
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/-tm21W6Kwm0

◆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円〜

2 ○
30,000円／50,000円

オンライン講習の場合

15,000円／30,000円

◆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
2週間／4週間

約450,000円（税抜）

http://www.laevo.jp

平成　　30年　10月

累計　　　約300台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

前屈み姿勢で、移乗・おむつ交換・体位変換・入浴介助など、入居者を持ち上げ動作を行う方。

スイッチのオンオフにより歩行や階段の昇降を妨げず、充電等の心配やそのための時間は不要ですので、装着したまま施設内業務をこなし

たい方。

1.移乗支援

レイボエクソスケルトンは、前屈み作業姿勢時に労力の低減と肩から腰に

かかる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、腰に集中しがちな負担が軽減し、身体全体の荷重バランスを整えま

す。

電源等の外部の力は不要で、装着すれば機能しますので災害時にも使

用できます。

・作業（サービス）品質を維持しつつ、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。

身体へのフィッティングが重要になるため、検証事業を経て様々なオプション

を用意しています。

レイボ エクソスケルトン
機器情報

Ver.2.56

株式会社加地

移乗介助機器（装着型）

どうのように機能し、どこで活用すれば、価値があるのか、という使う側の意識も重要になる商品です。

弊社スタッフからのレクチャー実施

旅費を別途請求(オンラインの場合は不要)

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

弊社スタッフ立ち合いのもとで展示

旅費を別途請求
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　東日本：045-482-3551／西日本：0774-98-2633　　／E-MAIL：t_shioya@exgel.jp

株式会社 加地

営業本部　レイボアジアグループ

東日本：神奈川県横浜市港北区新横浜3−19−11加瀬ビル88／西日本：京都府相楽郡精華町光台3-2-7

東日本担当：中西　／　西日本担当：塩谷・小島

http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
http://www.laevo.jp/
https://youtu.be/-tm21W6Kwm0
http://www.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 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

（税込）

1 － －

2 ○ 無償

◆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
2週間程度

1,760,000円（税込）

https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html

-

令和　1　年　8　月

非公開◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

適用身長(目安)140 〜 180cm、適用体重(目安)40 〜 80kg 、腹囲 120cm 以下、骨盤幅 36cm 以下の方。

移乗介助、入浴介助、体位変換介助やベッドサイドでの中腰作業などの腰部負荷がかかる作業に従事する、介護する側の方。

体幹を鍛えて座位を安定させたい、筋力の維持向上を目指したい、フレイル予防に活用したいといった介護される側の方。

1.移乗支援

HAL®腰タイプ介護・自立支援用は、介護する側と介護される側に対し

て介護支援と自立支援の2つの用途で活用できる装着型サイボーグです。

介護者が装着することで、介護動作時の腰部負荷や腰痛発生リスクを低

減することを目的とした「介護支援用途」と、要介護状態の方が装着する

ことで、弱った足腰などの身体機能が向上することを目的とした「自立支援

用途」の2つの用途で使用していただけます。

仕様

外形寸法 奥行き 292mm x 幅450mm x 高さ522mm

重量 3.1kg(バッテリ含)

動作環境 温度:0°C〜 40°C   湿度:20% 〜 80%  結露しないこと

防水:IPX4  防塵:IPX5

HAL®腰タイプ介護・自立支援用
機器情報

HAL-BB04-SSSJP

CYBERDYNE株式会社

移乗介助機器（装着型）

自立支援と介護支援二つの用途に柔軟な使い方が可能。超高齢社会の課題解決に双方向からアプローチします。

製品使用説明を受けた方

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：　　　029-869-8448　　／FAX：029-855-3181　　　　／E-MAIL：contact@cyberdyne.jp

CYBERDYNE株式会社　営業部門

営業部門

〒305-0818 茨城県つくば市学園南2-2-1

近藤、菊池

https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.html
https://www.cyberdyne.jp/products/bb04.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 https://m.youtube.com/watch?v=nz3P8Tm81_k

◆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

（税込）

1 － ―

2 ○ 16,500円

◆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ヶ月

327,800円（税込）

https://active-life.jp/jpasfleairy/

令和３年　３月

累計　　―　　台◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

移乗介助等の持ち上げ作業や、入浴介助・体位変換・おむつ交換など中腰姿勢での介助をおこなう介護従事者。

様々な作業が混在する介護作業において、腰部の負担軽減と作業での動きやすさを両立させたい方におすすめです。

1.移乗支援

装着者の動きを検知し、モーター駆動によりアシスト力の調整を可能とする

アクティブタイプのパワーアシストスーツ。複合的な連続する作業動作に対

応し、しっかりとしたアシスト感を提供します。

フレーム構造をもたない、ベルト巻き上げ式により大幅な軽量化を実現で

きました。介護作業における腰部の負担へ高い軽減効果があり、トイレ空

間等での立位保持介助では59％低減、オムツ交換などの中腰姿勢保持

では約94％低減を実現します。 防水防塵機能はIP55をクリアし、浴室

での介助作業にも使用可能です。

衣服型アクティブパワーアシストスーツ　J-PAS fleairy(フレアリー)
機器情報 株式会社ジェイテクト

移乗介助機器（装着型）

アシスト感と動きやすさを両立した、介護現場で使いやすいパワーアシストスーツです。

弊社スタッフによる取り扱い説明

（現地またWEB）が必要となりま

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

―イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

―

項目

TEL：052-533-5182　　／FAX：052-571-0705　　／E-MAIL：tomohisa_maruyama@tal.toyotsu.net

株式会社豊通オールライフ（指定販売卸業者）

事業推進部　事業企画G

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25番3号　大橋ビル10F

丸山　知寿

入浴介助もOK

https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://m.youtube.com/watch?v=nz3P8Tm81_k
https://active-life.jp/jpasfleairy/


