
テクノロジーを活用した
未来の介護

介護ロボット
全国フォーラム
介護ロボット
全国フォーラム

本事業は厚生労働省の委託を受けて「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」の一環として行うものです。

厚生労働省　「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」

令和４年１月２６日水
１１：００～１６：３０

ＴＯＣ有明４階
コンベンションホール

入退場自由
参加費無料

公益財団法人テクノエイド協会　企画部　谷田・松本・根石
〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１－１　セントラルプラザ４階
電話番号 ０３（３２６６）６８８３　　FAX ０３（３２６６）６８８５

事務局

株式会社PRIDIST�� 株式会社日立情報通信エンジニアリング��

株式会社メディカルスイッチ�� 株式会社アトリエPOSY��

出 展 機 器

植パズシート、set upボード

Time Tapper

見守り機能付き服薬支援ロボット　
「ＦＵＫＵ助」

日立データコレクションIC2000
-介護施設向けケア支援ソリューション-

問合せ先
神奈川県平塚市宝町11-1　平塚フジビル3F
TEL:0463-23-7830　E-Mail:information@pridist.com

問合せ先
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号クイーンズタワーB棟22階
TEL:090-9242-8635　E-Mail:haruka.akimoto.pj@hitachi.com

問合せ先
東京都大田区西糀谷4-26-6　糀谷岡野ビル502
TEL:03-6883-3360　E-Mail:info@medical-switch.com

問合せ先
千葉県千葉市中央区亥鼻2-3-11
TEL:043-221-6854　E-Mail:info@posy.jp

オンラインによるシンポジウム
配信のみとなりました



No 団体・企業名 機器名称 カテゴリ・分野

CYBERDYNE株式会社 HAL 腰タイプ　介護・自立支援用 移乗支援

株式会社ジェイテクト
衣服型アクティブパワーアシスト

スーツ J-PASfl eairy( フレアリー )

自立推進トレーニングロボット

J-Walker テクテック

移乗支援

移動支援

メディカルクラフトン
株式会社

DARWING Hakobelude

（ダーウィン　ハコベルデ）
移乗支援

株式会社アイザック Keipu-Sb 移乗支援

アルジョ・ジャパン
株式会社

移乗支援機器サラフレックス

移乗支援機器マキシムーブ
移乗支援

株式会社　あかね福祉 「移乗です」 移乗支援

パナソニック株式会社 歩行トレーニングロボット 移動支援

アロン化成株式会社
歩行車リトルターン 電動アシスト付き

水洗ポータブルトイレ キューレット

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

移動支援

排泄支援

株式会社アイン ナノミストベッドタイプ 入浴支援

新東工業株式会社 Aiserv® 排泄検知システム 排泄支援

株式会社リリアム大塚 排尿タイミング予測支援デバイス

「リリアムスポット 2」
排泄支援

株式会社ツカモトコーポ
レーション AlgoSleep 介護用見守りセンサー

見守り／コミュ

ニケーション

エコナビスタ株式会社　 ライフリズムナビ ®+Dr 見守り／コミュ
ニケーション

富士通株式会社 ミリ波装置による見守りサービス 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社サイチ みまもり花子 PLEN Cube 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 ARASoftware eye-Box smart R 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 ZIPCARE まもる～の HOME（在宅向け）
まもる～の Station（施設向け）

見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 TAOS 研究所 見守りセンサ AiSleep 見守り／コミュ
ニケーション

