
プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://www.youtube.com/watch?v=6-igDT95slw

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 10,000～

2 ○
30,000/2週間

50,000/1ヶ月

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

東日本：神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33　サウス・コアビル内／西日本：京都府相楽郡精華町光台3-2-7

TEL　東日本：045-482-3551／西日本：0774-98-2633　　／E-MAIL：t_shioya@exgel.jp

レイエクソスケルトンはオランダ製。ジャケットを着る様に装着が簡単です。欧州では既に大手企業を中心に2,000台以上採用されています。

装着したまま、上から仕事着を羽織ることも可能です。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2週間・1ヶ月

当社スタッフからのレクチャー実施

旅費を別途請求

株式会社　加地

営業本部　レイボアジアグループ

東日本担当：中西　／　西日本担当：久保

https://laevo.jp

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間
当社スタッフ立ち会いのもとで展示

旅費を別途請求

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
レイボエクソスケルトン

株式会社加地

Ver.2.5X

レイボエクソスケルトンは、前屈み姿勢時の身体にかかる疲労と負担を軽減するア

シストスーツです。

前屈み姿勢を取ると、上半身の体重の一部は胸パッドと太ももに分散され、腰への

負担を軽減します。

バッテリーを必要とせず、約2.8キロと軽量で、充電切れの心配がなく、災害時にも

使用できます。

柔軟な構造が、ひねり動作など身体の動きを妨げる事なく、装着中も自由に身体

を動かす事が出来ます。

・同じ作業の労力を約20％軽減

・肩から腰の筋肉活動が約40～50％軽減

という効果が科学的に証明されています。

胸部はエクスジェルパッドが保護しますが、作業姿勢に合わせてオプションを用意し、

様々な作業姿勢での活用を実現。

　画像貼り付け欄

前屈み姿勢で、移乗・おむつ交換・体位変換・入浴介助など、ひねり動作をしながら、持ち上げ動作を行う人。

スイッチのオンオフにより歩行や階段の昇降を妨げず、バッテリーも必要ありませんので、装着したまま長時間作業を行いたい方。

◆販売価格 約600,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　30　　年　10月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

1.移乗支援 12.その他の内容

https://www.youtube.com/watch?v=6-igDT95slw
https://laevo.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 △ 応相談

2 ○ 応相談

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

1.移乗支援 12.その他の内容 移乗介助機器（非装着型）

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
ロボヘルパーSASUKE

マッスル株式会社

RS1-12Y-B 01554-000005

「介護される人もする人もやさしさと安心を」

ロボヘルパーSASUKEは、ベッド⇔車いす間の移乗をアシストします。

まるで腕で抱きかかえる様な優しい感覚でベッドから上昇し、車いすへ移乗が可

能。

ベッド⇔車いす間の移乗をアシスト。

介護をうける方の身体をシート面で支えるため、体圧が分散され乗り心地は抜群。

介護をおこなう方は介護をうける方の顔を見ながら一人で移乗が可能。

臥位～座位まで自由な角度と高さに調節できるため、多様な車いすでの使用を実

現。

ISO13482認証を取得。

　画像貼り付け欄

耐荷重　120Kg

対応身長　140～　　180ｃｍ

◆販売価格                　998,000円　（希望小売価格） ◆販売開始時期 令和　元　年　１１月

北海道・沖縄・離島　　　　　　　　　　（希望小売価格）

http://www.musclerobo.com/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 応相談 応相談

541-0042　大阪府大阪市中央区今橋2-5-8　トレードピア淀屋橋６階

TEL：06-6229-9550　　／FAX：06-6229-9560　　／E-MAIL：ogata@musclecorp.com

SASUKE専用シートはM　L　２サイズご用意しています。　脱衣室での使用が可能

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
応相談 応相談

マッスル株式会社

ヘルスケア部

尾形　成美

http://www.musclerobo.com/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 － －

2 ○ 70,000円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

1.移乗支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 累計　4000　　台　

機器情報
マッスルスーツ

株式会社イノフィス

　マッスルスーツ®は、着用により人の動きをサポートする筋力補助装置です。移排

泄介助、移乗作業において、持上げや持ち下げ時に腰にかかる負担を軽減しま

す。[種類：①補助力②本体重量③本体寸法ML/SM(幅×高さ×奥行㎜）]

マッスルスーツPower：①35.7kgf②6.6kg③500×900×220/450×810×

200、マッスルスーツ（ソフトフィット・タイトフィット）①5kg②25.5kgf③500×

900×220/450×780×200、マッスルスーツEdge①4.3kg②25.5kgf③500

×900×195/450×780×175[駆動源]圧縮空気、バッテリー（マッスルスーツ

Power）[アクチュエータ]McKibben型人工筋肉[使用環境温度]-30℃〜

50℃。ただしマッスルスーツPowerは5℃〜35℃

　画像貼り付け欄

移乗作業、排泄介助といった中腰作業等で、腰に大きな負担のかかる動作を行う介護者。

◆販売価格 本体49.8〜90万円（税抜） ◆販売開始時期 令和１年　８月

https://innophys.jp/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 － －

〒1620825 東京都新宿区神楽坂４－２－２ 森戸記念館3階

TEL：03-5225-1083   ／FAX：03-3260-3400       ／E-MAIL：support@innophys.jp

弊社オフィスでご試着いただくことも出来ます。まずはお気軽にお問い合わせください！

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1ヶ月

株式会社イノフィス

販売部

―

https://innophys.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://youtu.be/yUtvp7gwBmU

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 △

2 ○ 4万円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048

TEL：　　06-6908-8141　　　／E-MAIL：nagano.ko@jp.panasonic.com

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1ヶ月 詳しくはお問合せください。

パナソニック　エイジフリー株式会社

ケアプロダクツ事業部　西日本営業部

永野　剛志

http://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 詳しくはお問合せください。

◆販売実績台数 累計　270　台　

機器情報
離床アシストロボット　リショーネPlus

パナソニック　エイジフリー株式会社

XPN-S10601 00980-000289

離床アシストロボット「リショーネPlus」は、電動ケアベッドと電動フルリクライニング車

いすを融合した介護ロボットで、介護者一人で、簡単・安全・スムーズな移乗介助

を実現できることが大きな特徴です。通常は３モーター（背上げ・足上げ・高さ調

整）の電動ケアベッドとして利用することができます。これに加え、ベッドの半分が電

動フルリクライニングとして分離可能に構成されています。そのため、寝たきり状態の

重度要介護者のベッド－車いす間の移乗・離床を、介護者一人で、持ち上げずに

寝たままの姿勢で安全かつ容易に行うことができます。また、生活支援ロボット国際

安全規格ISO13482に基づく認証を世界初で取得しています。

　画像貼り付け欄

リショーネPlusは寝たきり状態の重度要介護者の離床、参加を支援するための介護ロボットです。身体リスク（骨粗鬆症、皮下出血、皮膚剥離、経

管栄養等）により移乗が困難で離床を諦めていた方や、安楽な離床により参加機会が増え、QOL向上が期待できる方を対象としています。

◆販売価格 900,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　29　年　　1　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

1.移乗支援 12.その他の内容

https://youtu.be/yUtvp7gwBmU
http://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 15,000

