
LPWA（LoRaⓇソリューション）
LoRaWANⓇシステム

LoRa®とLoRa®ロゴはSemtech Corporation の登録商標です。 LoRaWAN®は、LoRa Alliance®のライセンスに基づいて使用されているマークです。 マスプロ電工は、LoRa Alliance®のメンバーです。

LPWAとは
LPWAとは、Low Power Wide Areaの略称です。 

一度に送信できるデータ量は僅かですが、低消費電力・長距離通信・低コストを実現した
「IoTのための無線ネットワーク」です。

長距離
通信

自営
ネットワーク構築

低消費
電力

+ +

LoRaWANⓇゲートウェイLoRaWANⓇデバイス

LoRaWANⓇ
ネットワーク
サーバー

データ閲覧サービス

MASPRO IoT Cloud Service(LR)

通信距離
屋外 3～10km
屋内 ～500m

利用者がゲートウェイを設置することで、センサー端末向け無線ネットワークを独自に構築！
センサー端末による自動計測と活用ができるIoTシステムソリューションです。

LoRaWANⓇとは、低消費電力で広域通信が実現できる

LPWA（Low Power Wide Area）の無線通信のひとつで、LoRaⓇ変調を採用した無線通信方式です。

LPWAの特長である長距離通信、低消費電力に加え、利用者がLoRaWANⓇゲートウェイを設置することで

施設内などに独自の無線ネットワークを構築することができます。



長距離通信

低消費電力

自営ネットワーク構築

規格名称 LoRaWANⓇ

推進団体／企業 LoRa AllianceⓇ / Semtech

ネットワーク形態 公衆 / 自営対応可

周波数帯域 920MHz 帯

通信速度 ～11Kbps（LoRaWANⓇ）

屋外通信距離（目安） 3～10km

屋内通信距離（目安） ～500m

利用者による
ゲートウェイの設置 設置可能（無線局免許不要）

LoRaWANⓇ通信規格

マスプロ電工は、長年培ってきた高周波・無線技術をいかし、LPWAセンサー端末の開発を行なっています。

LoRaⓇソリューション／LoRaWANⓇシステムでは、センサー端末の開発・販売に加えて、システムとして利用するため

に必要なLoRaWANⓇゲートウェイ、LoRaWANⓇネットワークサーバー、計測データを活用するデータ閲覧サービス

「MASPRO IoT Cloud Service(LR)」をセットで提供します。

また、テレビの受信エリア設計や受信調査で培ったノウハウ、技術をいかし、LoRaWANⓇゲートウェイ設置時に必要な

設置工事、無線通信エリアの測定調査、エリア設計にも対応します。

IoTの導入検討、お悩みのお客様を支援していきます。

LoRaWANⓇシステムを利用すると、環境状態の計測から収集、計測データの活用・可視化ができます。

室内空気環境の
測定／可視化

倉庫や冷蔵庫の
温湿度管理／記録

農業や酪農などの
生育環境の測定／可視化

工場や施設内の機器や設備の
状態の可視化／検出

マスプロ電工が提供できること

LoRaWANⓇシステムの利用シーン

LoRaWANⓇの特長

+ +機器の
提供

● LoRaⓇ方式の機器提供
（センサー端末、ゲートウェイ）

システム
導入支援

● 設置工事
● 電波環境計測
● 通信エリア設計

サービス
の提供

● LoRaWANⓇネットワークサーバーの提供
● 計測データを閲覧、活用できるデータ閲覧サービス
「MASPRO IoT Cloud Service(LR)」の提供

LoRaWANⓇは、Semtech社によって開発されたLoRaⓇ変調※1を採用して
います。 LoRaⓇ変調を利用することで長距離通信を実現しています。
他の無線方式を使用したシステムで、電波が届きにくい環境でも、
LoRaWANⓇ方式なら使用できることがあります。
※1 チャープ・スペクトラム拡散によるスペクトラム拡散変調

LoRaWANⓇセンサー端末は、少ない電力で動作、通信することができます。
電池で動作するセンサー端末の場合、数か月～数年作動します。
電池交換にかかる工数を減らすことができ、電源配線不要で設置場所を
選びません。