No 団体・企業名 機器名称 カテゴリ・分野

株式会社ラムロック みまもりCUBE Plus- システム Light- 見守り／コミュ
ニケーション

エイアイビューライフ
株式会社

自立支援型 介護見守りシステム
A.I.Viewlife 生体センサー連動版

見守り／コミュ
ニケーション

積水化学工業株式会社 見守りセンサー　
ANSIEL（アンシエル）

見守り／コミュ
ニケーション

Vayyar Imaging Japan Vayyar Care （バヤーケア） 見守り／コミュ
ニケーション

Tellus you care,Inc. Tellus 生活リズムセンサー 見守り／コミュ
ニケーション

パラマウントベッド
株式会社 見守り支援システム　眠りSCAN 見守り／コミュ

ニケーション

株式会社ソルクシーズ 見守り支援システム「いまイルモ」 見守り／コミュ
ニケーション

ミネベアミツミ株式会社 リコーみまもりベッドセンサー
システム

見守り／コミュ
ニケーション

三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社

AI x 見守りサービス kizkia-Knight
（きづきあ - ないと）

見守り／コミュ
ニケーション

アイホン株式会社 見守りカメラ (Vi-nurse システム ) 見守り／コミュ
ニケーション

アイコム株式会社 IIP200H（モバイル IP フォン インカム）
IP100H（無線 LAN インカム）

見守り／コミュ
ニケーション

株式会社帝健 腰部負担計測用スマートデバイス 見守り／コミュ
ニケーション

三菱総研ＤＣＳ株式会社 Link & Robo for ウェルネス 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社チカク オンライン面会用テレビ電話 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 PRIDIST Time Tapper ソフトウェア
介護記録

株式会社日立情報通信
エンジニアリング

日立データコレクション IC2000
- 介護施設向けケア支援ソリューション -

ソフトウェア
介護記録

株式会社メディカル
スイッチ

見守り機能付き服薬支援ロボット　
「ＦＵＫＵ助」 その他

株式会社アトリエ POSY 植パズシート、set up ボード その他

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム ４
階 EASTホールWESTホール

エスカレーター
エレベーターエレベーター

受 付
中央ロビー
吹き抜け

コンベンション
ホール

階４ ＷＥＳＴホール
最新機器の展示、体験 、デモ、 相談 （11：00～16：30）
高齢者や障害者の自立や介助、介護者の業務を支援する介護ロボットを中心に、
製品化された実機の展示・説明・相談ほか（約 30 社の実機を展示）

EAＳＴホール
シンポジウム （13：00～16：10）
介護ロボットに係る重点政策及び、 事業の成果、先進事例の報告等を行います。 （入退室自由）
※事前登録制とさせていただき、 参加申込をされていない方は、入場できません。 ※入場制限あり

入口

CYBERDYNEジェイテクトメディカル
クラフトン

アルジョ・
ジャパン

あかね福祉パナソニックアロン化成アイン新東工業リリアム大塚
ツカモト
コーポ
レーション

エコナビスタ 富士通 サイチ ARA
Software

ZIPCARE TAOS 研究所 ラムロック エイアイビュー
ライフ

積水化学工業
Vayyar
Imaging
Japan

Tellus you
care,Inc.

パラマウント
ベッド

ソルクシーズミネベアミツミアイホンアイコム帝健三菱総研
DCSチカクPRIDISTメディカル

スイッチ
アトリエ
POSY

日立情報通信
エンジニア
リング

三菱インフォ
メーション
システムズ

アイザック

24

29 28 27 26 25

１２３４

20 21 22 23

５６７８

16 17 18 19

33 32 31 30

９

13 14

12

15

11 10

36 35 34 休　憩

開会

閉会

厚生労働省における介護テクノロジー関連政策について
厚生労働省　老健局　高齢者支援課　課長 須藤 明彦氏

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の実施について
公益財団法人テクノエイド協会　企画部 谷田 良平

介護ロボット実用化支援事業の取り組み

コロナ禍において、介護の可能性を広げるIoTシステムの実践について
スミリンケアライフ株式会社　ドマーニ神戸　ケアセンター　センター長 福本 順子氏

リハ・ハウス来夢 矢代 虎太郎氏

排泄検知システムの開発と介護施設でのモニター調査結果
新東工業　株式会社　開発本部開発グループ

公益財団法人テクノエイド協会

鈴木 誉久氏

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームについて
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
情報未来イノベーション本部　先端技術戦略ユニット 山内 勇輝氏

経済産業省における福祉・ロボット介護機器産業政策について
経済産業省　商務情報政策局　商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課　医療・福祉機器産業室　室長補佐 岡崎 健一氏

13:00

13:10-13:50
（各20分）

14：00-14：40
（各20分）

13：50-14：00

休　憩14：40-14：50

14：50-16：10
（各20分）

16：10

挨拶　公益財団法人テクノエイド協会　理事長
司会　公益財団法人テクノエイド協会

大橋 謙策

行政報告

成果報告

基調報告

介護の質と生産性を向上する未来の介護

アルゴスリープ介護現場から見た見守りセンサーの活用法
株式会社ツカモトコーポレーション 小林 孝路氏

テクノロジーの活用を提案する

関係者の安全及びまん延防止を図るため、会場での開催を取り止めることと致しました。
シンポジウムはオンライン配信をいたしますので、テクノエイド協会ホームページからご
視聴ください。
出展を予定していた機器の情報は、3 ページ以降に掲載しております。