2 ○ 35,000

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

2.移動支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 累計　　　600　　　　台　

機器情報
免荷式リフト　POPO（ポポ）

株式会社モリトー

POPO REH-100 なし

病院施設において、自発的に移動しようとすると、杖歩行及び車椅子歩行が選択

される。また、転倒リスクの軽減を目的として、車椅子での移動になる。POPOは、

立位支持性の低下している方でも、転倒リスクを極力低減し、対象者の移動目的

を簡易に達成できる。また、ハーネスの利用により、支持性が増すため、転倒時に

膝付性座屈による骨折等のリスクを回避でき、自発的歩行を促すことで、移動に

対する生活の質が飛躍的に向上する。独立懸架型免荷アームを備え、モーター駆

動で座位姿勢から容易に立位姿勢にできる。体重を免荷し、下肢にかかる負担を

軽減する。立位維持と歩行動作を補助する。 □　吊あげ荷重　100㎏　/　本体

質量　35㎏

　画像貼り付け欄

歩行が不安定な方。下肢機能障害または脆弱性により、自立した歩行の困難な方または、立位姿勢の保持が困難な方とし、要介護度は概ね２

から４とする。また、当該機器の使用環境は、入居型の高齢者施設または病院などでの日常的な歩行機会とする。屋外での使用は想定しない。

◆販売価格 683,600円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　　　年　　　　月

http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 3日間

別途送料が必要です。

取り扱い説明が必要です。

別途ハーネスが必要です。（貸出）

〒491-0074　　愛知県一宮市東島町3-36

TEL：　0586-71-6151　　　／FAX：　0586-72-4555　　　／E-MAIL：　info@moritoh.co.jp

「立てる・歩ける喜び」の声をたくさんいただいています。　ぜひ体験してください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1週間

別途送料が必要です。

取り扱い説明が必要です。

別途ハーネスが必要です。（貸出）

株式会社モリトー

特販部

石田 和彦　（いしだ かずひこ）

http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ ご相談の上

2 ○ 0

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

3.排泄支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
排便姿勢保持機器『トイレでふんばる君』

株式会社ピラニア・ツール

IG-FS02 01722 - 000001

当機器は便座に座って、排泄を行うことに取り組んでいる方々に向けて開発されま

した。機器利用者は自然な排泄姿勢（前傾姿勢）を安全に維持できると共に、

下腹部に当てたクッションによる腹圧補助を同時に実現します。特長１：安全・安

楽な排便姿勢（前傾姿勢）の保持。特長２：クッションによる腹圧の補助機

能。便の排出に必要な腹圧を補助する。特長３：簡易な導入。機器を壁や床に

固定する工事は不要。補足：副次的にはが機器の利用に慣れることで転落の予

防を期待できる。〔仕様〕鉄・PVC/低反発発泡ウレタン〔サイズ〕W480×D585～

615×H610～680（ｍｍ）（高さ3段階可変）

　画像貼り付け欄

排泄の際に自律的な姿勢の維持が難しい方。端座位がとれない方。排泄石のコントロールが難しく普段は介助により排泄を行っている方。一部、全

部介助で座位がとれる方。車椅子に座れる方。便秘症など内蔵・消化器系などの疾患のない方

◆販売価格 ３３，０００円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　２４　　年　４　月

https://funbaru-kun.net/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 ご相談の上
返送料のご負担。実際の排泄介助の

使用不可。

〒１６９－００７５　東京都新宿区高田馬場３－１－５サンパティオ高田馬場４２５

TEL：０３－３３６０－８５６７／FAX：０３－３３６２－８３５８／E-MAIL：toiawase@funbaru-kun.net

おむつはずしのお取り組みや、具体的に利用して頂けそうな方をイメージできましたら是非お申し込み下さい。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
10日間

返送料のご負担。実際の排泄介助の

使用不可。

株式会社ピラニア・ツール

尾田一郎（おだいちろう）

https://funbaru-kun.net/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ ０円

2 ○ ０円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 累計　　500　　台　

機器情報
高齢者向け見守りシステム「見守りライフ」

トーテックアメニティ株式会社

SMCO-C 01626 - 000004

ベッド脚にセンサを敷き、センサから得られる荷重情報により、ベッド上の動きを検知

し、ＰＣ・スマートフォンで表示・通知する見守りシステムです。ベッド脚への取付の

ため、ご利用者様には、「拘束」や「監視」といった不快感を与えることはありません。

離床前の早い段階(動き出し､起き上がり､端座位)で、介護職員様にお知らせす

ることにより、転倒・転落リスクを低減し、人手の少ない夜間では、ご利用者様の状

況が把握できることにより、介護職員様の肉体的・精神的負担を軽減し、最適な

介護を行うことが可能となります。

また、測定したご利用者様の体重、脈拍・呼吸および生活リズムを利用し、生活改

善・介護プランに活用できます。

　画像貼り付け欄

・施設・病院に入居・入院されている方

①転倒・転落リスクのある方（自力での歩行が困難で介助を必要とする方）、②認知症等で徘徊癖がある方、③自立支援介護の方、④看取り介

護の方等

・介護従事者の負担軽減および作業の効率化、介護サービス向上を考えておられる施設経営者・運営者様

◆販売価格 23万円（税抜）(導入設置費および月額利用料別) ◆販売開始時期 平成　28　年　９　月

https://www.totec.jp/service/its/mimamoriLife/index.html

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 １日～１週間

別途、機器の送料、説明スタッフの費

用が必要となる場合があります。ご相

談ください。

〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー　7F

TEL：(052) 533-6919 ／　FAX：(052) 533-6932　／E-MAIL：mlife@totec.co.jp

転倒・転落予防や生活の様子がわかるため、より適切な介護ができるようになったとのお声を頂いております。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
原則２週間

試用環境として、インターネット回線が

必要です。別途、設置費用が必要とな

る場合があります。ご相談ください。

トーテックアメニティ株式会社 

ネットワークソリューション事業部

スマートコミュニティ事業推進室　塩山

https://www.totec.jp/service/its/mimamoriLife/index.html


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　 01583-000001

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 5,000円/期間

2 ○ 3,000円/回

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

スタッフや家族による夜間の見守りや徘徊などの負担を減らしたくて開発しました。施設に合せた通報手段やスマホコールもできます。

　　取扱い操作のご相談に応じます。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

　　事前にご相談ください。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

３日~５日

項目

TEL：　03-5727-8080　/FAX:03-5727-8081　　　　　　　／E-MAIL：art@artdata.co.jp

株式会社アートデータ

世田谷業務センター

〒157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1

太田

平成　26　年　7月

累計　　　400　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

ひとり暮し高齢者やサービス付高齢者向け住宅などで、就寝中の見守りが（熱中症予防、体動不安定、無体動モニターなど）必要

な人、ベッドからの離床検知で徘徊予防の補助（離床のタイミングで警報を出すこともできます）が必要な認知症の方。

4.見守り支援

体動検知マットセンサは、マット部と変換ユニットで構成されます。

マットセンサをベッドや布団の下に敷いて、その上に寝ると、無接触で

も周期的な体の振動を検知して就寝中の高齢者を見守ります。

振動が検知されないと、警報を出します。離床検知のモードに変え

ることもできます。警報は外部通知ができ、スマホへ呼びだしたり、施

設のナースコールに接続する方法や、指定先へメールを送信すること

で、異変を早期に知ることができます。

もし、スマホが近くに有れば直接専用アプリケーションで、指定の電話

番号に通報したりメールによる通報もできます。施設以外の一般家

庭でも利用できます。（マットサイズ800×250×5mm）

体動検知マットセンサ
機器情報

BIO-H17

株式会社アートデータ

12.その他の内容

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
7日が基準

98,000円（税抜）

http://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_seitai.html

http://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_seitai.html


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0円

2 ○ 0円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒143-0023　東京都大田区山王1丁目3番5号