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

（税込）

1 △ 20,000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）

介護職員さんの腰痛防止はもちろんの事、体力的に不安な高齢職員さんが一人で操作できる介護ロボットです。

1ケ月間のレンタル料金（送料含む）

購入の場合レンタル料金をお値引き。

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

別途、説明スタッフ費用等が必要です。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1週間程度

項目

TEL：024-937-5022　　／FAX：024-937-5030　／E-MAIL：ikeda@akane-fukushi.co.jp

株式会社あかね福祉

〒963-0111　福島県郡山市安積町荒井字雷神16-1

担当：池田

令和　3年　9月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

ベッド上で端座位姿勢が出来、若干の前傾姿勢が出来る方。体重80㎏以下の方。太もも下に持ち上げ板を差し入れる為下肢の

ある方。前方のハンドルを持って頂きますが、強く握る必要はありませんし片腕だけでも結構です。

1.移乗支援

ベッドから車いすやポータブルトイレ又は、入浴用シャワーチェアー等の移乗

介護を行う際に使用する移乗用介護ロボットです。ベッド上での端座位姿

勢の利用者を持ち上げ板によってお尻が浮く程度持ち上げ、移乗先へ移

動し降下させるモノです。持ち上げ板は、利用者の太もも下に差し入れる

様になっており、テーブル中央部に明けた窓から手を差し入れ、利用者の

太ももを持ち上げますので、お尻を浮かせる必要が無く座位姿勢のまま移

乗準備を完了する事ができます。3ケ所のメモリー設定が出来ます。頻繁

に使用するベッド、車いす、ポータブルトイレ等に使用すると大変便利で

す。使用荷重は80㎏迄、フル充電で約200回の昇降動作を行えます。

移乗用介護ロボット「移乗です」

機器情報
AKI-1001

株式会社あかね福祉

移乗介助機器（非装着型）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ケ月

600,000円（非課税品）

http://www.akane-fukushi.co.jp/

http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.co.jp/
http://www.akane-fukushi.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

◆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

（税込）

1 ○
無償

返送料のみ元払い

2 ○
無償

返送料のみ元払い

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

対象者像に合わせて多数の専用スリングシートがあります。まずはお気軽にお問い合わせください。

別途デモ機依頼書をご記入

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

要相談イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

要相談

項目

TEL：086-200-1550　　／FAX：086-200-1553　　／E-MAIL：info@nasent.net

アイ・ソネックス株式会社

営業部

〒702-8004　岡山県岡山市中区江並100-7

令和3年　3月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

身長：145～175cm　体重：100㎏未満

ベッドに自力または一部介助で端座位が可能な方／座位から立位までの下肢関節の可動域がある程度保たれている方／片麻痺、

両下肢麻痺、四肢麻痺があっても、下肢に体重をかけることが可能な方

1.移乗支援

座った姿勢や立った姿勢で移乗することのできる床走行のスタンディングリフ

トです。小回り性の高いコンパクトな設計で、移乗省力化のみならず、洋

式便器への移乗や立位でのおむつ交換など排泄ケアの質の向上にも役立

ちます。立位訓練の目的で使用することもできます。

【介護者への導入メリット】腰痛予防／労働力の削減／事故（転倒）

防止

【要介護者げの導入メリット】プライバシーの配慮（排泄ケア）／介助を

遠慮なく頼みやすい／起立動作で下肢機能の維持・改善

スカイリフト
機器情報

SL-2018R

アイ・ソネックス株式会社

移乗介助機器（非装着型）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
運送期間を含め2週間

498,000円（非課税）

https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%b

b%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/

00149-000053

https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7

%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e

3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/

https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.nasent.net/%e5%95%86%e5%93%81%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e7%a7%bb%e4%b9%97%e3%83%bb%e7%a7%bb%e5%8b%95%e7%94%a8%e5%85%b7/%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88/


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 ○ 要相談

2 ○ 無料

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

実際にご覧になって頂き、良さを実感して頂ければと存じます。いつでも無料デモ体験実施しております！

要相談

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

要相談イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

要相談

項目

TEL：06-6908-8141　／FAX：06-6908-4506　／HP:https://sumai.panasonic.jp/agefree/　（HPよりお問合せ下さい）

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

〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048

平成　　　29　年　　　1　月

累計　　700 台以上　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・様々な身体リスク（骨粗鬆症、皮下出血、皮膚剥離、経管栄養等）等により離床を諦めていた方

・離床時間確保により生活シーンや他者との交流が増え、QOL向上が期待できる方

1.移乗支援

ご自身での離床が難しく、介助者複数名で移乗介助が必要な方に対して、介助

者お一人で簡単・安心な全く抱き上げない(ノーリフティング)介助で離床可能とな

る商品になります。

導入メリット

【ご利用者】→骨折や脱臼、皮膚剥離しやすい方等、様々なリスクを抱え、離床を

諦めざるを得ない方の離床時間確保

【介助者】→移乗介助における身体的・心理的負担軽減、現在のコロナ禍におい

て、ご利用者との接触時間削減、複数名での移乗介助における工数削減や作業

効率化

【施設運営者】→離床時間を確保出来る旨をアピールする事で、施設イメージUP

に繋がり新規ご利用者獲得、腰痛予防による離職率削減・新規雇用獲得、費用

対効果が高い

リショーネPlus
機器情報

XPN-S10601

パナソニックエイジフリー株式会社

移乗介助機器（非装着型）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

900,000円（税抜、配送・組立費用別)

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

00980-000289

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://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 (機器製造メーカーのURLです)

◆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）

〒135-0041東京都江東区冬木11-17　イシマビル　門前仲町オフィス

TEL：　ー　　　　　　　／FAX：　ー　　　　　　　　／E-MAIL：tomohiro.koyashiki.fw@hitachi-systems.com

介助者の介護負担を軽減するだけでなく、利用されるご本人の自立支援にも役立ちます。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
応相談

貸出可能エリア：本州のみ

別途、機器輸送費要

（販売会社）株式会社日立システムズ

　　　担当：小屋敷（こやしき）　※お問合せは、メールにて承り後、折り返しご連絡させていただきます。

　

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

http://www.aizuk.jp/keipu.php

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
移乗・移動ロボット　Keipu（ケイプ）

(株)日立システムズ/(株)アイザック
AIZ15 01689-000001

移乗・移動ロボットケイプは、介助者の腰痛負担を軽減するとともに、利用

者の自発的な移動を容易にする、リフト機能付きの電動移乗・移動機で

す。移乗・移動がスムーズに行え、介護サポートの効率化を支援します。

【特徴】①容易な移乗：前向きで乗り込め座面の高さは電動で自在　➁

小回り：トイレやエレベータなどの狭い場所でもその場で旋回　③簡単操

作：レバー操作で自在に移動

【仕様】①寸法W×D×H：61cm×73cm×105cm　➁重量：

47.3Kg　③最小旋回半径：38cm　➃バッテリー：8時間でフル充電

　