周波数帯域にサブギガ帯と呼ばれる920MHz帯を使用しています。
LoRaWANⓇセンサー端末とLoRaWANⓇゲートウェイは、特定小電力無線局
として、無線局免許不要で利用できます。
利用者がLoRaWANⓇゲートウェイを設置することで、独自の無線ネット
ワークを構築することができます。
屋内であれば、無線LANルーターを設置するようなイメージで使用できます。
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LoRaWANⓇセンサー端末

LoRaWANⓇシステム（ゲートウェイ、ネットワークサーバー）（kiwi technology製）

マスプロ製センサー端末

LoRaWANⓇゲートウェイ
センサー端末（LoRaWANⓇデバイス）とLoRaWANⓇ通信を行い、インターネット回線を利用してネットワークサーバーに
データ送信する機器です。 利用場所に応じた、屋内用2機種、屋外用1機種をラインナップしています。

LoRaWANⓇシステムにおいて、ゲートウェイ、センサー端末の管理、また収集したデータをアプリケーションに転送します。 
クラウド方式のため、お客様によるサーバー設置は不要で、利用する端末数、規模に応じたサービス提供になります。

開発中端末

その他端末

温湿度センサー端末

上記以外のLoRaWANⓇデバイスの取扱いも可能です。 
（測定対応項目：開閉、位置情報、照度、振動、静電容量、電圧、電流など）

開発中端末、その他端末についてはお問合わせください。

LoRaWANⓇネットワークサーバー

LRTHA
CO2温湿度センサー端末

屋内用8ch LoRaWANⓇゲートウェイ 屋内用16ch LoRaWANⓇゲートウェイ 屋外（内）用16ch LoRaWANⓇゲートウェイ

LRCTHA

TLG3901BLV2

● 手のひらサイズ、乾電池込みで130g以下を実
現したLoRaWANⓇ対応センサー端末です。

● センサー1台で設置場所の温度、湿度、CO2濃度
（LRCTHA）を同時に計測できます。

● 外部電源不要で、LRTHAは1年以上、LRCTHA
は約3か月にわたって使用できます。

 （送信間隔を15分に一回と設定した場合）
● 機器上部のキーリングまたは内蔵磁石を利用
して簡単に設置、使用することができます。

● 屋外設置可能（IPX5）
● 外付け温度、湿度センサー
● 電池動作／外部電源駆動

● 屋外設置可能（IPX5）
● 外付け水位センサー
● 電池動作／外部電源駆動

● 屋外設置可能（IPX5）
● 接点入出力（DIX3 / DOX1）
● 電池動作／外部電源駆動

※1 急激な温度変化が生じると、結露などの影響により 異常な値を示すことがあります。
※2 Panasonic FR6HJ使用時の質量となります。

規格表
項 目

通信方式 LoRaWANⓇ通信

温度測定範囲

対応クラス Class A
送信出力 20mW以下

湿度測定範囲 10～90％RH（0～⊕55℃） 10～90％RH

LRTHA

⊖20～⊕55℃ 0～⊕50℃

CO2濃度測定範囲
0～40000ppm

使用電池 単3形リチウム乾電池（1.5V）×2本（乾電池は付属しません）

ー

防じん防水性能 保護等級 IP30（防じん・防滴構造ではありません）

アンテナ モノポールアンテナ

約95g（乾電池含まず）
約125g（乾電池含む）※2

約90g（乾電池含まず）
約120g（乾電池含む）※2

外観寸法

質量（重量）

67（W）×  92（H）×29（D）mm （アンテナ、キーリング含まず）
67（W）×185（H）×29（D）mm （アンテナ、キーリング含む）

使用温度範囲 ⊖20～⊕55℃ 0～⊕50℃

LRCTHA

屋内用

屋内用

●水やほこりなどの汚れに注意してください。
● 直射日光や風などが当たる場所での使用は避けてください。

● 揮発性の高い化学物質との接触は避けてください。

TLG7921L TLG7921M 設置例（金具類は別売）

Kiwi Technology Inc.(奇邑股份有限公司) / Kiwitecは、2002年に設立し、創業当初はデジタルサイネージ向け動画配信システムの開発を手掛け、