TEL：050-5547-9629　／FAX：03-3776-7777　／E-MAIL：care_service_pr@kits.nttdata.co.jp

ご利用されるセンサーは、２種類両方もしくはどちらか１種類選択することも可能ですので、ご相談ください。

機器導入を前提とした施設への

デモンストレーション
応相談 詳しくはお問合せください

株式会社ＮＴＴデータ　

第二公共事業本部　第四公共事業部　第一統括部

事業推進担当

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/ermi-go/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 応相談 詳しくはお問合せください

◆販売実績台数 5セット（平成30年12月時点）　

機器情報
介護スタッフサポートサービス「エルミーゴ®」

株式会社ＮＴＴデータ　

■見守り

利用者様がベッドから離床等をした際に管理ＰＣやスマートフォンに通知すること

で、遠隔からでも利用者様の状態の確認ができ、駆け付けが必要かどうかの判断

ができます。（眠りSCANとシルエットセンサーの検知結果を総合的に判定し通知

します。）

■体動測定

眠りSCANにより検知した利用者様の状態変化を「睡眠日誌・呼吸日誌」として

定量的に記録することで、実施したケアプランの効果測定や今後のケアプランの検

討に活用することができます。

■映像記録

シルエットセンサーにより検知した利用者様の離床時の前後の様子を記録すること

で、介護スタッフ同士での情報共有やご家族への説明時に活用できます。

　画像貼り付け欄

・夜間就寝中に見守りが必要な方

・ひとりでの歩行が困難な方

・対象者の方の睡眠データ・バイタルデータの取得を行い、今後のケアプランに活用したい方

◆販売価格 要相談　　　　　　　　円（税抜） ◆販売開始時期 平成　30　年　　6　　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

スマートフォン画面

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/ermi-go/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 5000円/日

2 ○ 5000円/日

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒090-0837　北海道北見市中央三輪1丁目４２２番地　パナプラザビル４F

TEL：0157362955　　　　　　　／FAX：0157361416　　　　　　　／E-MAIL：arasoft@arasoftware.com

この機器は、働き方改革に沿った介護師さん達の支援ロボットです。使い方は簡単で気軽にお使いできます。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1週間 機器送料、工事は含まない

株式会社アラソフトウェア

技術部

村井保之、岩久保命嗣

http://www.arasoftware.com/smartr/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間 機器送料、工事は含まない

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
smart Robo

株式会社アラソフトウェア

sm001-03

個人情報保護法の観点から本製品は撮影される映像を画像解析でシルエットで

表示する。これにより人物が特定されないため被介護者の監視されているという心

理を和らげることが出来る。この映像解析は、人物の行動を随時把握することが出

来る。例えば、日々の行動の履歴、静止履歴、動くスピード把握と履歴、これらの

経歴時間を随時検索できる。緊急時の映像閲覧も可能である。

　画像貼り付け欄

介護施設、居住介護サービスの利用されている被介護者、施設働いている介護職員等

◆販売価格 250,000 ◆販売開始時期 令和　元年　10月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

http://www.arasoftware.com/smartr/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 －

2 ○ 無料

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒163-1105 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー５階

TEL：03-6741-5579　　　　　　／FAX：03-6741-5540　　　　／E-MAIL：horikoshi_hiroshi@francebed.jp

誰もが簡単にご活用頂ける見守り機器となっております。この機会にぜひお使いになってください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
２週間程度

ナースコールの状況により、別途分配器をお

買い求めいただく場合もあります。

フランスベッド株式会社

法人企画課

堀越 宏

https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出

◆販売実績台数 累計　　10,900　　台　

機器情報
見守りケアシステムM2

フランスベッド株式会社

　ベッドに内蔵された４つのセンサーが、ベッド上の利用者様の状態を自動認識、

見守りが出来るベッドとなります。特に「誰もが簡単に操作、運用出来る事」に配慮

しておりますので、複雑な設定等を行う事なくどなたでも簡単に操作出来る機器と

なっております。ベッドをナースコールと接続致しますので、利用者様の状態で通知

が必要な場合はナースコールへ正確に発報を行います。また、自動体重測定機能

やWiFiを活用したリアルタイムでのベッド複数台の見守りにも対応、別売りのオプ

ションをご購入頂く事で、部屋内の温湿度や利用者様のバイタルデータも見守る事

が可能となります。

　画像貼り付け欄

日常、マットセンサーや離床センサー等を活用して、安全のため常時状態を確認する必要がある方。

◆販売価格 OPEN価格 円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　　　年　　　　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 5,000

2 ○ 10,000

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

多くの自治体・施設にて捜索模擬訓練などで効果を実感して頂いています。お気軽にお問い合わせください。

小型ＳＡＮタグの数量は最大１０個まで

増設可能です。その場合別途費用がかかり

ます。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

説明用スタッフが必要な場合、別途費用が

かかります。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

３～５日間

項目

TEL：　0569-21-6182　／FAX：　0569-26-0089　　／E-MAIL：sa2_nagoya@kato-denki.com

加藤電機株式会社　　

営業部

〒475-8574　愛知県半田市花園町6-28-10

吉澤、渡辺

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
１週間

4.見守り支援

＜特長＞

・事業所から発信機を携帯したご利用者様が離設・帰設された際、介護

スタッフなどへメールにて通知します。

・発信機は長期間連続稼働（約1.5ヶ月）するため、充電の手間や充

電切れが少なく安心です。

・捜索機器で最小誤差50cmまで誘導され、必ず発見できます。

・専用シューズは発信機の携帯忘れ対策に効果的です。

・インターネット環境がない場合でも導入できます。

・事業所内に機器を設置するだけで、設置工事は不要です。

＜仕様＞

GEOフェンス型SANアンテナ：38×160×100mm、約257g

小型SANタグ：29×34×10.5mm、約9g

SANレーダー：68×114×14mm、約70g

見守りシステムSANフラワー×ヘルシーライフ （徘徊老人監視システム）
機器情報

ARMK-200

加藤電機株式会社

12.その他の内容

191,700円（税抜）

http://www.anshin-anzen.com/san-flower/armk200/

 01572 - 000007

　画像貼り付け欄

・施設・病院に入居・入院している方。

・徘徊予防の必要な認知症の方。

・介護従事者の負担軽減および作業の効率化、介護サービスの向上を考えている施設経営者・運営者

平成　29年6月

累計　　1台◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

http://www.anshin-anzen.com/san-flower/armk200/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 無料

