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3D センサと STB で、Ncop ではできなかった
奥行きをプラスした操作を可能にし指先の動
きが必要な細かな操作や、１m 程度離れた場
所からの操作も可能になります。

現場ワークの簡単な PC 操作に最適な Ncop の他、非接触タッチパネル操作には Ncop3D、
最新の技術と組み合わせて Ncop3D カスタムなど、様々な環境・用途でお使いいただけます。

マスクありでも人物を
特定。マーケティングや
セキュリティツールに

顔認証
ジェスチャーで、マッピング演出か
ら館内案内画面へ。商用施設やホテ
ルなどのインフォテインメントに

プロジェクションマッピング

~ 他の技術との組み合わせで用途も無限に ~

カスタム

動く物体を画像処理で
認識。スポーツイベント
などに

画像処理

○会社名、商品名称は各社の商標または登録商標です。○このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン、価格等を変更する場合があります。○記載内容は 2022 年 7 月現在のものです。　2022072500

進化する入力

インターフェース



PC の遠隔操作を可能にする非接触入
力インターフェース Ncop シリーズは
ディスプレイ、キーボード、マウスな
どに触れることなく操作が可能です。

上スワイプ 右スワイプ左スワイプ

カメラでセンシングすることで、左、右、上スワイプの３種類の動
作を検知できます。また、それぞれのスワイプ動作をキー入力に置
き換えることで、３種類以上の画面操作を行うこともできます。

スワイプ動作を簡単設定　プログラミングも不要

Point

Ncop用Explorer：ファイル選択機能 Ncop用Video Player：動画再生機能

画面の前で手をスワイプすることで作
業に必要な指示書のページめくりや動
画再生を行います。

Ncop は、スワイプ操作がスムーズに行えるよう各種 Ncop 専用アプ
リケーションをバンドルしています。PDF やパワーポイントなどの
ファイル選択に使用する Ncop 用 Explorer は、1 次元画面によりス
ワイプ動作の認識をしやすくしています。また、Ncop 用 Video 
Player で動画再生もスムーズに行えます。

強力なバンドルソフトで使いやすい

Point

各動作に任意のキーコードを割り当てることで、ユーザアプリケー
ションとも連動できます。

既存のアプリケーションとの連動も容易

Point

不特定多数が触れることによる接触感染リスクを抑え、利用者は安
心、安全な情報収集が行えます。運営側はまめな消毒等の必要がな
くなり、汚れにくくなることはもちろん、故障も少なくメンテナン
スが容易になります。

共用空間ディスプレイの感染症対策として

Point

もう

さわらない

触れないもう

進化する入力

空中で手を振るだけで端末の操作が可能

これからのニューノーマル時代へ、先進的な入力インターフェース

Ncop について



公共施設の受付・館内案内端末に
使用例 ① 使用例 ②

左右のスワイプで絶滅した恐竜のコンテンツ動画の切替える
選択中のコンテンツ

製造工場博物館

Dinosaur extinction

恐竜絶滅について

Indricotherium

インドリコテリウムの動画

Saltasaurus

サルタサウルスの動画

パワーポイントやPDFファイル、
動画など、作業に必要な資料をま
とめて入れておきます。

左右のスワイプで、再生したい動
画を正面に移動した後、上スワイ
プで動画を再生します。

動画を確認しながら作業を進めま
す。必要に応じて、左右スワイプ
で動画の再生や停止を行います。

動画再生の例

工場 / 医療 / 食品などの現場ワークで

作業指示書の中から作業に必要な動画を選んで再生する

操作

対象画面

ファイル選択エクスプローラ ファイルを左に移動 ファイルを開く ファイルを右に移動

文書 ページめくり 右/下のページへ進む ファイルを閉じる 左/上のページへ戻る

再生動画 動画の再生 動画を閉じる 動画の停止

上スワイプ 右スワイプ左スワイプ

各スワイプ動作割り当て例

画面操作

次の動画を選ぶ 言語を切り替える前の動画に戻る

上スワイプ右スワイプ左スワイプ

各スワイプ動作割り当て例

左・上・右の各スワイプ動作を、ファイルや動画の画面操作に、割り当てる
ことで、それぞれのコンテンツに合わせた画面操作を行うことができます。

上方向へスワイプすることでそれぞれの動画の言語を切替える

作業指示書・動画確認用 PC 画面
展示物解説ディスプレイ画面
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ファイル選択や動画再生が
スムーズに行える Ncop 専用
アプリケーションバンドル
パッケージ版

本品はソフトウェア製品です。

本製品を使うため必要なもの
〇 Windows10 搭載 PC
〇 USB カメラ　（PC 内蔵の場合は不要）

ソフトウェアのみの

アプリケーション

Ncop DVD パッケージ

Ncop と産業用サイネージ
PC、小型カメラがセット
になった非接触入力導入
ソリューション

＜基本セット＞

サイネージ PC（Neu-X101）
 - Celeron® J3455 Quad Core
 - Intel® UHD Graphics 500
USB カメラ
 - 1080P

パネル PC（XPPC16-101）
 - 15.6 インチ　16：9　1920 x 1080
 - 382.6mm x 251.8mm x 51.7mm
USB カメラ
 - 1080P

大型ディスプレイ + スタンド
サイネージ PC（Neu-X302）
 - Intel® Core™プロセッサ
 - Intel® UHD Graphics 630
USB カメラ
 - 1080P

Ncop インストール済

Ncop + サイネージ PC + Web カメラ Ncop + PC + カメラ ＋ 大型ディスプレイ ＋ スタンドNcop アプリケーションソフトウェア

Ncop と産業用タッチパネ
ル PC、小型カメラがセッ
トになった簡易型非接触
入力ソリューション

15.6 インチ

Ncop インストール済

Ncop + タッチパネル PC + Web カメラ

Ncop と 産 業 用 PC、大 型
ディスプレイとスタンドが
セットになった本格的非接
触入力ソリューション

大型モニタの 

ハイエンドパック
パネル PC とセットの 

バリューパック
PC とセットの 

エントリーパック

Ncop インストール済

※ディスプレイ及びスタンドはイメージです。

USB カメラ USB カメラ USB カメラ

Ncop はカメラで手の振りを検知して画面
を操作します。特別なセンサを必要としな
いため、お手持ちのタブレットやノート PC
をそのまま使用することができます。

Ncop をインダストリアルグレードの PC に
インストールした PC セット型。お使いの
モニタに接続してご使用いただけます。

Ncop をインダストリアルグレードのパネ
ル PC にインストールしたパネル PC セット
型。デスクや棚に置いてご使用いただける
小型タイプです。パネル PC は 10、16、
24 インチからお選びいただけます。

今お使いの PC を
非接触入力に

丈夫で長持ち
産業用 PC セット

省スペース
パネル PC セット

商業施設などの大型サイネージでお使いい
ただける一体型ソリューションです。大型
ディスプレイやスタンドはご要望の仕様を
ご相談ください。

大型ディスプレイ
オールインワン型

￥99,800
（税別） （税別） （税別）

￥148,000 ￥188,000 ディスプレイおよびスタンド製品をお選びいただけ
ます。製品の詳細は別途お問い合わせください。

Ncopパッケージ


