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検温結果を検温結果を
スマートフォンアプリにスマートフォンアプリに
記録記録できるタイプできるタイプ

NIR-11BT

パピッとサーモCRパピッとサーモCR
品番：NIR-11BT品番：NIR-11BT
標準価格：￥8.780標準価格：￥8.780（税別）（税別）

販売名：非接触式体温計 CR 販売名：非接触式体温計 CR 
認証番号：303AFBZX00063000認証番号：303AFBZX00063000
JAN：4983621800159JAN：4983621800159
※ 2022 年 8 月 1 日以降  ※ 2022 年 8 月 1 日以降  

 ご注文分からの新価格です。 ご注文分からの新価格です。

日々の結果を日々の結果を
記録・確認できる記録・確認できる

専用スマホアプリ専用スマホアプリ
対応モデル対応モデル

製品とアプリについ製品とアプリについ
ての詳細情報はての詳細情報は
弊社 Web サイト弊社 Web サイト
からご確認くださいからご確認ください

検温しやすい角度に検温しやすい角度に
測定センサー部測定センサー部をを回転させる回転させる
ことができます。ことができます。

実寸大

適切な距離で測れる適切な距離で測れる

距離センサー距離センサー
搭載モデル搭載モデル
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お問合わせお問合わせ

販売名 非接触式体温計 CR
医療機器認証番号 303AFBZX00063000

測定モード 体温（舌下温度に換算）
物体表面温度

体温測定範囲 +34.0 ～ +43.0℃（測定部位：額）

体温測定確度 ±0.2℃ (+35.5 ～ +42.0℃、+15 ～ +35℃ 環境 )
±0.3℃ ( 上記以外 )

物体表面温度測定範囲 0 ～ +100.0℃
物体表面温度測定確度 ± 4% または± 2.0℃のどちらか大きい値

最小表示単位 0.1℃
測定結果保存数 最新 30 件

パワーセーブ機能 約 1分間
無操作状態で自動的にパワーセーブモード

電源 単 4 形乾電池×2 本
電池寿命 約 6,000 回

使用環境温湿度 +10.0 ～ +40.0 ℃、 
15 ～ 85%RH ( 但し、結露のないこと)

保管環境温湿度 -25.0 ～ +55.0 ℃
85%RH 以下（但し、結露のないこと）

電撃保護の形式と程度 内部電源機器、BF 形装着部
寸法 約 (W) 41×(H) 153×(D) 26.5 mm
重量 約 84g（電池含む）

付属品

取扱説明書 ( 保証書付 )、添付文書、収納ケース、
単 4 形乾電池×2 本

【NIR-11BT のみ】
Bluetooth データ通信機能スタートガイド

製品仕様（NIR-11CR / NIR-11BT 共通）

詳細情報は

中面をチェック！



NIR-11BT専用スマートフォンアプリ「ねつメモ」

NIR-11BT専用アプリ「ねつメモ」

パピッとサーモCRシリーズ体温の測り方

パピッとサーモCRシリーズパピッとサーモCRシリーズについてについて

衛生的に保管できる
ハードケース付属

食品の食べごろ温度の
目安がわかる

物体表面温度測定
みんなで使える
全年齢対象

本器は電波法に基づく省電力データ通信システムの無線設備として認証を受けたモジュールを使用し本器は電波法に基づく省電力データ通信システムの無線設備として認証を受けたモジュールを使用し
ています。Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。ています。Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。 Google App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。 Google 
Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetooth のワードマークおよびPlay および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetooth のワードマークおよび
ロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいてロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて
使用しています。使用しています。

本器は国内専用です。海外ではご使用いただけません。本器は国内専用です。海外ではご使用いただけません。

アプリの
ダウンロードはこちらから

【ダウンロードページURL】 https : //www.nurse-angie.jp/support/N IR-11BT_ apps.html

【Bluetooth 規格】
Low Power Energy 5.0(シングルモード )
【対応OS】※最新の情報は、弊社ホームページをご確認ください。
iOS10.0 以上または Android6.0 以上
【通信距離】
見通し10 ｍ（最大）
※通信距離は機器の性能や電池残量、周囲の環境などに依存します。

パピッとサーモ CR 共通機能パピッとサーモ CR 共通機能

検温結果によって検温結果によって
バックライトの色が変わる！バックライトの色が変わる！「はかる」ボタンを押して、「はかる」ボタンを押して、

適切な距離適切な距離まで近づくと、まで近づくと、
自動で検温自動で検温するタイプするタイプ

NIR-11CR

パピッとサーモCRパピッとサーモCR
品番：NIR-11CR品番：NIR-11CR
標準価格：￥6,580標準価格：￥6,580（税別）（税別）

販売名：非接触式体温計 CR 販売名：非接触式体温計 CR 
認証番号：303AFBZX00063000認証番号：303AFBZX00063000
JAN：4983621800142JAN：4983621800142
※ 2022 年 8 月 1 日以降  ※ 2022 年 8 月 1 日以降  

 ご注文分からの新価格です。 ご注文分からの新価格です。

適切な距離で測れる適切な距離で測れる

距離センサー距離センサー
搭載モデル搭載モデル

製品の詳細情報は製品の詳細情報は
弊社 Web サイト弊社 Web サイト
からご確認くださいからご確認ください

検温しやすい角度に検温しやすい角度に
測定センサー部測定センサー部をを回転させる回転させる
ことができます。ことができます。

実寸大