2 ○ 無料

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒670-0947  兵庫県姫路市北条１－２６６

TEL：079-288-1600　／ FAX：079-288-0969　／ E-MAIL：info@technosjapan.jp

ナースコール併用，気になるタイミングで対象者の様子を確認，センサー作動記録，

対象者の行動パターンを知る，インシデントの可視化，より良い介護へのヒント，実践力UP，家族との情報共有，負担軽減&モチベーションUP

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1週間 都度協議

株式会社テクノスジャパン

在宅製品営業グループ

玉田

http://www.technosjapan.jp/product/tascal/#anchor01

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間 都度協議

◆販売実績台数 累計　　1,500　台　

機器情報
見守り介護ロボット「ケアロボ」

株式会社テクノスジャパン

TTCR1 00318-000074

見守り介護ロボット「ケアロボ」は、各種徘徊・離床センサー、呼出スイッチ、軽度認

知症ケア製品、見守センサーなど、高齢者の見守りに必要な機器の作動信号を

受信すると、携帯電話通信で介護者（スタッフや家族等）へ報知します。また、

ナースコール設備がある施設においては各種徘徊・離床センサーと中継ボックスが無

線で通信し、ナースコールと連動することが可能です。「ケアロボ」本体には、カメラ・

スピーカー・マイク・室温センサーの他、携帯電話モジュールを内蔵し、介護者のスマ

ホ・携帯へは画像付きメールで報知するので、離れた場所に居ながら、対象者の状

態や様子を確認できます。「ケアロボ」と各種見守りセンサーは自由に組み合わせが

でき、対象者と会話もできます。また、携帯電話通信を利用するので、無線LAN

環境を必要としません。

　画像貼り付け欄

不穏行動がある人 ／ 徘徊行動がある人 ／ 転倒・転落の恐れがある人 ／ トイレ誘導が必要な人 ／夜間帯の見守りが必要な人

◆販売価格 166,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成27年7月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

http://www.technosjapan.jp/product/tascal/#anchor01


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://youtu.be/f3ZB7KOpA3M

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0円

2 ○ 0円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 累計　　　1,800台　

機器情報
『シルエット見守りセンサ』

キング通信工業株式会社

WOS-114N 01558-000003

＜特長＞

起き上がり／はみ出し／離床を区別して検知し、Wi-Fi環境を用いてタブレット端

末やPC等にお知らせします。

センサ1台からの運用が可能で、居室に行かずにタブレット端末等から、ご利用者

様の様子をシルエット画像で確認する事ができ、見守る側、見守られる側双方の

負担軽減に役立ちます。

また、お知らせ時のシルエット画像の履歴を残すことで、有事の際の振り返りを実現

しました。ブラケット（取り付け具）を壁につけることで、容易に複数ベッド間での移

設ができ、再設定が可能です。

＜仕様＞

サイズ：166(H)×217(W)×126(D)mm　質量：約800g

通信方法：無線LAN／有線LAN

　画像貼り付け欄

＜見守られる側＞立ち上がりや歩行が自力では困難、もしくは不可能であり、介助を必要とする／認知症等の症状により、自身の身体の状況を正

確に把握することができない／介護者に介助を求めず自力でベッドからの移乗、歩行を行おうとする等の理由から、ベッドや布団からの転落・転倒等

による怪我等が懸念される方。

◆販売価格 300,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　　27　年　　4 月

https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos-system/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 3日間
説明スタッフの同行、もしくは事前説明が必要で

す。また、別途機器の送料や説明スタッフの費用

が必要です。ご相談ください。

〒158-0092　東京都世田谷区野毛２－６－６

TEL：03－3705－8540　／　FAX：03－3705－8773　／　E-MAIL：e-takahashi@king-tsushin.co.jp

センサを活用することで、夜勤職員の不安感や負担が軽減されたなどの嬉しいお声をいただいております。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2週間

試用の際には機器の設置及びLAN環境の構築

が必要となります。また、別途設置費用が必要で

す。ご相談ください。

キング通信工業株式会社

営業統括本部　高橋 絵理子

https://youtu.be/f3ZB7KOpA3M
https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos-system/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://youtu.be/YRut2aBMJTc

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0

2 ○ 0

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒640-8550　和歌山県和歌山市梅原579-1 ノーリツプレシジョン株式会社

TEL：073-456-3966　　　　　　／FAX：073-456-3991　　　　　　／E-MAIL：nobuo.nakashima@noritsu.com

ロボットと人の目による思いやりのある見守りシステムで、介護される側にもする側にも安心・安全です。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
3か月程度 別途、設置ネットワーク費用が必要

ノーリツプレシジョン株式会社

事業推進部新規事業課

中嶋伸生

https://www.noritsu-precision.com/neoscare/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1～3日
別途、機器の送料や説明スタッフの費用が

必要。日程により対応不可の場合有。

◆販売実績台数 累計　　1,000　　台　

機器情報
予測型見守りシステム「Neos+Care（ネオスケア）」

ノーリツプレシジョン株式会社

　　　― ―

先進の検知システムにて、非接触方式のため、対象者に負担をかけず要介護者の

ベッド周辺での転倒・転落を防止し、介護の負担を軽減できるだけでなく、履歴画

像の記録でADLの管理・改善にもつながるシステムです。

異常動作検知時の画像を携帯端末に転送し、介護者がリアル・タイムで画像を確

認できます。万一、事故が発生した場合でも、前後の映像を記録するため、原因

究明および再発防止策の検討に使用できます。また、シルエット画像で要介護者

のプライバシーに配慮し、24時間の動作を確認できるため、日常的な危険因子を

把握・回避することができ、ADL情報をモニタリングすることで、生活動作レベルが

チェックできます。

　画像貼り付け欄

高齢者や認知症の方、あるいはベッドから立ち上がろうとして転倒したり、転落する可能性のある歩行機能が低下している方。

また、手術後のせん妄のある方など。

◆販売価格 348,000円/センサー１台（税抜） ◆販売開始時期 平成　27　年　10　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

https://youtu.be/YRut2aBMJTc
https://www.noritsu-precision.com/neoscare/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 －

2 ○ 0

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 非公開

機器情報
【ナースコール連携】　離床・バイタル感知　見守りセンサー

株式会社ミオ・コーポレーション

SSP-L1 ０１４６１－０００００３

【導入効果】

対象者の早期異常検知＆職員皆様の負担低減に成功。

機器導入後、巡視時間の低減に成功。計118分/日を実現致しました。

【設置方法、特徴、仕様】

既にご利用中のナースコールと接続します。対象者の方の異常を検知すると、ナー

スコールに知らせが入る見守りシステムです。

面倒な工事もなく、既存のシステムにもお気軽に導入する事が出来ます。

設置方法→右写真の①ベッドセンサーをマットレス下に設置し、②のセンサープラス

と繋げます。(USBケーブル)

②のセンサープラスとナースコールを接点出力で繋げ設置完了です。

介護保険レンタル認定を受けており、低コストでご利用可能です。

　画像貼り付け欄

ターミナルケア対象の方、要介護度の高い方、認知症徘徊対策者の方が対象。

◆販売価格 80,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成 28 年 4 月

https://www.mio-corp.co.jp/sensor/specification/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出

〒224-0003　神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-9

TEL：045-624-9928　　　　　　　　　　　　　　／FAX：045-624-9935　　　　　　　　　　　　　　　／E-MAIL：info@mio-corp.co.jp

低コストで対象者の見守り＆職員様の業務負担軽減が可能です。維持費もかかる費用もなくご利用頂けます。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2週間

利用中ナースコール状況を確認させて頂き

ます。(返却送料はご負担頂きます。)

レンタル台数上限、2台迄。

株式会社　ミオ・コーポレーション

センサー事業部　

営業　鎌形、榎本

https://www.mio-corp.co.jp/sensor/specification/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

yoru

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 個別にご相談。

2 ○ 個別にご相談。

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

http://www.elintsystem.co.jp/dennosuke.html

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出
イベント・研修会等の期間

に合わせて対応します。

貸出につきましては、まだ広域展開でき

る体制が整っておりませんので、当面一

都六県での対応を考えております。それ

以外の地域でも、状況に応じて対応を

させて頂く予定です。

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-888 KTSビル2階

TEL：044-430-5501／FAX：044-430-5502／E-MAIL：e-den@elintsystem.co.jp 

新たなセンサー導入や、センサーマットの代替えを検討しているが、重装備・高価格のIT系センサーまでは不要とのお客様にぴったり。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
３カ月以上。