開催方法
変更

しました

会場開催中止 オンライン配信のみ

1 2



No 団体・企業名 機器名称 カテゴリ・分野

CYBERDYNE株式会社 HAL 腰タイプ　介護・自立支援用 移乗支援

株式会社ジェイテクト
衣服型アクティブパワーアシスト

スーツ J-PASfl eairy( フレアリー )

自立推進トレーニングロボット

J-Walker テクテック

移乗支援

移動支援

メディカルクラフトン
株式会社

DARWING Hakobelude

（ダーウィン　ハコベルデ）
移乗支援

株式会社アイザック Keipu-Sb 移乗支援

アルジョ・ジャパン
株式会社

移乗支援機器サラフレックス

移乗支援機器マキシムーブ
移乗支援

株式会社　あかね福祉 「移乗です」 移乗支援

パナソニック株式会社 歩行トレーニングロボット 移動支援

アロン化成株式会社
歩行車リトルターン 電動アシスト付き

水洗ポータブルトイレ キューレット

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

移動支援

排泄支援

株式会社アイン ナノミストベッドタイプ 入浴支援

新東工業株式会社 Aiserv® 排泄検知システム 排泄支援

株式会社リリアム大塚 排尿タイミング予測支援デバイス

「リリアムスポット 2」
排泄支援

株式会社ツカモトコーポ
レーション AlgoSleep 介護用見守りセンサー

見守り／コミュ

ニケーション

エコナビスタ株式会社　 ライフリズムナビ ®+Dr 見守り／コミュ
ニケーション

富士通株式会社 ミリ波装置による見守りサービス 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社サイチ みまもり花子 PLEN Cube 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 ARASoftware eye-Box smart R 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 ZIPCARE まもる～の HOME（在宅向け）
まもる～の Station（施設向け）

見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 TAOS 研究所 見守りセンサ AiSleep 見守り／コミュ
ニケーション

No 団体・企業名 機器名称 カテゴリ・分野

株式会社ラムロック みまもりCUBE Plus- システム Light- 見守り／コミュ
ニケーション

エイアイビューライフ
株式会社

自立支援型 介護見守りシステム
A.I.Viewlife 生体センサー連動版

見守り／コミュ
ニケーション

積水化学工業株式会社 見守りセンサー　
ANSIEL（アンシエル）

見守り／コミュ
ニケーション

Vayyar Imaging Japan Vayyar Care （バヤーケア） 見守り／コミュ
ニケーション

Tellus you care,Inc. Tellus 生活リズムセンサー 見守り／コミュ
ニケーション

パラマウントベッド
株式会社 見守り支援システム　眠りSCAN 見守り／コミュ

ニケーション

株式会社ソルクシーズ 見守り支援システム「いまイルモ」 見守り／コミュ
ニケーション

ミネベアミツミ株式会社 リコーみまもりベッドセンサー
システム

見守り／コミュ
ニケーション

三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社

AI x 見守りサービス kizkia-Knight
（きづきあ - ないと）

見守り／コミュ
ニケーション

アイホン株式会社 見守りカメラ (Vi-nurse システム ) 見守り／コミュ
ニケーション

アイコム株式会社 IIP200H（モバイル IP フォン インカム）
IP100H（無線 LAN インカム）

見守り／コミュ
ニケーション

株式会社帝健 腰部負担計測用スマートデバイス 見守り／コミュ
ニケーション

三菱総研ＤＣＳ株式会社 Link & Robo for ウェルネス 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社チカク オンライン面会用テレビ電話 見守り／コミュ
ニケーション