2015年よりLoRaWANⓇに対応するゲートウェイや、プラットフォーム、センサー端末を開発し、販売しています。

キーウィテクノロジー株式会社は、奇邑股份有限公司の日本法人です。

屋外（内）用 温湿度センサー付通信端末 屋外（内）用 水位センサー付通信端末 屋外（内）用 通信端末（接点入出力）

端末

センサー

端末

端末

端末センサー

DI

DO

◆ kiwi Technology Inc.について

測定値の±10％（1001～5000ppm、⊕25℃）
測定精度※1：±100ppm （  400～1000ppm、⊕25℃）
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このカタログは2021年2月現在の内容です。

データ閲覧サービス
MASPRO IoT Cloud Service(LR)

LoRaWANⓇ
ゲートウェイ

LoRaWANⓇ
センサー端末

LoRaWANⓇ
センサー端末

MASPRO
IoT Cloud Service(LR)

LoRaWANⓇ
ネットワークサーバー

LoRaⓇ方式に対応するセンサー端末で測定したデータを集約、蓄積、一元管理できるアプリケーションサービスです。

測定情報をいつでもどこでも確認できます！

ダッシュボード画面（PC） ダッシュボード画面
（スマートフォン）

MASPRO IoT Cloud Service(LR)は、LoRaWANⓇセンサー端末で
測定した情報を、お手持ちのPCやスマートフォンのブラウザーで、
見やすく表示できるサービスです。

複数センサー
の測定項目を
まとめて確認

測定した値を
見やすい
グラフで表示

複数センサーを集約管理
測定データをグラフ表示、一覧表示で確認できます。
様々な測定項目、複数センサーの管理に対応します。

過去の測定データを蓄積し確認
サービス利用中は、過去1年分のデータを蓄積でき、
いつでも確認することができます。

蓄積したデータを出力
本サービスの蓄積データは、CSV/Excel®/PDF形式で出力
でき、計測データの活用や、報告書作成に利用できます。

いつでもどこでも確認
PCやスマートフォンのWebブラウザーで確認できます。
※本サービスの利用にはインターネット回線が必要です。

メール通知
測定値が設定した条件になると、メールでお知らせし
ます。

カスタマイズ対応
当社の標準仕様から画面表示や機能のカスタマイズ
対応が可能です。 (有償・お問合わせください) メール通知例

● WD100シリーズはPrivate LoRaⓇ方式になります。
※ WD100シリーズの一部端末は
 MASPRO IoT Cloud Service（LR）に非対応です。

https://www.maspro.co.jp/
 products/lpwa/contact

Webお問合わせ

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80
営業部システム企画グループ

制御サーバー 計測ユニット
LoRaWANⓇ
ゲートウェイ

WD100シリーズ
LoRaWANⓇシステム

・WD100-S32 データ収集通信制御サーバー（LTEあり）
・WD100-N32 データ収集通信制御サーバー（LTEなし）
・WD100-T 湿度計測ユニット
・WD100-TH 温湿度計測ユニット
・WD100-T3H 温湿度計測ユニット
・WD100-T2HG 温湿度／地熱温度計測ユニット
・WD100-THLC 温湿度／照度／CO₂計測ユニット
・WD100-THLG 温湿度／照度／土壌水分計測ユニット
・WD100-THP 温湿度／日射計測ユニット
・WD100-THPC 温湿度／日射／CO₂計測ユニット
・WD100-P 日射計測ユニット
・WD100-DI 接点入力信号監視ユニット
・WD100-DIO 接点入出力信号監視制御ユニット
・WD100-GWI 電流計測ゲートウェイ・ユニット
・WD100-GWV 電圧計測ゲートウェイ・ユニット
・WD100-WL8 投げ込み式水位センサ（8m）
・WD100-WL13 投げ込み式水位センサ（13m）
・WD100-FA02 熱電対温度計測ユニット

LoRaWANⓇ
センサー端末

MASPRO IoT Cloud Service(LR) 対応機器・システム（2021年2月現在）

MASPRO IoT Cloud Service(LR)は 使用する端末、アカウント数に応じたサービス利用料をお支払いいただくサービスです。

（株式会社アイエスエイ製）

※スマートフォンの場合、簡易表示になります。

マスプロ電工が提供する

マスプロ電工 LoRaソリューション Webページ https://www.maspro.co.jp/products/lpwa/lora/

●ExcelⓇは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。