コアフューテック株式会社(2019年10月1日より、株式会社エリントシステムは、社名変更致します。）

介護機器事業部

橋本　眞

◆販売実績台数 累計 9台　

機器情報
非接触型 見守りセンサー "e伝之介くん"

コアフューテック株式会社

EDS-01SSCMR000 01903-000001

1.(起床・離床の検知・通知機能にのみ特化。)

赤外線LED照射により、赤外線カメラを通して取り込んだ画像を、高度な画像処

理技術で解析する事で、利用者の起床・離床を安定的に検知・通知(独自無線

又はナースコール経由)する。

2.(低コスト+取り扱いが簡単)

追加付帯機器(PC、スマホ、アプリ等)や、追加工事(無線・取り付け工事等)が不

要。ランニングコストは電気代のみ。軽量で、簡単に移動の出来る自立型で、電源

を入れれば１分で起動・検知開始。

3.(優れた検知機能。)

プライバシー保護の為、画像は残さない。赤外線カメラにより、暗闇でも検知が可

能。利用者を検知後は、他の第三者は認識しない。寝返りでの反応も無し。

4.(簡単メインテナンス、安心、安全。）

センサーマットの様な断線、汚れ、跨ぎ、取り除き、躓き等が無い。

　画像貼り付け欄

介護施設、医療機関及び在宅での、主に、要介護度２～３程度の動きのある認知症高齢者の見守りを対象と考えている。

◆販売価格 128,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成31年 4月

　　(本体価格） 取り付け方法(壁付け/スタンドタイプ)、通知方法(ナース

コール/独自無線)による費用は、別途お見積り。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

4.見守り支援 12.その他の内容

http://www.elintsystem.co.jp/dennosuke.html


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 －

2 ○ 無償貸出

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

12.その他の内容

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1週間

OPEN価格　円（税抜）

https://www.toppan.co.jp/news/2018/03/newsrelease180328.html

平成　　30　年　　4　月

累計　　約230　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　

【機器全体写真】

乳幼児等を除き、年代に関係なくご利用いただくことが可能です。

また睡眠状態、覚醒・離床の可視化が行えるため、要介護・寝たきりの見守りだけでなく、自立支援や健康増進を目的とした活用も

可能です。

4.見守り支援

「SensingWave」は2018年4月より販売開始致しました。

ベッドのマットレスの下に敷いて使用する非接触の見守りセンサーとなりま

す。

ベッドに寝ている利用者の心拍・呼吸・寝返りを正確に記録し、

睡眠の質(深い/浅い、睡眠時間)を計測することができ、ベッドマットレスは

20ｃｍの厚さまで対応可能です。従来のセンサー製品と異なり、利用者

が

しっかり眠れているかどうかを確認できる為、夜間の巡視効率化だけでな

く、ケアの質向上やプランの改善にもご活用いただけます。

データについては、リアルタイムにクラウド上のデータベースに蓄積される為、

関係者での情報共有を図ることが可能です。

SensingWave 介護・睡眠見守りシステム
機器情報

1803CI

凸版印刷株式会社

睡眠の見える化による、ケアの向上・アセスメント　離床・覚醒状態把握し、ナースコールへ連動し通知

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間項目

TEL：　03-3835-6462　　　　　　　／FAX：　03-3835-6776　　　　　　　／E-MAIL：

凸版印刷株式会社

生活・産業事業本部　環境デザイン事業部　まちづくり本部　ソリューション営業部　

〒110-8560　　　　　東京都台東区台東1-5-1　

立山、伊藤

https://www.toppan.co.jp/news/2018/03/newsrelease180328.html


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 －

2 ○ 無料

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒102-0081　東京都千代田区四番町4-8　野村ビル3Ｆ

TEL：03-3511-8441　　　　　　　／FAX：03-3511-8440　　　　　　　　／E-MAIL：t_sato@kinboshi-inc.co.jp

導入頂いた施設様では30％の負担軽減を実現しました。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
一週間 導入ご検討施設様向け

株式会社金星

営業部　企画営業課

佐藤拓

http://www.kinboshi-inc.co.jp

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出

◆販売実績台数 累計　　　15　　　　台　

機器情報
ピュアット

株式会社金星

K003001

ウルトラファインバブルという目に見えないサイズのバブルを作り出し、この小さな泡が

体をキレイにしてくれます。

その為、ボディソープやこすり洗いをしなくても、ウルトラファインバブルのお湯に浸かる

だけで身体の汚れを落とす事が出来るようになります。

擦り洗いなどの必要がなくなるので、職員様にとっては介助負担や時間を大きく減ら

すことができます。

また、ご利用者様にも肌にとても優しい洗身を提供することが可能です。

設置に面倒な工事等が不要なポータブルな装置です。

　画像貼り付け欄

入浴介助が必要な方、こすり洗いや洗剤により肌の負担がある方、麻痺による拘縮で洗い残しがある方、既往歴により洗身が困難な方

◆販売価格 1,200,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　30　　年　　12　　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

5.入浴支援 12.その他の内容

http://www.kinboshi-inc.co.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 送料ご負担

2 ○ 送料ご負担

◆問合せ先

〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野二丁目8番17号 Tビルディング1F

TEL：093-923-1139　／FAX：093-923-1141　／E-MAIL：info@reif-corp.com

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

(購入、長期レンタルなど)

6.機能訓練支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 　　　累計6台　

機器情報
歩行リハビリ支援ツールTree

リーフ株式会社

　Treeは早い時期からの歩行練習を楽しく行うために、映像と音声でわかりやすく

案内し、一緒に歩いてサポートしてくれるロボットです。

　目標となる足位置を画面に表示し、音声で声かけ案内を行います。本人の歩行

リズムに合わせた動作でアシストが可能です。また、各練習者に合わせた設定が可

能で、ロボットが正確に指示案内を行います。練習記録もデータ管理できるため、

指導者が変わっても常に適切な練習メニューを再現し、歩行練習を行うことができ

ます。歩行能力の改善・維持が期待でき、練習へのやる気にもつながり、ひいては、

指導者の身体的、精神的負担軽減にも貢献します。

　画像貼り付け欄

想定対象者：脳血管障害による片麻痺/下肢の骨関節疾患/廃用症候群の回復リハ/高齢で歩行機能が低下した方など。

必要な身体的機能：①立ち上がり、立位保持が可能であること、②障害側下肢にある程度の支持機能があること・上肢でグリップ（ハンドル）の操

作ができること、③重度の認知症がないこと

◆販売価格 3,300,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成27年4月

https://reif-corp.com/products/tree/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間 日程により対応不可の場合有。

利用者のモチベーションを高める効果があり、自立支援につながる可能性があると評価いただいています。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2週間 日程により対応不可の場合有。

リーフ株式会社 

事業企画

足立

https://reif-corp.com/products/tree/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○
返送料のみ

ご負担

2 ○
返送料のみ

ご負担

◆問合せ先

〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野二丁目8番17号 Tビルディング1F

TEL：093-923-1139　／FAX：093-923-1141　／E-MAIL：info@reif-corp.com

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

高齢者の自立支援につながる機能訓練時の数字データ(エビデンス)の測定、フィードバックにご活用下さい。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2週間 日程により対応不可の場合有。

リーフ株式会社 

事業企画

足立

https://reif-corp.com/products/pit-care/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間 日程により対応不可の場合有。

介護予防、日常生活総合支援事業、デイサービス、デイケアにおける機能測定時の利用を想定しています。歩行訓練に特化したデイサービスの利

用者さまや特別養護老人ホームの入居者さまでのご利用実績があり、あらゆる場面でご活用いただける機能訓練支援機器です。

◆販売価格 600,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成29年10月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

