
QR コードで簡単確認
スマホで QR コードを読み取るだけで WT-55 が設置された周辺の空いてる多機能トイレを探せます

簡単な設置、 安価な導入費用
多機能トイレの引き戸に対応した形状で簡単に設置
機器をセットしてコンセントに繋ぐだけですぐにサービス開始
専用のディスプレーや管理システムは不要

多機能トイレの使用状況を正確に検知
扉の開閉センサーと人感センサーで正確な検知

利用者が一定時間動かなかった場合の誤検知がありません

使い易い管理画面
予め設定した時間以上の滞留を警告表示
清掃中の表示もスマホから簡単入力

WT-55　20,000 円
	 			機器 9,200 円と 3年分のクラウド利用料 10,800 円の合計

													4 年目以降	クラウド利用料 300 円 / 月（価格は全て税別）

多機能トイレの使用状況を
QR コードで簡単確認

簡単な設置、 安価な導入費用
多機能トイレ使用状況表示システム WT-55 

お試しキャンペーン実施中。一か月間、無料＆返品可。

管理画面

WT-55 取付け例 (室内側 ) QR コード掲示例 スマホ表示



・ 取付けは室内側でセンサー部を引戸の上枠に、 マグネット部を引戸に取り付けて下
さい。

・ センサー部とマグネット部の中心は揃えて、 間隔は 30 ㎜以内となるように取り付
けて下さい。

・ 本体は軽量なので両面テープで取付け可能です。 イタズラ防止等の理由で、 ビス
で取り付ける場合は、 本機の指定範囲に、 2 か所ドリル ( 直径３mm 以内 ) で穴を開
けてから、 取付け場所の下地に合わせたビスをご使用下さい。

・ 電源ケーブルは、 AC アダプター側、 センサー部側とも１．５m で途中コネクタでの接
続で、 全長 3m となります。

・ 電源ケーブルの長さが足りない場合は、 延長ケーブル ( 協立電子産業 DC2.1 Φ延
長ケーブル #35-1 等 ) を別途ご手配下さい。 また、 ハンダや圧着端子等を使った
ケーブルの延長も可能です。

・ ご不明な点があれば info@esuto.co.jp まで、 お気軽にお問合せ下さい。

　重要なご説明

 □ インターネットに繋がる WiFi が必要です。

 □ 設置はお客様でお願いします。
 □ マグネット部は強力な磁石を使用していますので、 医療機器、 精密機器、 磁気カード等を近づけないで下さい。
 □ スマホ等への表示内容、 および、 その結果に関して弊社は一切の責任を負うことはできません。

 □ 料金には 3年分のクラウド利用料が含まれています。 4 年目以降は、 300 円 / 月 ( 税別 ・ 年払い ) となります。

第１条(総則 )

1. お客様（以下「 甲」） に株式会社エスト（以下「 乙」） は、この約款の規定に基づき WT-55 のサー

ビス（以下「 本サービス」） を提供致します。

2. 本サービスが開始された時点で、 甲はこの約款に同意したものと見做します。

3. この約款は変更することがあります。 この場合には、 料金その他の提供条件は、 変更後の約

款によります。

第２条（本サービスの内容 )

1. 本サービスは、 甲が WT-55 をインターネットに接続することにより , センサーの情報をクラウド

に送信し、 この情報を元に、 乙は、 Web にてレポートを提供するための、 データベース、 ソフト

ウェアの利用を甲に可能にすることによって構成されます。

第３条（本サービスの契約期間 )

1. 契約期間は 3 年とし、 サービス終了日までに、 甲または、 乙から解約の通知の無い限り、 継

続するものとします。

2. 契約の開始時期は、 甲が WT-55 をインターネットに接続した日とします。

第４条（料金 )

1. 最初の 3年分の料金は、 製品の代金に含まれるもとのします。

2. 4 年目以降は、 契約更新に際して、 乙は、 1 ヶ月前に甲に通知し、 甲は、 更新日までに、 1 年

分の利用料を前払いで支払うものとします。

第５条（担保責任 )

1. 乙は甲に対し、 購入後 3 年間、 本機が本サービスを実現するために機能することを保証し、

通常の使用状態で故障した場合は、 無償で交換致します。 ただし、 返送のための運賃は甲の

負担とします。

2. 前項の保証期間を超えた場合の故障は、 有料で修理または、 交換を致します。

3. 乙は、 本サービスの提供による結果によって発生する如何なる損害についても一切の責任を

負いません。

第 6条（個人情報保護 )

1. 乙は、 善良な管理者の注意をもってサーバーの個人情報の保護に万全を期します。

2. 乙は、 本サービスに関連して取得した個人情報を本サービスの維持管理、 アフターサービス以

外の目的には使用しません。

　サービス約款 　連絡先

〒432-8061  浜松市西区入野町 20027-6
TEL 053-440-7708

製品の詳しい内容は、 ホームページでご確認いただけます。

https://rx.esuto.co.jp/

ご質問がございましたら、 下記まで、 お気軽にお問い合わせ下さい。

info@esuto.co.jp

このパンフレットに記載された仕様、 価格、 その他の内容は、 諸般の事情により、 変更されることがあります。

設置の概要

代理店

電源　電圧 AC電源アダプター　5V 2.0A

消費電力 最大　2W

温湿度環境 0°～ 40℃　20% ～ 80%( 結露なきこと）

材質 ABS 

センサー部外形寸法 80x40x20mm( 突起部除く）

マグネット部外形寸法 50x35x20mm

センサー部質量 40g( 電源ケーブル除く）

マグネット部質量 35g

センサー
人感センサー (焦電型赤外線センサー）

開閉センサー (磁気検知センサー）

WiFi IEEE 802.11.b/g/n  WPA/WPA2  WEP/TKIP/AES

　仕様

センサー部

マグネット部

３0mm 以内

上枠

中心を揃える

引戸

上枠

引戸

　マグネット部

　センサー部

　人感センサー