・耐荷重：110kgまで

・認知機能が低下されている方は、単独でのご利用をご遠慮ください。また、介護の方がいない場合は、ご自身で端座位が取れる方

が対象となります。

◆販売価格 ８００,０００円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　28　　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
移乗介助機器（非装着型）

移乗と共に電動による移動支援も可能です。

http://www.aizuk.jp/keipu.php
http://www.aizuk.jp/keipu.php
http://www.aizuk.jp/keipu.php
http://www.aizuk.jp/keipu.php


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

◆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）

多くの利用者さまより「つばさ」があることで大きな安心につながるとのお声を頂いております。

・返却時の送料はご負担ください

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

・返却時の送料はご負担くださいイベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間

項目

TEL：092-555-7035　　／FAX：092-510-1723　　／E-MAIL：uda@gelatoisland.com

株式会社ジェら－トアイらンド

つばさ事業部

〒815-0041　福岡県福岡市南区野間1-11-31　クロッサ M’s 2F

宇多博之

令和　２年　　５月

累計　　　40　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

車いすの利用者で自分自身で立ち上がり移乗のできないかた。

側方移乗に適している車いす（ アームサポートが跳ね上げ式、ブレーキが邪魔な位置にないなど）を利用されている方。

移乗の際にボードや介助者と接触する身体部分に褥瘡などの皮膚トラブルの無い方。

1.移乗支援

厚さは6mm、重さは0.7KgとコンパクトなMサイズ。持ち運びしやすく自立

利用にお勧めです！従来式の長方形型の自立利用と比較して、えぐれた

ボード形状により指先に力が入らない方でもフックしやすく、さらに自身に近

い場所で扱えます。タイヤに干渉しないため、差し込みやすく安定します。さ

ら手元の位置ガイドにより、習得や安全確認をしやすいです。裏面は太さ

5cmの滑り止め付き。

 

【Mサイズ】幅60X奥行き30X厚み0.6cm 0.7kg　 (ポリエチレン)

せき損式スライディングボード「つばさ」　Mサイズ
機器情報

TBSM2

株式会社ジェら－トアイらンド

移乗介助機器（その他）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週間

22,000円（税込）

http://www.tsubasa-bd.com/

01975-000001

http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.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

◆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）

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（その他）

◆販売実績台数 累計　　　40　　台　

機器情報
せき損式スライディングボード「つばさ」　Lサイズ

株式会社ジェら－トアイらンド
TBSL2 01975-000002

Lサイズは8mm厚で広く、安定感があります。脊髄損傷者だけでなく高齢

者施設で、介助利用から自立利用まで安心して車いすとベッド間の移乗

にお使い頂けます！ボードがタイヤに干渉しないため、差し込みが楽です。

独自の形状で安定し、車いすのタイヤが邪魔をして転落する方向へボード

が傾くことがありません。介助者がボード中心の近くを持てる形状で、軽く扱

えます。角は丸いため手触りが良く、角の滑らかな傾斜によって厚みがあっ

ても差し込みが楽。さらに手元で自然に使用位置を確認できるガイドがあ

るため、統一したケアを提供しやすいなど、従来式の長方形型の短所を大

幅に改善しました。裏面は太さ5cmの滑り止め付き。

 

【Lサイズ】幅72X奥行き31X厚み0.8cm 1.0kg　 (ポリエチレン)

　画像貼り付け欄

車いすの利用者で自分自身で立ち上がり移乗のできないかた。

側方移乗に適している車いす（ アームサポートが跳ね上げ式、ブレーキが邪魔な位置にないなど）を利用されている方。

移乗の際にボードや介助者と接触する身体部分に褥瘡などの皮膚トラブルの無い方。

◆販売価格 27,500円（税込） ◆販売開始時期 令和　２年　　５月

http://www.tsubasa-bd.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 2週間 ・返却時の送料はご負担ください

〒815-0041　福岡県福岡市南区野間1-11-31　クロッサ M’s 2F

TEL：092-555-7035　　／FAX：092-510-1723　　／E-MAIL：uda@gelatoisland.com

多くの利用者さまより「つばさ」があることで大きな安心につながる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
2週間 ・返却時の送料はご負担ください

株式会社ジェら－トアイらンド

つばさ事業部

宇多博之

http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.com/
http://www.tsubasa-bd.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/pPktopY7pEg

◆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

（税込）

1 ○ 要相談

2 ○ 要相談

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒105-0003　東京都港区西新橋2-8-6

TEL：03-6891-6053　　／FAX：03-3502-1452　　／E-MAIL：takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp

電動アシスト機能で坂道でも快適に歩行ができる歩行車です。リトルターンがあなたの外出をサポートします。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
要相談 要相談

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部新分野開拓G

坂口　拓也

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/

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 要相談 要相談

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
歩行車リトルターン 電動アシスト付

アロン化成株式会社
532-319 00221-000547

本製品の特長は電動アシスト歩行車でありながら、コンパクトで小回りが

利く点です。道路の傾斜や歩行速度を自動感知し、自動アシスト、自動

制御します。平地や、上り坂、下り坂のアシストはもちろん、傾いた道でも

傾斜角度を感知し、自動で片流れを防止し直進性を高めます。

危険を察知して自動制御することができ、急加速時には自動でブレーキが

かかり、グリップから手を離すと歩行車が自動停止します。シンプルで分かり

やすい3段階のアシスト力設定で、使い方や危険な場所は音声でもアシス

トしてくれます。

バッテリーは4時間の連続使用ができ、普段の外出でも安心してお使いい

ただけます。バックは大容量の12Lでお買い物にも便利です。

　画像貼り付け欄

施設にてリハビリ等で歩行訓練を受ける方及び、訓練後に自宅でも慣れた歩行車を使いたい方。

要介護度が低く、支えがあれば自らの足で歩行することが可能だが、坂が多い環境でアシスト無しの歩行車では不安な方。

◆販売価格 242,000円（税込） ◆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

2.移動支援 12.その他の内容 （屋外型）

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/
https://youtu.be/pPktopY7pEg
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/walkinggoods-rollator/533786/