株式会社 PRIDIST Time Tapper ソフトウェア
介護記録

株式会社日立情報通信
エンジニアリング

日立データコレクション IC2000
- 介護施設向けケア支援ソリューション -

ソフトウェア
介護記録

株式会社メディカル
スイッチ

見守り機能付き服薬支援ロボット　
「ＦＵＫＵ助」 その他

株式会社アトリエ POSY 植パズシート、set up ボード その他

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム ４
階 EASTホールWESTホール

エスカレーター
エレベーターエレベーター

受 付
中央ロビー
吹き抜け

コンベンション
ホール

階４ ＷＥＳＴホール
最新機器の展示、体験 、デモ、 相談 （11：00～16：30）
高齢者や障害者の自立や介助、介護者の業務を支援する介護ロボットを中心に、
製品化された実機の展示・説明・相談ほか（約 30 社の実機を展示）

EAＳＴホール
シンポジウム （13：00～16：10）
介護ロボットに係る重点政策及び、 事業の成果、先進事例の報告等を行います。 （入退室自由）
※事前登録制とさせていただき、 参加申込をされていない方は、入場できません。 ※入場制限あり

入口

CYBERDYNEジェイテクトメディカル
クラフトン

アルジョ・
ジャパン

あかね福祉パナソニックアロン化成アイン新東工業リリアム大塚
ツカモト
コーポ
レーション

エコナビスタ 富士通 サイチ ARA
Software

ZIPCARE TAOS 研究所 ラムロック エイアイビュー
ライフ

積水化学工業
Vayyar
Imaging
Japan

Tellus you
care,Inc.

パラマウント
ベッド

ソルクシーズミネベアミツミアイホンアイコム帝健三菱総研
DCSチカクPRIDISTメディカル

スイッチ
アトリエ
POSY

日立情報通信
エンジニア
リング

三菱インフォ
メーション
システムズ

アイザック
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１２３４
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５６７８
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９

13 14
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36 35 34 休　憩

開会

閉会

厚生労働省における介護テクノロジー関連政策について
厚生労働省　老健局　高齢者支援課　課長 須藤 明彦氏

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の実施について
公益財団法人テクノエイド協会　企画部 谷田 良平

介護ロボット実用化支援事業の取り組み

コロナ禍において、介護の可能性を広げるIoTシステムの実践について
スミリンケアライフ株式会社　ドマーニ神戸　ケアセンター　センター長 福本 順子氏

リハ・ハウス来夢 矢代 虎太郎氏

排泄検知システムの開発と介護施設でのモニター調査結果
新東工業　株式会社　開発本部開発グループ

公益財団法人テクノエイド協会

鈴木 誉久氏

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームについて
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
情報未来イノベーション本部　先端技術戦略ユニット 山内 勇輝氏

経済産業省における福祉・ロボット介護機器産業政策について
経済産業省　商務情報政策局　商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課　医療・福祉機器産業室　室長補佐 岡崎 健一氏

13:00

13:10-13:50
（各20分）

14：00-14：40
（各20分）

13：50-14：00

休　憩14：40-14：50

14：50-16：10
（各20分）

16：10

挨拶　公益財団法人テクノエイド協会　理事長
司会　公益財団法人テクノエイド協会

大橋 謙策

行政報告

成果報告

基調報告

介護の質と生産性を向上する未来の介護

アルゴスリープ介護現場から見た見守りセンサーの活用法
株式会社ツカモトコーポレーション 小林 孝路氏

テクノロジーの活用を提案する

関係者の安全及びまん延防止を図るため、会場での開催を取り止めることと致しました。
シンポジウムはオンライン配信をいたしますので、テクノエイド協会ホームページからご
視聴ください。
出展を予定していた機器の情報は、3 ページ以降に掲載しております。

開催方法
変更

しました

会場開催中止 オンライン配信のみ
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HAL腰タイプ　介護・自立支援用

CYBERDYNE株式会社�
衣服型アクティブパワーアシストスーツJ-PASfleairy(フレアリー)

自立推進トレーニングロボットJ-Walkerテクテック

株式会社ジェイテクト�

DARWING Hakobelude
（ダーウィン　ハコベルデ）

メディカルクラフトン株式会社�

Keipu-Sb

株式会社アイザック�

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム

アルジョ・ジャパン株式会社� 株式会社　あかね福祉�
移乗支援機器サラフレックス
移乗支援機器マキシムーブ

パナソニック株式会社�

歩行トレーニングロボット

「移乗です」

アロン化成株式会社�

出 展 機 器

歩行車リトルターン 電動アシスト付き
水洗ポータブルトイレ キューレット
家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

