること
ができます。

商品監視・万引き防止　　 単方向
万引き犯の所在を警備担当者に通知、
全国の店舗で防犯体制の強化に貢献

「シルウォッチによる万引き防止システムは、出入口に設置された
防犯ゲートとシルウォッチ送信器を接続し、送信器からゲート番
号を送信。警備担当者や関係者だけに万引きの発生と発生場所
をリアルタイムに伝達します。D社様では全国の300店舗に導入
していただき、万引き犯罪への迅速で的確な対応と併せてスタッ
フ呼び出しによる顧客サービスの向上にも繋げています。

写真、イラストはイメージです。
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シルウオッチシステム各種仕様

株式会社東京信友様「Silwatch（産業用）」パンフ _11-12p
A4、16p（見開き）、4c×4c、2020.5.29

型式名称 腕時計型受信器シルウォッチ 2019 モデル
SWR-2130

使用電波 426MHz

通信距離 見通し約 170m ～ 200m

使用電源 リチウムイオン電池 3.7V

規格電流 150mA　MAX

本体サイズ 43mm（w）× 38mm（H）×16mm（D）

本体重量 約 45g（電池、ベルト含む）

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 JIS 防水保護等級 5 級相当

電池寿命 4 日間（1日５～６回受信）

備考 使用時間が極端に短くなりましたら当社にて、有償で電
池交換を承っております。

型式名称 置き型光受信器シルピカ
PP-705

使用電波 426MHz

通信距離 見通し約 150m

使用電源 DC12V

規格電流 待機時 40mA　フラッシュ時１A

本体サイズ 65mm（w）×109mm（H）× 28mm（D）

本体重量 約 90 ｇ

動作温度 0℃～ +45℃

防水機能 無し

付属品 AC アダプタ付属（AC100 ～ 200V　DC12V）

備考 音の ON・OFF は発送時にて設定します。

型式名称 送信器 2011モデル
SW-N124

使用電波 426MHz

送信出力 特定小電力1mW

使用電源 AC100-DC5V、または単 4 電池２本（別売）

規格電流 50mA　MAX

本体サイズ 65mm（w）× 62mm（H）× 24mm（D）

本体重量 約 80 ｇ

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 無し

付属品 AC アダプタ付属（AC100 ～ 200V　DC12V）
接点入力コード

備考 電池のみでの使用の場合は１時間に１回送信で 2.5カ月。

型式名称 中継器
SW-0123

使用電波 426MHz

送信出力 特定小電力1mW

使用電源 AC100-DC9V、または単 4 電池２本（別売）

規格電流 15mA　MAX

本体サイズ 65mm（w）× 62mm（H）× 23mm（D）

本体重量 約 80 ｇ

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 無し

付属品 AC アダプタ付属（AC100V　DC9V）

備考 電池のみでの使用の場合は１時間に１回送信で 2.5カ月。

型式名称 PLC 用送信器
SW-0101

使用電波 426MHz

送信出力 特定小電力1mW

使用電源 AC100-DC9V、または単 4 電池２本（別売）

規格電流 15mA　MAX

本体サイズ 65mm（w）× 62mm（H）× 23mm（D）

本体重量 約 80 ｇ

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 無し

付属品 AC アダプタ付属（AC100V　DC9V）

備考 電池のみでの使用の場合は１時間に１回送信で 2.5カ月。
RS232C 接続が可能です。

型式名称 単方向送信ソフト
SWP-0104

対応 PC Windows7・8・10

付属品 USB ケーブル付属

型式名称 単方向設定ソフト / アダプター / プローブ
SWP-0311/SWP-0312/SWP-0313

対応 PC Windows7・8・10

付属品 USB ケーブル付属

■転倒検知システム

型式名称 転倒検知送信器
EXH-TK12

電源 単 4 電池２本

電池寿命 約 2 年 (1日 1回送信及び 10 秒間警報音鳴動 )

電波到達距離 見通し約 100m(426MHz 帯 )

音量 約 90dB/1m･ テスト時、約 70dB/1m

動作温度 −10℃～＋ 50℃

本体サイズ 80mm(w) × 50mm(H) × 23mm(D)

型式名称 転倒検知受信器
RXF-200A

電源 AC100V

電池寿命 約 2 年 (1日 1回送信及び 10 秒間警報音鳴動 )

周波数 426MHz 帯

接点出力 警報出力：無電圧リレー接点 C 接点

動作温度 −10℃～＋ 50℃

本体サイズ 120mm(w) ×190mm(H) × 35mm(D)

型式名称 腕時計型送受信器シルウォッチ 2019 モデル
SWSR-2130

使用電波 429MHz

送信出力 10mW

通信距離 見通し約 170m ～ 200m

使用電源 リチウムイオン電池 3.7V

規格電流 150mA　MAX

本体サイズ 43mm(w) × 38mm(H) ×16mm(D)

本体重量 約 45g( 電池、ベルト含む )

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 JIS 防水保護等級 5 級相当

電池寿命 4 日間 (1日５～６回受信 )