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://m.youtube.com/watch?v=1qZX8iMtF7E

◆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

（税込）

1 － ―

2 ○ 16,500円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

最適な歩行トレーニング＆楽しいリハビリを提供します。ぜひお試しください。

弊社スタッフによる取り扱い説明

（現地またWEB）が必要となりま

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

―イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

―

項目

TEL：052-533-5182　　／FAX：052-571-0705　　／E-MAIL：tomohisa_maruyama@tal.toyotsu.net

株式会社豊通オールライフ（指定販売卸業者）

事業推進部　事業企画G

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25番3号　大橋ビル10F

丸山　知寿

平成　　　3　年　　3　月

累計　　―　　台◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

日常移動は車椅子、歩行器を使えば少し歩ける人　⇒　負荷（抑速）モード

施設内はシルバーカーや歩行器で移動な人　⇒　縦グリップ（アシスト）モード

自立歩行が可能な人　⇒　腕ふりモード

2.移動支援

歩行トレーニングに特化した、自立推進トレーニングロボットです。施設内

でのトレーニングにおける、「歩行器に頼りすぎ、円背を促進してしまってい

る」「単調でつまらない」「個別に合わせたトレーニングができない」などのお

悩みを解決します。

本製品テクテックでは、「腕ふり」「負荷」「アシスト歩行」の３つのモードを選

択可能で、利用者様の自立度や日々の体調に合わせた、最適な歩行ト

レーニングを実施できます。また、上位パッケージではタブレットが付属してお

り、歩行結果のフィードバックに加えてBGM、応援の声機能や、目標を楽

しく達成できるゲーム性により「楽しみながら歩く」事に配慮した構成です。

J-Walker テクテック
機器情報 株式会社ジェイテクト

（屋外型）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ヶ月

437,800 ～ 547,800円（税込）

https://active-life.jp/jwalker/

https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://m.youtube.com/watch?v=1qZX8iMtF7E
https://active-life.jp/jwalker/


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/YdxXWh_qUm4

◆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

（税込）

1 △ 実費

2 ○ 0円

◆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

2週間

（延長も相談可）

レンタル:初期最大27.5万円、月額3.3万円(税込)

https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/

令和　3 年  4 月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・要支援1~要介護２相当

・BI指標10-15点相当：介助監視のもと、杖や歩行器等の歩行補助具を利用して45m平地歩行が可能な方

・身長：概ね140～165cm

・体重：100 ㎏以下

2.移動支援

一人ひとりにあわせた運動負荷で、気軽に歩行トレーニングを行うことがで

きます。この運動負荷により、短時間で効率的な有酸素運動を可能にし

ます。ログインするだけでハンドルの高さや目標が自動的に設定されるので、

トレーニング開始時には手間がかかりません。トレーニングプランの管理やト

レーニング記録の確認はクラウドベースで簡単に一元管理できます。4G通

信を搭載しておりますので、個別のネットワーク設定は不要です。また、パー

ソナルケアロボットの安全性に関する国際規格 ISO13482認証を取得

済みです。

<仕様>

重量：約20kg

サイズ：幅 約63cm x 縦 約60cm x 高さ 約80～94cm (ハンドル高

さ調節可能)

歩行トレーニングロボット
機器情報

KY-WTR502S

パナソニック株式会社

（屋内型）

お気軽にお問い合わせください。

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

状況、内容毎に

ご相談させてください。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

１日

項目

TEL：070-2907-2837　／FAX：　　　　　　　　　　　　　　　／E-MAIL：wtr_sales@gg.jp.panasonic.com

パナソニック株式会社

テクノロジー本部　事業開発室

〒571-8508　大阪府門真市大字門真1006番地

佐藤 秀二

https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://youtu.be/YdxXWh_qUm4
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/


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=z3NLCVIOz84

◆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

（税込）

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
応相談

2,200,000円～（税込）

https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/

平成　　31年　　　　月

累計　　　　5　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・歩行に不安を持つ方及び歩行が不安定な方・虚弱による足腰の衰えのある方・交通事故やＯＡの術後の方・脳卒中、パーキンソ

ン病の方

・体重40～100kg

2.移動支援

　“転倒させない”ではなく“ゆるやかに転倒させる”ことで怪我をさせない新

発想の装着型ロボットです。天井走行レール、アクチュエーター、ジャケット

の３部構成で、転倒を感知するとブレーキをかけ、ゆるやかに床に倒れさせ

ます。

＜４つの特徴＞

①転倒を感知し、モータがブレーキをかけることで、緩やかに倒れさせる

②生活動作（上下：立ち座り、段差、かがむ、左右、回転 等）に支障

がない

③ゆっくり転倒するため、骨折などの危険が少なく、少し離れていても補助

が可能

④電源を必要とせず、電池切れや停電時の心配がない

転倒による怪我への恐怖心を解消し、安心してリハビリトレーニングに励ん

で頂けます。

寄り添い ロボット
機器情報

SH-YR21－0001-01

サンヨーホームズ株式会社

（屋内型）

前方転倒の恐れが軽減され、介助者に後ろから引き寄せられることなく正しい姿勢でトレーニングができます。

応相談

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

応相談イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

応相談

項目

TEL：06-7670-3412　　／FAX：06-6578-3458　　／E-MAIL：hosoi@sanyohomes.co.jp

サンヨーホームズ株式会社

ライフサポート事業部

〒550-0005　大阪市西区西本町1丁目4番1号

細井　昭宏

https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/
https://www.youtube.com/watch?v=z3NLCVIOz84
https://www.sanyohomes.co.jp/life_support/yorisoi_robot/


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）

〒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/

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）

◆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

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 （屋内型）

http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
http://www.moritoh.co.jp/products/reh-100/
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 36,300円（税込） ◆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/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
https://funbaru-kun.net/
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 https://youtu.be/MdvD6WJckL8

◆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

（税込）

1 ○ 要相談

2 ○ 要相談

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒105-0003　東京都港区西新橋2-8-6

TEL：03-6891-6053　　／FAX：03-3502-1452　　／E-MAIL：takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp

排泄物処理とニオイによる介護職員の負担を一気に解決します。感染症対策にもぜひお使いください。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
要相談 要相談