問合せ先
茨城県つくば市学園南2-1-1
TEL:029-869-8448　E-Mail:ag-sales@cyberdyne.jp

問合せ先
愛知県刈谷市朝日町1-1　技術二号館３階
TEL:0566-25-5193　E-Mail:rie_a_suzuki@jtekt.co.jp

問合せ先
岡山県岡山市南区古新田1125
TEL:086-282-1770　E-Mail:suemori@medicalcrafton.jp

問合せ先
福島県会津若松市山見町25-9
TEL:0242-85-8590　E-Mail:info@aizuk.jp

問合せ先
東京都港区虎ノ門3-7-8ランディック第2虎ノ門ビル9階
TEL:070-3284-8665　E-Mail:nobuaki.nakanishi@arjo.com

問合せ先
福島県郡山市安積町荒井字雷神16-1
TEL:024-937-5022　E-Mail:me-ka@akane-fukushi.co.jp

問合せ先
大阪府門真市大字門真1006
TEL:070-2919-3230　E-Mail:wtr_sales@gg.jp.panasonic.com

問合せ先
東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8F
TEL:03-6891-6053　E-Mail:takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp
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ナノミストベッドタイプ

株式会社アイン� 新東工業株式会社��

株式会社リリアム大塚��

AlgoSleep介護用見守りセンサー

株式会社ツカモトコーポレーション��

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム

エコナビスタ株式会社�� 富士通株式会社��

株式会社サイチ��

みまもり花子PLEN Cube

ライフリズムナビ®+Dr ミリ波装置による見守りサービス

eye-Box smart R

株式会社ARASoftware��

出 展 機 器

Aiserv®排泄検知システム

排尿タイミング予測支援デバイス
「リリアムスポット 2」

問合せ先
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-12-18
TEL:06-6648-7222　E-Mail:info@eins-1.jp

問合せ先
愛知県豊川市穂ノ原3-1
TEL:0533-95-4020　E-Mail:info-aiserv@sinto.co.jp

問合せ先
神奈川県相模原市中央区中央1-1-1　ジブラルタ生命相模原ビル3階
TEL:042-707-4258　E-Mail:Lilium-inq@otsuka.jp

問合せ先
東京都中央区日本橋本町１-6-5
TEL:03-3279-6847　E-Mail:t-kobayashi@tsukamoto.co.jp

問合せ先
東京都千代田区紀尾井町3-1　KKDビル６F
TEL:03-6206-9207　E-Mail:d.kidoka@econavista.com

問合せ先
神奈川県川崎市幸区大宮町1-5JR川崎タワー
TEL:080-854-2745　E-Mail:yoshikawa.masat@fujitsu.com

問合せ先
愛知県西尾市中畑町宮西34-1
TEL:0563-59-5252　E-Mail:anshin@saichi.jp

問合せ先
北海道北見市東三輪４丁目16-10
TEL:080-3293-0402　E-Mail:ceo-murai@arasoftware.com
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株式会社ZIPCARE�� 株式会社TAOS研究所��

株式会社ラムロック�� エイアイビューライフ株式会社��

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム

積水化学工業株式会社�� Vayyar Imaging Japan��

Tellus you care,Inc.��

Tellus 生活リズムセンサー

見守りセンサー　ANSIEL（アンシエル） Vayyar Care （バヤーケア）

見守り支援システム　眠りSCAN

パラマウントベッド株式会社��

出 展 機 器

見守りセンサAiSleep

みまもりCUBE Plus -システムLight-

まもる～のHOME（在宅向け）
まもる～のStation（施設向け）

自立支援型 介護見守りシステム
A.I.Viewlife 生体センサー連動版

問合せ先
東京都千代田区神田佐久間町4-16パルK2ビル3F
TEL:03-5817-8767　E-Mail:info@zipcare.co.jp

問合せ先
神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15パレアナビル8F
TEL:045-620-7647　E-Mail:info@itaos.org

問合せ先
福岡県飯塚市勢田1950-1
TEL:0948-92-3156　E-Mail:shishidou@ramrock.co.jp

問合せ先
東京都千代田区隼町2-13　US半蔵門ビル201
TEL:03-6261-6327　E-Mail:support@aiview.life

問合せ先
東京都港区虎ノ門2-10-4　オークラプレステージタワー21F
TEL:03-6748-6525　E-Mail:ansiel@sekisui.com

問合せ先
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
TEL:03-6894-2365　E-Mail:shigeki.takeda@vayyar.com