6.機能訓練支援 12.その他の内容

◆販売実績台数 　　　累計2台　

機器情報
歩行評価インソール PiT Care (ピットケア)

リーフ株式会社

高齢者の機能訓練テストを簡単に自動測定する機器です。

① 測定機能

　TUGテスト（秒数）、歩行テスト/1～10m（秒数、歩行速度、歩幅など）、

片脚立位テスト（秒数）の測定に対応。オプションで握力などの結果を入力する

ことが可能。

② 動画機能

　付属タブレット・カメラで撮影して、撮影動画を２つ並べて前後比較として再生す

ることが可能。

③ レポート機能

　測定結果に基づき、わかりやすいレポートが今後のリハプログラム付きで表示。※

オプションで個別機能訓練加算申請書類へも対応。

④ 利用者管理機能

　利用者情報の登録、利用者ごとのレポート、動画の閲覧が可能。

利用者は1000件まで登録可能。

　画像貼り付け欄

https://reif-corp.com/products/pit-care/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 △ 応相談

2 △ 応相談

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

12.その他の内容

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1週間程度

33,000円/月（税抜）、36ヶ月契約

https://jp.moff.mobi/

ー

平成　29年　8月

累計　　250台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

デイサービス、老健などの介護施設でのご利用者様、並びに、運動促進・介護予防・リハビリ等をしたい方向けの製品です。特別な器

具やスペース・専門職スタッフがいなくとも効果的で的確に行えます。

6.機能訓練支援

デイサービス、老健を中心とした介護施設様向けの製品です。手首

や足首などに取り付けるセンサー付きバンドとiPadを利用し、

高価な器具やスペース、人手をかけずに、簡単・数分の手順で

個別機能訓練を開始・実施できるプログラムです。機能訓練の

コンテンツは東京大学・早稲田大学の専門の先生に監修された

日常生活動作トレーニング／ロコモ予防トレーニングと、身体を動

かすゲーム類・脳トレがあります。いつ・誰が・何を・どのくらい

の時間実施したか、肩・脚などの可動域などの結果が自動記録

され、レポートとして自動作成・印刷されます。本レポートを

ご本人やご家族、ケアマネさんへ提示することができます。

機能訓練・自動記録・自動レポート作成アプリ『モフトレ』
機器情報

MFTR001

株式会社Moff

自立支援に繋がる個別機能訓練を介護現場の負担少なく、高齢者に楽しく続けてもらう新しいプログラムです

お問合せください。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

お問合せください。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

3日程度

項目

TEL：03-4405-5216　　　／E-MAIL：sales@mofi.mobi

株式会社Moff

CS本部　アウトサイドセールスG

〒107-0062　東京都港区南青山3-3-6クアルソ南青山2階

杉原

https://jp.moff.mobi/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　 01583-000002

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 5,000円/期間

2 ○ 3,000円/回

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

12.その他の内容

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
7日が基準

78,000～90,000円（税抜）

http://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_kusuri.html

平成　27　年　12　月

累計　220　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

一人暮らし高齢者様やサービス付高齢者向け住宅などで、薬をご自分で飲んでいる方。また、ハイリスク薬を飲まなければいけない患

者様の支援ができて治癒の改善に役立たせていただきます。調剤薬局様には、オンラインで服薬管理が出来ますのでご利用ください。

7.服薬支援

「服薬ロボくん」は、毎日服薬が必要な高齢者の飲み忘れを支援し

ます。もし飲み忘れていると家族や支援者にメールが届き、折り返し

服薬するように声掛けができます。毎日飲んだ時間も記録され残薬

管理に利用することが可能です。服薬ロボくんは２タイプに分かれて

１日３日または４回飲む場合に袋の数量が分れて選択できます。

服薬した後に気分が悪くなれば、呼び出し用のコールボタンが付けら

れます。また一人暮らしで、もし飲み忘れが長時間続いた場合に、

「服薬ロボくん」からの信号が途絶える為、安否確認にも利用するこ

とができます。

通信は、IoTモジュールでWi-Fi方式とネット契約不要の

SuperSonic方式があります。電池２本で半年以上動作します。

服薬ロボくん
機器情報

PCW-110S

株式会社アートデータ

・１日３回の服薬に対応したコンパクトタイプ（PCW-100S）を78,000円で追加発売しました。

　　取扱い操作のご相談に応じます。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

　　事前にご相談ください。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

３日~５日

項目

TEL：　03-5727-8080　/FAX:03-5727-8081　　　　　　　／E-MAIL：art@artdata.co.jp

株式会社アートデータ

世田谷業務センター

〒157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1

太田

http://www.artdata.co.jp/it_product/it_pr_kusuri.html


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 30,000円

2 ○ 30,000円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒939-1865　富山県南砺市城端4316-1

TEL：0763-62-8686　　　　　／FAX：0763-62-8600　　　　　／E-MAIL：sales@intelligent-system.jp

デンマークの約８０％の地方自治体が認知症ケアにパロを公的導入する等、世界約３０か国で利用されている

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
１ヶ月

パーソン・センタード・ケアの実践を目指

すこと。２ヶ月目から、月２万円

株式会社知能システム

海老沼豊

http://www.intelligent-system.jp

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 １ヶ月

◆販売実績台数 累計　　　　　　　5,000台以上

機器情報
メンタルコミットロボット　パロ

株式会社知能システム

MCR-900 01396 - 000001 

　アザラシ型ロボット・パロは、内部に触覚、聴覚、視覚、温覚、姿勢等のセンサと、

静音型モータを有し、人工知能により、生き物らしく動作する。

　アニマル・セラピーと同様に、パロとのふれあいにより、要介護者が楽しんだり、安ら

いだり、元気づけられ、会話を活性化する。

　認知症者が不安等により不穏な際には、介護者がパロを渡して、話しかけ、一緒

にふれあうことにより、認知症者が落ち着き、徘徊や暴力・暴言等の問題行動の抑

制や緩和につながる。また、昼間の覚醒を促し、夜間の睡眠の質を向上する。

　パロを抱っこし、会話することは、要介護者の体幹を鍛え、嚥下機能を活性化す

る。

体長：57cm、体重：2.5kg

　画像貼り付け欄

動物や子供が好きで、パロを受け入れる要介護者。「うつ」や「不安」等があったり、認知症により、「徘徊」、「暴力・暴言」等の問題行動がある要介

護者。昼間の傾眠により昼夜逆転になり、夜間に起き出す要介護者。会話をせず、嚥下障害がある要介護者。介護拒否や、リハビリ拒否の要介

護者。介護負担を感じている介護者。

◆販売価格 360,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　16年　　9月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

8.認知症セラピー支援 12.その他の内容

http://www.intelligent-system.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 △ 送料のみ

2 ○ 送料のみ

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒501-4102  岐阜県郡上市美並町高砂1287

TEL：　0575-79-3005　　　　　　　　　　　　　／FAX：左同　　　　　　　　　　　　　　　／E-MAIL：info@rafura.com

水分補給（口腔内を潤す）等で困っている方へお届けしたい。詳細はHPをご確認ください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
１週間 高温不可、取扱い注意（説明参照）