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部新分野開拓G

坂口　拓也

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/

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 要相談 要相談

◆販売実績台数 累計　　　　　　　台　

機器情報
家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

アロン化成株式会社
533-940 00221-000536

自動ラップ機能でらくらく後処理ができます。

ワンタッチ操作で排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありませ

ん。使用後はラップごみを捨てるだけで済むので、排泄ケア業務にかかる時

間を短縮できます。防臭効果のあるフィルムで汚物を密封しニオイがお部

屋に広がるのを防ぎます。

使い方は、排泄物の水分を凝固させるための専用凝固剤を事前に入れ

て、リモコンの作動ボタンを押すだけの簡単操作です。

排泄物が袋に密封されるため、介護職員の負担軽減だけでなく感染症対

策としても効果的です。

　画像貼り付け欄

排泄物の後処理に気兼ねしている方や、排泄物のニオイが気になって従来のポータブルトイレを使うことに抵抗がある方。

排泄物を自分で処理したい方。

排泄物の後処理負担を軽減したい介護施設の方や、排泄物による感染症を防ぎたい介護施設の方。

◆販売価格 140,800円～（税込） ◆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

3.排泄支援 12.その他の内容

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://youtu.be/MdvD6WJckL8
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/


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/eCByxagkryA

◆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

（税込）

1 △ 要相談

2 ○ 要相談

◆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
要相談

577,500円～（税込）

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/

00221-000510

00221-000512

平成28年6月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

排泄物の後処理に気兼ねしている方や、排泄物のニオイが気になって従来のポータブルトイレを使うことに抵抗がある方。

ベッドの隣でも水洗化されたトイレを使いたい方や、温水洗浄便座を使用したい方。

排泄物の後処理負担を軽減したい介護施設の方、工事をせずに水洗ポータブルトイレを設置したい介護施設の方。

3.排泄支援

水洗ポータブルトイレ「キューレット」は、新幹線のトイレと同じ仕組みです。

ボタンを押すと少量の洗浄水(約500cc)により排泄物がトイレから吸い取

られるので、お部屋のニオイが気になりません。トイレはキャスター付でお部

屋の好きなところに移動が可能です。屋外仕様は排水工事を行い汚水を

直接下水へ排水できます。室内仕様は給排水工事が不要なので、今ま

でベッド近傍への水洗トイレ設置を諦めていた介護施設やマンションでも設

置できます。排水は密閉容器に6回分程度貯留が可能なため処理の手

間が軽減でき、介護者にも利用者にも建物にも負担の少ない介護が実

現できます。

水洗ポータブルトイレ キューレット

機器情報
191-901

191-810

アロン化成株式会社

「排泄を最後まで自分の力で行う」という思いをお手伝いをさせていただく機器です。ぜひ、ご体験ください。

要相談

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

要相談イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

要相談

項目

TEL：03-6891-6053　　／FAX：03-3502-1452　　／E-MAIL：takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部新分野開拓G

〒105-0003　東京都港区西新橋2-8-6

坂口　拓也

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://youtu.be/eCByxagkryA
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/


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。

※通信費・消耗品費は別途

◆機器紹介URL

◆機器紹介動画 あり https://www.youtube.com/watch?v=wzlb68WQBD8

◆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

（税込）

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）

平成29年4月

累計3,000台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

3.排泄支援

排泄予測デバイス「DFree Professional」
機器情報

DFree-U2

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

12.その他の内容

99,000～330,000円（税込）

特養・老健のみ無償貸出対応

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

不動モックアップのみ貸出可能

送料はご負担ください
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

１ヶ月程度

項目

超音波センサーを下腹部に装着することで、膀胱の尿のたまり具合を計測

し、スマートデバイス等に排尿のタイミングをお知らせします。通知に基づく、

トイレ誘導やおむつ・パッド交換等、排泄介助の業務効率化を実現し、利

用者の自立排泄を支援します。

また、排泄ケアの記録を、iPad等で簡単に記録でき、排泄の傾向やおむ

つ・パッドの消費量を自動で集計・分析するサービスも付帯しており、排泄

ケアのオペレーションの見直しが可能です。

ご利用には、DFree本体と中継機に加えて、消耗品として、装着補助

シート・テープと超音波用のジェルが必要となります。Wi-Fiの環境がない

場合でも別途SIMカードを使って、利用できます。

要介護状態の方で、主に排泄介助が必要な方（トイレ誘導・おむつ交換時）に有効です。

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
２週間程度

https://dfree.biz/professional/index.html

排泄自立の取組みを行うための排泄支援ロボットとして導入が進んでおります。

TEL：03-5459-1295　　　　　　　　　／FAX：03-6697-6418　　　　　　／E-MAIL：dfree@www-biz.co

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

DFree事業部

〒105-0001東京都港区虎ノ門一丁目4番5号　文芸ビル5階

小林正典

https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://dfree.biz/professional/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=wzlb68WQBD8
https://dfree.biz/professional/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　

◆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

◆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

（税込）

1 ○ 無償

2 ○ 無償

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

排泄に関するお困りの声をお待ちしています。

別途設置費用が必要になる

場合があります

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

別途設置費用が必要になる

場合があります
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

3日

項目

TEL：0533-95-4020　　／FAX：0533-85-3342　　／E-MAIL：info-aiserv@sinto.co.jp

新東工業株式会社

新規事業PJ推進　アイサーブ事業グループ

〒442-8505　愛知県豊川市穂ノ原三丁目1番地

松本・島崎・古川

令和3年1月

累計1台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

身体的機能の低下や持病といったさまざまな要因により、排泄機能が低下している方。

3.排泄支援

　Aiserv™排泄検知システムは、おむつの内側にセンサを装着することに

より、排泄を検知して通知するものです。

　排泄センサをおむつの内側に取り付け、排泄（便）を検知すると専用の

端末に通知します。

　ウェアラブルなセンサなので、ベッド上にいる時はもちろん、車椅子に乗って

いるときでも検知が可能です。

　リアルタイムで排泄を検知できるので、排泄直後におむつを交換でき、清

潔な状態を維持できるとともに、排便コントロールにつなげられることが期待

できます。

Aiserv™排泄検知システムVer.1
機器情報 新東工業株式会社

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ケ月

297,000円（税込）

https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html

https://youtu.be/X3bj4IaQwIE

https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE
https://www.sinto.co.jp/aiserv/haisetsu.html
https://youtu.be/X3bj4IaQwIE


