
様式１（介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書） 

 

平成27年12月 4日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（申請者） 

                  〒491-0074 

住所    愛知県一宮市東島町3-36 

事業者名  株式会社モリトー 

担当者所属 特販部 

担当者名  長谷川裕城 

電話番号  0586-71-6151 

電子メールアドレス hasegawa@moritoh.co.jp 

 

介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の一環として行う「介護ロボット等モニタ

ー調査事業」について、下記の書類を添付して申請します。 

 

 

記 

 

１．介護ロボット等モニター調査計画書（別紙） 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

（本書類の取り扱い等について） 

○ ご提出いただく「モニター調査計画書（別紙）」は、介護施設等とのマッチングのために

公開いたします。公開可能な範囲において、できる限り記載してください。 

○ 「モニター調査計画書（別紙）」は、介護施設等とのマッチングに際して、インターネッ

ト等を通じて登録協力施設等へ情報提供します。 

○ 依頼する案件について、モニター調査に協力いただける介護施設又は団体等が現れない場

合には、実施できない場合もあることを予めご承知置きください。 

mailto:hasegawa@moritoh.co.jp


（別紙） 

平成27年 12月 4日 

 

介護ロボット等モニター調査計画書 

 

１．申請者の概要 

事業者名 株式会社モリトー 

担当者名 長谷川 裕城 

担当者連絡先 

住所 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36 

電話 0586-71-6151 

電子メールアドレス hasegawa@moritoh.co.jp 

主たる業務 福祉機器製造販売・リハビリテーション機器製造販売 

主要な製品 
介護リフトつるべーシリーズ・移座えもんシリーズ・免荷式リフトPOPO 

等 

希望する施設等の

種類・職種等 

高齢の歩行困難者の方で、軽介助により伝い歩き程度の歩行可能な方

を対象としている入所・入居型施設。 

理学療法士が常駐している施設。 

施設内の段差がないこと。(屋外での試用は想定していない) 

希望するエリア 神奈川県 

その他  

 

２．申請機器の概要 

機器の名称（仮称） 移動支援(屋内型)ロボット 

機器の概要 

（写真添付） 

 

１．主な対象者 

高齢の歩行困難者の方で、軽介助により伝い歩き程度の歩行可能な方 

で、認知症が無い方。肘に体重をかけても問題が無く、部への圧迫に

問題が無い方 

２．目的 

歩行困難な方の歩行安全性の確保と、立ち座り動作補助によるトイレ

動作補助を目的とする 

３．写真 

添付資料参照 

４．使用方法 

添付資料参照 



現在の開発状況と

課題 

機器に関するリスクアセスメント（安全性の評価と確保対策） 

平成27年度ロボット介護機器開発・導入促進事業における、最低限の

安全の確認試験、安全検証は、合格している。 

【現在の開発に関する課題】 

機器の安定性を得るために、前後方向の寸法が大きく、当該機器を障

がい当事者の方が、福祉施設等のトイレを使用し、立ち座り動作が出

来る事の確認が出来ていない。 

【禁忌】 

認知症状のある方は対象外とする。 

段差のない屋内での使用に限定する。 

 

３．モニター調査の内容（お願いしたい内容をできるだけ具体的に記載してください。） 

本機器は屋内歩行に見守り・軽介助が必要な人の立ち上がりから屋内歩行の安全性と安定性

の向上と移動先の「活動（主に排泄動作）」の向上、介護者の介助負担軽減を目的とするも

のである。よって、以下の3点を調査する。 

調査方法は、観察法とする。 

①当機器を使用した立ち上がりが使用していない立ち上がりと比べてどう変化するのか 

②ベッドへの移動、回旋、座り込みまでを当機器を使用してどれほどの広さが必要なのか 

③トイレを模擬した環境下で物理的に取回すことができるのか 

 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 

 



会社概要 

  

 

 

 

  

社名         株式会社 モリトー 

設立         1937年 1月 

所在地        〒491-0074  愛知県一宮市東島町 3-36 

電話番号      （0586）71-6151 

ＦＡＸ番号      （0586）72-4555 

E-mail         info@moritoh.co.jp 

代表者        代表取締役 森島勝美 

資本金        1,000万円 

従業員数       48名 

事業内容       介護用リフト「つるべー」・リハビリ「免荷歩行器」の製造販売 

医科理科器械の卸及び販売 

介護保険法に基づく福祉機器のレンタル及び販売 

取引銀行      十六銀行一宮東支店、三菱東京 UFJ銀行一宮支店、大垣共立銀行一宮東支店 

 