備考 使用時間が極端に短くなりましたら当社にて、有償で電
池交換を承っております。

型式名称 送受信器 / 中継器
SWSR-P125

送信出力 10mW

使用電波 429MHz

通信距離 見通し約 200 ～ 300m

使用電源 AC100V-DC5V、または単 4 電池２本 ( 別売 )

規格電流 50mA　MAX

本体サイズ 85mm(w) × 62mm(H) × 24mm(D)

本体重量 約 75 ｇ

動作温度 −10℃～ +50℃

防水機能 無し

付属品 AC アダプタ付属 (AC100 ～ 200V　DC12V) 接点入
力コード ( 送受信器のみ )

備考 送受信器と中継器はディップスイッチで切り替えている
為同型です。

型式名称 双方向送信ソフト
SWP-0120

対応 PC Windows7・8・10

付属品 USB ケーブル付属

型式名称 双方向設定ソフト
SWSR-N311

対応 PC Windows7・8・10

付属品 USB ケーブル付属

型式名称 充電器 ( 単体型 )
SWC-1140

使用電源 AC100-DC5V

本体サイズ 84mm(w) × 46mm(H) × 31mm(D)

本体重量 約 60 ｇ

付属品 AC アダプタ付属 (AC100 ～ 200V　DC12V)

型式名称 5 連充電器
SWC-5U

使用電源 AC100-DC5V

本体サイズ 350mm(w) ×100mm(H) ×125mm(D)

本体重量 約 1600 ｇ

電源入力 MINIUSB ソケット　DC5V　IN

電源出力 USBA ソケット　DC5V　DC5V　OUT

付属品 AC アダプタ付属 (AC100 ～ 200V　DC12V)

型式名称 8 接点接続ユニット
SWP-08CH

使用電源 AC100V-240V　DC24V

入力点数 最大８接点入力 ( 無電圧 a 接点 )

本体サイズ 280mm(w) ×115mm(H) × 50mm(D)

本体重量 約 700 ｇ

付属品 AC アダプタ付属 (AC100 ～ 200V　DC12V)
USB ケーブル ( 単方向 )/RS232C( 双方向 )

■オプション

型式名称 単方向 RS232C/ 双方向 RS232C
SWP-0102/SWP-0108

入出力 3.5 φミニジャック、Dsub9 ピン

サイズ SWP-0102：1.4m　SWP-0108：1.5m

備考 シルウォッチを PLC で運用する際に必要な専用コード
です。

型式名称 単方向ホルダー / 双方向ホルダー
S-0125/S-0126

本体重量 約 38g/ 約 46g

備考 送信器・中継器を固定する為の器具です。

型式名称 防水 BOX
SWB-0501

防水機能 IP65

動作温度 − 20℃～＋75℃

備考 防水・防塵用の送信器・中継器ＢＯＸです。
受注生産品の為、納期は1か月程かかります。

双方向ホルダー S-0126単方向ホルダー S-0125

表面 裏面

ホルダー　中継器・送信器の取付時にお使いいただける専用ホルダーです。
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送受信器

キャリア回線

キャリア基地局

新商品のご案内

一人で作業している方が
体調不良等で倒れてしまった際に自動発報！
シルウォッチに強力振動とメッセージで確実に通知！

夜勤・休日出勤の方が
転倒してしまった時に！

転倒検知送信器
EHX-TK12

送受信器群
RXF-200A/SWSR-P125

シルウォッチ
SWSR-2130

●無電圧a接点入力対応。簡単取付！
●転倒検知送信器から送信器まで見通し100m、送受信器からシルウォッチまで
見通し200m。各中継器があるため、距離延長が可能。
●送信器と転倒検知送信器から音も出るため付近にいる方にも、お知らせが可能。

この様なお客様にご利用いただけます。

少人数で作業している方への
安全対策

転倒検知送信器 EXH-TK12（必要人数分）

転倒検知用受信器1台 RXF-200A

腕時計型送受信器 SWSR-2130（最低1台必要台数）

充電器 SWC-1140（最低1台必要台数）

送受信器 SWSR-P125（最低1台必要台数）

◎離れた場所の状況把握やセキュリティに
◎風水害や地震発生時の緊急連絡に

シルウォッチ

シルウォッチ

ソラコムボタン

クラウド

遠距離通信が可能

外部電源
不要

ソラコムボタン

ワン
プッシュで
発信

無電圧
接点でも
発信可

クラウド接続用タブレット
Wifi/ データ回線

転倒検知システム 長距離通信システム

【最低限必要な製品】

デモ器のお貸出しも可能です。別途お問い合わせください。●備考

クラウドを利用した通信システムです。
キャリア回線を使用し、クラウドに情報を
伝達することにより今まで不可能だった
長距離通信が可能になります。

が解決します＋ ＋

※専用のアプリケー
ションが必要にな
ります。
詳細は営業担当者
までお問い合わせ
ください。

長距離通信システム図

※使用できないキャリア回線もございます。