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=-giELxVzXoM

◆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）

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ヵ月

92,500（税抜）

http://wrappon.com/kaigo/

00942 - 000012

平成29年　　6月

累計　　5620台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

夜間頻尿等の身体状況の問題や居宅内のトイレまでが遠い、段差がある、和式等の住環境の問題により居室内に腰掛トイレが必

要な方

3.排泄支援

ラップポン・エール2は自動ラップ式排泄処理ユニットが搭載されたポータブ

ルトイレです。水を使わず、熱圧着によって排泄物と臭いを密封するため、

バケツの洗浄は不要です。

普通便座タイプもございます。

ラップポン・ブリオ　やわらか便座タイプ
機器情報

BRSE002JH

日本セイフティー株式会社

排泄物を個包装にするため、臭いも菌も閉じ込めます。バケツ洗浄の手間がないためお手入れが簡単です。

基本、エール2で行ってます。

在庫がある場合がございますので

ご相談ください。

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

返却時の送料はご利用者負担イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1～2週間程度

項目

TEL：　03-6369-2223　　　　　　　　　／FAX：03-6369-2228　　　　　　　　　　　／E-MAIL：kaigo@nihonsafety.com

日本セイフティー株式会社

ラップポン事業部

〒102-0082　東京都千代田区一番町21　一番町東急ビル11F

http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
http://wrappon.com/kaigo/
https://www.youtube.com/watch?v=-giELxVzXoM
http://wrappon.com/kaigo/


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=rgErPcj5M-E

◆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

（税込）

1 ○ 0

2 ○ 0

◆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
2週間

靴とGPSセットで34430円（税込）

https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html

01549-00001

平成　　30　年　　10　　月

累計　　　300　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・徘徊予防の必要な認知症の方、障がい等により突発的行動をされる方の見守りをされている方。

・施設・病院に入居・入院しており、離脱の可能性のある方。

・施設等への送迎時に離脱の危険を感じられている介護従事者、施設運営者様

4.見守り支援

（特徴）

・ケア・リハビリ専業メーカーが、履き易さ、履かせ易さにこだわったGPS内蔵可能靴

・世界標準GPSであるトラッキモGPSと協業し、認知症等による徘徊行動を見守る

為のGPS機器を安全・確実に保持していただけます。

・GPS機器はご利用者様の尊厳を守るため、靴底部分に専用のスペースを設け、

通常の靴と変わらない履き心地。

・フリーのアプリをダウンロードする事により、PC、スマートフォン、タブレットから位置情

報を確認.

（仕様）

・靴　サイズ展開：22,23,24,25,26,27ｃｍ　色：黒のみ*他デザインあり。

・トラッキモGPS　サイズ：45X40X18mm　重量：約40ｇ

うららかGPSウォークＸトラッキモGPS（徘徊老人監視システム）
機器情報

G-001

株式会社トレイル

トラッキモGPSは初期費用、登録代行手数料、1年間の通信費込みの価格となっております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

施設様単位でのお申込み。返送

時送料はご負担下さい。

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

施設様単位・行政単位でのお申込

み。返送時送料はご負担下さい。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間

項目

TEL：　078-382-3637　　　　　／FAX：　078-382-3637　　　　／E-MAIL：mail@uraraca.net

株式会社トレイル

営業企画

〒650-0013　兵庫県神戸市中央区花隈町3-18

森下　寛之

https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.html
https://www.youtube.com/watch?v=rgErPcj5M-E
https://www.uraraca.net/rehabili-shoes/gps-walk.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 https://www.youtube.com/watch?v=1oJ-hgTQdAQ

◆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

（税込）

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）

検知の速さ（最速3秒）、睡眠の質の詳細な解析、ゆらぎ健康度が特色の睡眠見守りシステムです。

ソフトウエアをインストールするパソコンおよ

び有線LANの環境をご用意ください。

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

ソフトウエアをインストールするパソコンおよ

び有線LANの環境をご用意ください。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1週間程度

項目

TEL：052-891-8997     ／FAX：052-891-7345     ／E-MAIL：mase-hi@th-grp.jp

テクノホライゾン株式会社

ファインフィットデザインカンパニー

〒457-0078 名古屋市南区塩屋町1-3-4

営業部営業3課　間瀬英男

令和 1 年  12 月

非公開◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・就寝中に見守りが必要な方を介護する方

・睡眠クオリティの評価を行い、介護や健康へのケアプランに役立てたい方

・検知の速い睡眠見守りシステムを探している方

4.見守り支援

■リアルタイムのモニタリング

　ベッドのマットレスの下にセンサーマットを置くだけで、ご利用者様の睡眠

状態や起き上がりを検知し、リアルタイムに確認ができる見守りシステムで

す。

■睡眠の解析

　睡眠時の生体情報(呼吸、心拍)のデータを蓄積、解析することで、

睡眠クオリティの評価を行うことができ、個々のご利用者に寄り添ったケアプ

ランの作成に活用できます。

・スマートフォン／タブレットでプッシュ通知の受信、モニター閲覧が可能。

・クラウドカメラと連動させ、ご利用者の状態を映像で確認できるオプション

サービスもございます。

睡眠見守りシステム「みまもり～ふ」
機器情報

CS-1000

テクノホライゾン株式会社

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
応相談

オープン価格  （税抜）

https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html

02000-000001

https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=1oJ-hgTQdAQ
https://www.finefitdesign.co.jp/medical/healthcare/cs-1000/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　

◆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

（税込）

1 ○
基本無償

(返送費用実費)

2 ○
基本無償

(返送費用実費)