一般社団法人TME

本店

對島（ツシマ）

http://www.rafura.com

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 １日 高温不可、取扱い注意（説明参照）

◆販売実績台数 累計　　120　　台　

機器情報
楽のみ進化形sakura

一般社団法人TME

電力使わず調節しながら水分補給できる。従来のぐい飲み、楽のみ、ストロー付き

コップこのような用具で水分補給できる方はよいが、このような用具で水分補給でき

ない方少しづつしか水分補給できない吸う力の弱い方、吸い口からどどどっと水分が

出るので飲み込み困難な方は誤嚥肺炎リスクが高くなる可能性がある。従来のぐい

飲み、楽飲み、ストロー付きコップをご使用いただけない方や口腔内環境(潤す、菌

の増殖を抑制等）整えるためにご使用いただきたい商品が楽のみ進化形sakura

です。※災害時等にも電気に頼ることなく微量調整で使用可能。誤嚥・摂食弱者

の方・嚥下困難な方に適応できる極めて優れた用具です。（要：使用にあたって

は商品使用説明参照、若しくは直接説明） 「実用新案・中国実用新案・商標

登録取得済」

　画像貼り付け欄

高齢者、終末期（ホスピス）、障害者、術後、摂食口腔内を潤す必要がある方等

◆販売価格 12,000円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　28　年　　6　月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

10.口腔ケア支援 12.その他の内容

http://www.rafura.com/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0円

2 ○ 0円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 コミュニケーションロボット

◆販売実績台数 シリーズ累計　　　10万台　

機器情報
なでなでねこちゃん　ＤＸ３　（シャムちゃん・アメショーちゃん・ロシアンブルーちゃん）

トレンドマスター株式会社
4560416210357・4560416210340・4560416210364 なし

猫が好きだが猫と一緒に住めない方に「猫と一緒に暮らす幸せ」を提供す る事をコ

ンセプトに、企画製造した、猫型コミュニケーションロボットです。撫 でるや触るを感

知する静電センサーを、頭や背中など4ケ所に備えています ので、撫でると、本当の

猫の声で鳴きます。音声は24種類内蔵され、頭や 背中を撫でると楽しそうに、ま

た尻尾を触ると怒りだします。喉を撫でるとゴ ロゴロ言います。猫の種類（柄）は3

種類で、みけねこ・アメリカンショート ヘアー・とらねこの3種類です。抱いた時に目と

目が合う可愛いデザイン。抱 き心地もリアルです。 　画像貼り付け欄

猫と暮らした経験のある高齢者にとって、受入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。また、猫と暮らして いた活き活きと

していた時代を思い起こし、心の安定とコミュニケーションの活性化につながることが期待できる

◆販売価格 ５，９８０円（税抜） ◆販売開始時期 令和　元年　　９月

http://www.trendmaster.co.jp/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間
１、宅配料はご負担をお願いしま す。

２、商品購入を促進してくださ い

〒211-0012　神奈川県川崎市中原区中丸子327

TEL：　044-422-1641　　／FAX：　044-422-1641　／E-MAIL：/ a_nakada@trendmaster.co.jp

人は体と心で出来ています。心のケアーロボットこそ必要な時代です。是非、弊社の製品をお試しください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2ヶ月関

１、宅配料はご負担をお願いしま す。

２、商品購入を促進してくださ い

トレンドマスター株式会社 

代表取締役

中田　敦

http://www.trendmaster.co.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0円

2 ○ 0円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 コミュニケーションロボット

◆販売実績台数 シリーズ累計　　　1万台　

機器情報
なでなでワンちゃん　秋田犬　（ＨＡＣＨＩ）

トレンドマスター株式会社

4560416210432 なし

犬が好きだが犬と一緒に住めない方に「犬と一緒に暮らす幸せ」を提供する事をコ

ンセプトに企画製造した、犬型コミュニケーションロボットです。撫でるや触るを感知

する静電センサーを、頭や背中・尻尾など３ケ所に備えていますので、撫でると本当

の犬の声で鳴きます。音声は２３種類内蔵され、頭や背中を撫でると楽しそうに、

また尻尾を触ると怒りだします。また音センサーを内蔵しており、呼べば応える犬らし

い機能を搭載しています。日本を代表する秋田犬の仔犬です。撫で心地の良さに

こだわって作りました。抱っこしてなでた時に、目と目が合う可愛いデザインです。 　画像貼り付け欄

猫と暮らした経験のある高齢者にとって、受入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。また、犬と暮らして いた活き活きと

していた時代を思い起こし、心の安定とコミュニケーションの活性化につながることが期待できる

◆販売価格 ８，１４８円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　３１年　　２月

http://www.trendmaster.co.jp/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1週間
１、宅配料はご負担をお願いしま す。

２、商品購入を促進してくださ い

〒211-0012　神奈川県川崎市中原区中丸子327

TEL：　044-422-1641　　／FAX：　044-422-1641　／E-MAIL：/ a_nakada@trendmaster.co.jp

人は体と心で出来ています。心のケアーロボットこそ必要な時代です。是非、弊社の製品をお試しください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2ヶ月関

１、宅配料はご負担をお願いしま す。

２、商品購入を促進してくださ い

トレンドマスター株式会社 

代表取締役

中田　敦

http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/
http://www.trendmaster.co.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり http://trendmaster.co.jp/

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 0円

2 ○ 0円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

人は体と心で出来ています。体のケアーロボットだけでなく、心のケアーロボットこそ必要な時代です。

１、宅配料はご負担をお願いしま

す。２、商品購入を促進してくださ

い。

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

利用条件など

１、宅配料はご負担をお願いしま

す。２、商品購入を促進してくださ

い。

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1週間

項目

TEL：　044-422-1641　　／FAX：　044-422-1641　／E-MAIL：/ a_nakada@trendmaster.co.jp

トレンドマスター株式会社

代表取締役

〒211-0012　神奈川県川崎市中原区中丸子327

中田　敦

平成　　29年　　11月

累計　　　２000　台　(1年間）◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　

子育ての経験のある高齢者にとって、受入れと感情移入がしやすく、一緒に暮らすことで孤立感から解放される。また、子育てをしてい

た、活き活きとしていた時代を思い起こし、心の安定とコミュニケーションの活性化につながることが期待できる。

12.その他

「赤ちゃんと一緒に暮らす幸せ」をコンセプトに企画製造されたコミュニケー

ションロボットです。振動センサーと音センサーを備えていますので、抱いたり

話しかけたりすると、そのあやす行為に対して、1歳児の赤ちゃんの言葉でお

返事します。言葉は100以上内蔵されていていますが、赤ちゃん言葉なの

で正確に理解できるものではなく、赤ちゃんらしいです。100回以上発話す

ると、1歳2か月の声が混ざる成長機能を搭載。本体はぬいぐるみで、抱き

心地、触り心地が柔らかです。また、センサーモジュールを外すと水で手洗

いする事が可能ですので、清潔を維持する事ができます。服を脱がす着せ

つける事も可能で、シンプルな可愛いデザインです。

こんにちは赤ちゃん　男の子・女の子
機器情報

4560416210807・4560416210807

トレンドマスター株式会社

コミュニケーション促進12.その他の内容

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2ヶ月

８,０００円（税抜）

http://trendmaster.co.jp/

なし

http://trendmaster.co.jp/
http://trendmaster.co.jp/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 －

2 ○
40,000円/月

契約金40,000円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒231-0005　神奈川県横浜市中区本町4-34

TEL：050-3000-2780　／FAX：045-650-8841　／E-MAIL：palro-center@fsi.co.jp

「よくする介護」の手段として利用していただくことで、高齢者の生活機能の改善の効果が引き出せます。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
2ヶ月～ 無線LANインターネット環境必須