問合せ先
東京都渋谷区道玄坂1-9-4 ODAビルディング3F 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー内
TEL:090-9969-4217　E-Mail:sales@tellusyoucare.com

問合せ先
東京都江東区東砂2-14-5
TEL:080-2563-1301　E-Mail:t.iwata@paramount.co.jp
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株式会社ソルクシーズ�� ミネベアミツミ株式会社��

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社�� アイホン株式会社��

テクノロジーを活用した未来の介護介護ロボット全国フォーラム介護ロボット全国フォーラム

アイコム株式会社�� 株式会社帝健��

三菱総研ＤＣＳ株式会社��

Link & Robo forウェルネス

腰部負担計測用スマートデバイス

オンライン面会用テレビ電話

株式会社チカク��

出 展 機 器

リコーみまもりベッドセンサーシステム

見守りカメラ(Vi-nurseシステム)

見守り支援システム「いまイルモ」

AI x 見守りサービス
kizkia-Knight（きづきあ-ないと）

IIP200H（モバイルIP フォン インカム）
IP100H（無線LAN インカム）

問合せ先
東京都港区海岸3-9-15　LOOP-Xビル５F
TEL:03-6722-5019　E-Mail:tkameyama@solxyz.co.jp

問合せ先
東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館11階
TEL:03-6758-6272　E-Mail:ytanaka.mt@minebeamitsumi.com

問合せ先
東京都港区芝浦4－13－23
TEL:03-5445-7306　E-Mail:kizkia_sales@mdis.co.jp

問合せ先
名古屋市中区新栄町1-1　明治安田生命名古屋ビル10階
TEL:080-1603-2280　E-Mail:masayuki_ueda@aiphone.co.jp

問合せ先
東京都江東区木場2-17-16ビサイド木場5F
TEL:03-6240-3538　E-Mail:Ryosuke_imanaka@icom.co.jp

問合せ先
大阪市北区中之島３丁目２番４号　中之島フェスティバルタワー・ウエスト３１階
TEL:06-6233-3565　E-Mail:wada-k@teijin-frontier.com

問合せ先
東京都品川区東品川四丁目12-2
E-Mail:robocomm@dcs.co.jp

※ソフトバンクロボティクスの小型二足歩行ロボット「NAO」を活用し、三菱総研DCSにて独自に
　サービス提供をしています 　※「NAO」はソフトバンクロボティクスの商標です

問合せ先
東京都渋谷区東2-14-7
TEL:03-6712-6886　E-Mail:biz@chikaku.co.jp
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テクノロジーを活用した
未来の介護

介護ロボット
全国フォーラム
介護ロボット
全国フォーラム

本事業は厚生労働省の委託を受けて「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」の一環として行うものです。

厚生労働省　「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」

令和４年１月２６日水
１１：００～１６：３０

ＴＯＣ有明４階
コンベンションホール

入退場自由
参加費無料

公益財団法人テクノエイド協会　企画部　谷田・松本・根石
〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１－１　セントラルプラザ４階
電話番号 ０３（３２６６）６８８３　　FAX ０３（３２６６）６８８５

事務局

株式会社PRIDIST�� 株式会社日立情報通信エンジニアリング��

株式会社メディカルスイッチ�� 株式会社アトリエPOSY��

出 展 機 器

植パズシート、set upボード

Time Tapper

見守り機能付き服薬支援ロボット　
「ＦＵＫＵ助」

日立データコレクションIC2000
-介護施設向けケア支援ソリューション-

問合せ先
神奈川県平塚市宝町11-1　平塚フジビル3F
TEL:0463-23-7830　E-Mail:information@pridist.com

問合せ先
神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号クイーンズタワーB棟22階
TEL:090-9242-8635　E-Mail:haruka.akimoto.pj@hitachi.com

問合せ先
東京都大田区西糀谷4-26-6　糀谷岡野ビル502
TEL:03-6883-3360　E-Mail:info@medical-switch.com

問合せ先
千葉県千葉市中央区亥鼻2-3-11
TEL:043-221-6854　E-Mail:info@posy.jp

オンラインによるシンポジウム
配信のみとなりました