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

訪室回数の低減が介護負担軽減の一歩！お部屋全体を検知・記録できる弊社システムを試用し比較検討下さい。

事前にZoom等で設置環境など

についてお打合せ必要

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Zoom等で設置環境など

についてお打合せ必要
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

約1週間程度

項目

TEL：03-6261-6327　／FAX：03-6261-6328　／E-MAIL：support@aiview.life

エイアイビューライフ株式会社

営業・サポート

〒102-0092 東京都千代田区隼町2番13号 US半蔵門ビル201

横沢・山出・高田

［定価］生体センサー：110,000円（税込）

平成30年10月

累計1,230台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

【高齢者】

・心身機能：知的低下、生活動作機能の低下、精神ストレスがある方

・活動：能動的な通知が難しい、歩行が不安定、疾患リスクの高い方

・疾患：認知症、急変する疾病、精神疾患（躁うつ病等）の方

4.見守り支援

【特徴】

A.I.Viewlifeは「広角赤外線（ IR ）センサー」と「生体センサー」の連動

によって介護・医療現場の様々な課題解決をサポートします。

特徴１．居室エリア全体をプライバシー保護画像で見える化し、昼夜を問

わず危険予兆動作、危険状態の検知通知・録画・記録が可能

特徴２．非接触型生体センサーによる呼吸・体動情報から、ベッド上での

安静状態表示および生体異常の検知通知が可能

特徴３．遠隔アクセス機能により、接触回数自体を減らし"感染症リスク”

対策、”夜勤業務負担”低減対策として活用可能

【仕様】

●広角IRセンサー：122×92×56(mm)

●生体センサー：84×47×15(mm)

自立支援型介護見守りロボット A.I.Viewlife
機器情報

VP105J-POE-IR

エイアイビューライフ株式会社

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～2週間

［定価］赤外線センサー：363,000円（税込）

https://aiview.life/

01868-000001

https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/
https://aiview.life/


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=lyiD20BxPIQ

◆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

（税込）

1 ○ 0

2 ○ 0

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

事前の工事は不要で、手軽に始められる見守りシステムです。届いたその日からすぐにご利用いただけます。

事前にインターネット通信環境の

確認が必要です。

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

説明スタッフが同行させていただき

ます。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1～3日間

項目

TEL：029-275-8072　　　／FAX：029-270-1005　　　／E-MAIL：alco-ds@alco-ex.jp

株式会社アルコ・イーエックス

営業本部営業課

〒312-0036　茨城県ひたちなか市津田東4-10-5

瀧村　勇太

令和　  1年　　10月

累計　　　　約200台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

【対象者】

転倒リスクのある方、認知症の方、日常生活動作・危険予兆動作・危険動作などの把握を必要とする方、徘徊予防の必要な方など

4.見守り支援

ペイシェントウォッチャープラスは、常に利用者様を見守り数秒間隔で現在

の画像を画面に表示。この画面を適宜観察する事で、お部屋に行かなく

ても状況を確認できます。また、利用者様の動きを音とアイコンでお知らせ

も可能で、施設のナースコールへ接続すればナースコールからお知らせも可

能です。標準装備のUSBメモリでの録画や、オプションでバイタルセンサーを

接続する事でバイタルを収集し異常があればお知らせも可能。

電源：AC100 50/60Hz

消費電力：19W（最大）

外形寸法：直径250mm×高さ75mm

質量：約840g

設置位置：ベッド頭部側中央、高さ約1.7m

対応ベッドサイズ：シングルベッド

ペイシェントウォッチャープラス
機器情報

PWS-R3L02

株式会社アルコ・イーエックス

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週間程度

272,800円（税込）

https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html

01803-000003

https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.html
https://www.youtube.com/watch?v=lyiD20BxPIQ
https://www.alco-ex.jp/product_patientwatcher.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 https://www.youtube.com/watch?v=8ReiWH9pUrI

◆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

（税込）

1 －

2 ○ 無料

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

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。

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。

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：03-5549-2936　／　FAX：03-5549-2945　／　E-MAIL：chizuwa_shigeki@francebed.jp

フランスベッド株式会社

法人企画課

〒106-0032東京都港区六本木4-1-16

千頭和　重基

2013年　2⽉

累計　　12,300台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　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。

4.見守り支援

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。

見守りケアシステムM-2
機器情報 フランスベッド株式会社

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週間程度

OPEN価格 円（税込）

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

https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://www.youtube.com/watch?v=8ReiWH9pUrI
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 あり https://youtu.be/Unxu8-v6M9c

◆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

（税込）

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）

見守られる方の生活を拘束せず尊重し、家族の方は安心を得ることの出来る見守り支援システムになります。

見守り支援システムの確認用として、

パソコン・タブレット・スマートフォンのいず

れかが必要となります。

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

見守り支援システムの確認用として、

パソコン・タブレット・スマートフォンのいず

れかが必要となります。

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間程度

項目

TEL：03-6722-5716　／FAX： 03-6722-5079　／E-MAIL：support@imairumo.com

株式会社ソルクシーズ

IoT事業推進室

〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル5階

亀山

平成　26　年　10　月

累計　約2,500　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・一人暮らしの高齢者の方

・要支援１~要介護１までの比較的元気な方

・サービス付き高齢者住宅や住宅型有料老人ホームなどの入居者

4.見守り支援

【特長】

見守り支援システム「いまイルモ」は、高齢者の生活の様子を離れた場所

から確認できるクラウド型のシステムです。みまもりセンサーはカメラを使わず

プライバシーに配慮し、人感センサー、照度センサー、温度・湿度センサー

を搭載しデータを取得します。データを分析することで、ご利用者に最適な

ケアプラン作成が可能となり、QOL向上へと繋がります。

みまもりセンサーには、SIMカードが内蔵されています。設置場所のインター

ネット環境は必要ありません。

【仕様】

外形寸法：76（W）×27（D）×135（H）mm 質量：各セン

サー約120g 材質：ABS樹脂　電源：AC100V-240V 50/60Hz

見守り支援システム「いまイルモ」
機器情報 株式会社ソルクシーズ

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週間程度

オープン価格　　円（税込）

https://www.imairumo.com

https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://www.imairumo.com/
https://youtu.be/Unxu8-v6M9c
https://www.imairumo.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 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

（税込）

1 ○ なし

2 ○ なし

◆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
2ヶ月

月額利用料　2,750円（税込）

https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html

令和　2年　4月

累計　　100台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

介護施設の入居者であれば、特に指定ありません。

4.見守り支援

＜特徴＞

WiFi不要、工事不要で初期コストを抑え簡単に導入ができるナースコー

ル＆見守りシステムです。

コールボタン、各種センサーは、無線式のため、自由に配置でき、着床セン

サーにも足を引掛けるケーブルがありません。お部屋毎に必要なものを選

び、移設も簡単なため、使用していない設備をなくし、過剰設備状態を解

消します。レンタル利用には保守メンテナンスも含むため、故障不具合時に

は、無償で代替機をご提供するため、導入後も施設の負担がありません。

＜機能＞

呼出ボタン、見守りセンサー（着床、ドア開閉、人感）、居室カメラ、

居室通話、スタッフ同士の通話、インターネット接続機能(無線LAN)