 

東京営業所（東京ショールーム）  所在地  〒143-0025   東京都大田区南馬込 4-16-3 

電話番号  （03）3777-1648   FAX番号  （03）3777-1649 

 

中部 ・ 尾張営業所        所在地  〒491-0074   愛知県一宮市東島町 3-36 

電話番号  （0586）71-6151   FAX番号  （0586）72-4555 

 

大阪営業所             所在地  〒538-0043   大阪府大阪市鶴見区今津南 3-2-16 

電話番号  （06）4258-7105   FAX番号  （06）4258-7106 

 

札幌営業所             所在地  〒063-0870   北海道札幌市西区八軒十条東 1-1-57-101 

電話番号  (011)708-5200   FAX番号   (011)708-5201 

 

福岡営業所             所在地  〒811-1204   福岡県筑紫郡那珂川町片縄東一丁目 12-1 

電話番号  (092)953-1892    FAX番号  (092)953-1973 

 

岡山営業所             所在地  〒701-0221   岡山県岡山市南区藤田 647-89北 1号 

電話番号  (086)259-2910    FAX番号   （0586）72-4555 

 

仙台営業所             所在地  〒981-1103   宮城県仙台市太白区中田町字二軒橋36-13 

電話番号  (022)302-7914    FAX番号   （0586）72-4555 

 

お客様に安心と楽と満足を提供し、   

すべての人々とともに安らぎと楽しみを満喫しよう！ 



会社略歴 

 

社名         株式会社 モリトー 

1937年   昭和 12年   森島徳蔵  いわしや森島器械店創業 

1973年   昭和 48年   有限会社 モリトー医理器 に社名変更 

1976年   昭和 51年   モリトービル完成に伴い、現在地に移転 

1985年   昭和 60年   介護用品ショールーム開設 

1992年   平成  4年  長野県信濃大町に研修センター完成 

1993年   平成  5年  モリトーの理念として「安・楽・満」を提唱 

                  「介護リフト つるべー」特許申請 

1994年   平成  6年  大阪国際メディカルショー に「介護リフト つるべー」初出展 

                  第 21回 国際福祉機器展（H.C.R.） 初出展 (以降 毎年出展中) 

1996年   平成  8年  医療関連サービスマーク取得 江南市に商品倉庫完成 

                  有限会社モリトー医理器から株式会社モリトーに社名変更 

                  代表取締役社長に 森島 勝美 就任 

1998年   平成 10年   東京営業所 設立 

1999年   平成 11年   スリング 「パオ」 発表  特許申請 

2000年   平成 12年    テクノエイド協会 福祉用具研究開発助成金 「介護リフトつるべーCセット」開発 

2001年   平成 13年   札幌営業所・大阪営業所 設立 

2002年   平成 14年   「介護リフトつるべー」 特許取得 

                 福岡営業所 設立 

2003年   平成 15年   国際福祉機器展(H.C.R.) にて「安楽キャリーA タイプ .B タイプ」発表 

2005年   平成 17年   トランスファーボード 「移座えもんボード」  

 スライディングシート「移座えもんシート RED」発表 

                  シルバーサービス振興会消毒工程管理制度認定取得 

2006年   平成 18年   医療福祉事業部・移乗機器事業部 発足 

2007年   平成 19年   テクノエイド協会 福祉用具研究開発助成金にて「スタンディングリフト」 開発 

  (藤田保健衛生大学と共同開発) 

2008年   平成 20年    テクノエイド協会 福祉用具研究開発助成金にて 

 「次世代リフト(移動・移乗機器の開発)コクーン」開発 (2 ｶ年) 

2009年   平成 21年   台湾事務所 設立 

2010年   平成 22年   免かリフト「SP１０００」 発表  Charder 社製計量器 発売開始 

2011年   平成 23年   免かリフト「SP６５０」発表   

 独立行政法人福祉医療機構助成金にて「免か歩行器」開発 

 厚生労働省助成金にて「携帯リフト」開発 

 高性能除菌剤 「じょきん娘」発表 

 第一倉庫 完成 

2012年  平成 24年    免か式リフト「POPO」発表 

                 HONDA N-BOX対応 「介護リフトつるべーCセット」発表 

2013年  平成 25年    岡山営業所 設立 

2014年  平成 26年   スライディングシート「移座えもんシート BLACK」発表 

 仙台営業所 設立 
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