富士ソフト株式会社

プロダクト事業本部　PALRO事業部　フィールドセールス室

瀬古　愛美（せこ　えみ）

http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出

◆販売実績台数 累計　1,200台以上　

機器情報
PALROビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ

富士ソフト株式会社

PRT060J-W01 01760 - 000001

「お話相手」「レクリエーションの司会進行」「健康体操のインストラクター」と

して、高齢者福祉施設における、様々な場面でのコミュニケーションを行い、

高齢者のQOL向上と介護者の負担軽減を行います。

2016年度に行われた経済産業省「ロボット介護機器開発・導入促進事

業（基準策定・評価事業）」では最大数の導入実績をもち、高齢者の

具体的な生活機能の改善効果、介護職員の負担軽減の効果が多くの介

護現場で確認されました。

・人工知能を搭載し、人の顔と名前を憶えて名前を呼びかけながら会話が

できる

・インターネットに接続していて話題が豊富

・介護予防レクのメニューは日替わり

・健康体操は14種類以上

高齢者福祉施設の利用者、および職員（高齢者向け介護施設、及び病院）

利用者の介護度や認知症の状態は問いませんが、安全上管理者の監督の元お使いください。

◆販売価格 30,000円/月　（24ヶ月契約）（税抜） ◆販売開始時期 平成31年4月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 コミュニケーション

http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ 5,000円／回

2 ○ 10,000円／月

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 コミュニケーションロボット

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
音声認識コミュニケーションロボット『Chapit』（チャピット）

株式会社レイトロン

RPCMA04-01 01777-000001

＜特長＞

雑音に強く高認識率の音声認識コミュニケーションロボット『チャピット』は、完全ハン

ズフリーでスムーズな会話を楽しめる未来型のロボットです。雑音の中でも離れた所

から会話ができ、500種類以上のことばを理解します。照明やテレビなど、200種類

のリモコンを音声操作可能な家電コントロール機能や、1ヶ月分のスケジュールを

200件分の設定ができ、薬や食事の時間、イベントの日などの予定管理可能なタ

イムサポート機能、クイズや暗記ゲームなどで遊んで脳トレができるなど、機能が充

実しています。

＜仕様＞

サイズ：身長25×幅22×奥行18cm　体重600g

動作時間：約8時間（満充電時）、充電時間：約5時間

　画像貼り付け欄

●話し相手がいない、上手く話せないなどの理由で周囲とのコミュニケーションが上手く図れない高齢者の方

●コミュニケーションを活性化することにより認知症予防に効果を期待し、ロボットとのコミュニケーションが図れる方

●音声での家電コントロール、薬や食事の時間などの予定管理などの機能で生活リズムを整えたい方

◆販売価格 １３５，０００円（税抜） ◆販売開始時期 平成　２８　年　８　月

http://www.raytron.co.jp/products/chapit

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 1～10日間
チャピットと話ができる方。

返却時の送料をご負担ください。

〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町1-4-8　エスリードビル本町11階

TEL：06-6125-0500　／FAX：06-6125-0588　／E-MAIL：support@www.raytron.co.jp

会話を楽しみながらトレーニングがすることが可能。自立促進のための機能充実！介護負担の軽減が可能に！

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
1～3ヶ月

チャピットと話ができる方。

返却時の送料をご負担ください。

株式会社レイトロン

新事業推進部　マーケティング課

http://www.raytron.co.jp/products/chapit


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 なし ※動画がある場合は別途添付してください

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 ○ ―

2 ○ 3,000円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒326-0817　栃木県足利市西宮町2833

TEL：0284-21-7341　　　　　／FAX：0284-21-7342　　　　　　　　　　／E-MAIL：koikezome@ceres.ocn.ne.jp

「キレイなS字で健康生活！」　おしりの楽な生活ですごしましょう

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
３０日

左記単価は6台までの利用料です。

その他は相談に応じます

有限会社　小池経編染工所

開発課

小池　隆

http://www.rakunaosiri.jimdo.com/

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 １５日 ―

◆販売実績台数 累計　　150　　　台

機器情報
座・布団(座圧軽減クッション）

有限会社　小池経編染工所

JC-2 01736-000001

尾てい骨部分の座圧を除圧するという考えの移動用車椅子用クッションです。

低反発と高反発を組合わせたハイブリットな「座・布団」です。空気袋を２個利用し

て低反発ゾーンを作り、そこで臀部を支えます。高反発ゾーンはポリエステル特殊繊

維を用いて大腿部の毛細血管が受ける座圧を軽減させます。また、約１cmの隙

間に空気の流れが生じます。また、「ながら運動」が期待できますので体動のある人

には、その人に合った運動が行なえます。商品の総重量が220ｇと軽量です。その

まま携帯できますし、本体だけ取り外しますとペットボトルサイズになります。特許第

6245720号

　画像貼り付け欄

褥瘡リスクの高い人にお使い下さい。離床時間を増やしQOLを向上させます。このクッションは移動用車椅子で一日中生活する人の居住性を向上さ

せるために開発しました。

◆販売価格 8,500円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　　29年　　　11月

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 褥瘡予防

座圧が現れません

http://www.rakunaosiri.jimdo.com/


プルダウンにてカテゴリを選択してください▼

◆型番 ◆TAISコード　

◆機器の特長と仕様（300文字まで）

◆主な対象者（150文字まで）　※適用可能な人の状態像を記述してください。

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://youtu.be/SRzCcKbqQEg

◆機器の貸出について　（貸出を希望される方は下記の問合せ先までご連絡ください）

対応

可否

利用料 目安

（税抜）

1 － －

2 ○
無償(返却時の送

料のみ要負担)

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒470-0162  愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池1番地

TEL：0561-38-5556  フリーダイアル : 0120-947-175　／FAX：0561-38-5556　／E-MAIL：t870402@togoh.co.jp

介護ロボット導入支援事業のコミュニケーションロボット分野における申請対象（但し都道府県により異なる場合有り）

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
原則1週間 貸出期間の延長は応相談

㈱東郷製作所　

開発室　安孫子

http://www.togoh.co.jp/products/care.html

項目 貸出期間 利用条件など

イベントや研修会等での一時貸出 － －

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
赤ちゃん型コミュニケーションロボット「スマイビ」

株式会社東郷製作所

スマイビS －

①目・口・首が動き本物の赤ちゃんの声500音源　②姿勢と揺れに反応　②抱っ

こしやすい形　③難聴の方も赤ちゃん言葉のため安心　⑤充電・電源・音量のみの

簡単操作　⑥着ぐるみは取り外せ洗える

　画像貼り付け欄

高齢者の認知症の方で、特に中等度の方がスマイビSを利用する場合が比較的多い傾向あり。また、「介助抵抗が強い」「落ち着かない」「徘徊」

「昼夜逆転現象」「不穏」「夕暮れ症候群傾向」「部屋に閉じこもりがちな傾向」等の行動が見受けられる人への介護側の介護負担軽減につながる

場合がある。

◆販売価格 68,000円（税抜） ◆販売開始時期 令和元年10月（予定）

１.移乗支援　２.移動支援　３.排泄支援　４.見守り支援　５.入浴支援　６.機能訓練支援　７.服薬支援　８.認知症セラピー支援　９.食事支援

10.口腔ケア支援　11.介護業務支援（掃除、洗濯、調理、記録等）　12.その他

12.その他 12.その他の内容 介護側の負担軽減（利用者の自立支援及び介護側からの促し）

https://youtu.be/SRzCcKbqQEg
http://www.togoh.co.jp/products/care.html