どこでもナースコール・見守りシステム
機器情報 株式会社FEN（旧社名：㈱フジクラエンジニアリング）

導入費用や設置時の負担なく簡単にご導入でき、シンプルな使い勝手で運用も簡単です。

別途設置費用が必要です。

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

別途機器の送料や説明スタッフの

費用が必要です。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

１日

項目

TEL：03-4431-1897　　／FAX：03-4431-1898　　　　　　／E-MAIL：info@kfen.co.jp

株式会社 FEN (旧社名:株式会社フジクラエンジニアリングﾞ)

通信エンジニアリング事業部　システム技術部　

〒135-0042　　東京都江東区木場2-7-23 　第一びる本館3F

竹沢 真一

https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.html
https://www.kfen.co.jp/products/pro01/2063841_9774.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 △ 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）

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週間～

723,580～1,133,000円（税込）

http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html

平成　　30年　　11月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

ベッドからの転落・転倒や徘徊リスクがある方

4.見守り支援

「iサポート」は、非接触・無拘束で利用者の自立行動を尊重しつつ、シン

プルかつ本質的に必要なサポートができるベッド内蔵型見守りセンサーで

す。

お使いのナースコールを通じて、利用者のベッド上での起き上がり・離床・

徘徊等の状態をリアルタイムにスタッフに知らせることができるので、転倒や

転落等のリスク低減や、高い検知率により適切なタイミングでスタッフが訪

室する等の介護業務効率化にもお役立ていただけます。

アラート設定は、操作コントローラーの4つのボタン〔起き上がり（感度調節

可能）・離床・見守り〕から1つを選んで押すだけで設定完了。体重の入

力や、ご利用者さまがベッドに戻った際の再設定も不要です。

ベッド内蔵型見守りセンサー「iサポート」搭載　Xシリーズ
機器情報

SX-1*5*****S*/AX-7*5*****S*

シーホネンス株式会社

使い方や設定などでお困りごとがございましたら、各支店・営業所の担当スタッフがサポートいたします。

お使いのナースコール設備によって分岐ボックスのコ

ネクタ形状が異なりますので、適合確認が必要で

す。（分岐ボックスが必要ない場合もあります。）

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

下記お問い合わせ先まで都度ご相談ください。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

応相談

項目

TEL：06-6973-3471　　／FAX：06-6973-3440　　／E-MAIL：strategy@seahonence.co.jp

シーホネンス株式会社

事業戦略室

〒537-0001　大阪府大阪市東成区深江北3-10-17

藤田　

http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.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

（税込）

1 ○ 無償

2 ○ 無償

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

クラウド型見守りシステムであり、当社スタッフが訪問しなくてもリモートで設置する事も可能です。

利用申込書にご記入頂きます。

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

利用申込書にご記入頂きます。イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間

項目

TEL：03-6203-1888　　／FAX：03-6203-1881　　／E-MAIL：takase@sansho-shoji.co.jp

三昌商事株式会社

アライアンス事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17（明産西新橋ビル）

高瀬　正章

平成　　28年　　12月

非公開◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

[高齢者介護施設、障害者施設などに入居されている方]

ターミナルケアの方、転倒・転落リスクのある方、認知症などで徘徊される方

4.見守り支援

見守りシステム“CareBird（ケアバード）”はマットレスの下に設置した非

接触バイタルセンサーを使って、入居者の体動（脈拍・呼吸）を測定し、

見守りします。見守りシステム“CareBird（ケアバード）”を活用することに

より、入居者の生活リズムを把握やスタッフの業務負担軽減などお役に立

てます。

また、お部屋全体を感知するルームタイプのセンサーもあり、用途に応じて

見守りシステムのサービスを提供致します。

見守りシステム”CareBird”
機器情報 三昌商事株式会社

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ヶ月

オープン価格

https://carebird-portal.com/

https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.com/
https://carebird-portal.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://www.saichi.jp/mimamori-hanako/

◆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

（税込）

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）

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

220,000円（税込）

https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/

01879-000002

令和　　３　　年　８　　月

累計　　　　０　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

在宅、施設で外出時の見守りを必要とする高齢者

4.見守り支援

特長：みまもり花子PLEN Cubeは大切な方の不意の外出を見守りま

す。ドア開閉センサは電池レス・配線レスで両面テープで簡単に取り付け・

取外しができます。顔認証テクノロジーにより、顔を登録した方のみを検知

します。検知した顔を撮影し、写真を指定したメールアドレスに最大３人の

スマホやパソコンに通知メールが届きます。※インターネット　Wi-Fi環境が

必要です。

仕様

みまもり花子PLEN　Cube

サイズ：74×74×74ｍｍ

重量：約300g

電源：ACアダプター

ドア開閉センサ

サイズ：79.9×19.9×14.0ｍｍ

顔認証テクノロジーによる　みまもり花子PLEN Cube
機器情報

SS-020

株式会社サイチ

コンパクトで多機能な見守りロボットです。

往復送料負担

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

往復送料負担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：0563-59-5252　　　　　　　　　／FAX：0563-55-4070　　　　　　／E-MAIL：post@saichi.jp

株式会社　サイチ

IoTシステム事業部

〒444-0303　愛知県西尾市中畑町宮西34-1

杉浦　巧

https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/
https://www.saichi.jp/mimamori-hanako/


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/UUPsQ15ZVsY

https://youtu.be/a5DpesbFI7w

◆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）

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週間～1ヶ月程度

146,300円／センサー１台（税込）

https://ramrock-eyes.jp/light/

01325-000012

平成　30年　　6月

累計　800台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

・転倒リスクの高い入居者の離床検知（ベッド上の動き）

・離設リスクの高い入居者の居室及び施設からの入退室検知

・加圧式マットセンサーの誤報・失報でお悩みの方

4.見守り支援

『みまもりCUBE-システムLight-』は、カメラとセンサーを併用して検知する

従来製品と異なり、映像だけで判断を行う見守りシステムです。

端座位の状態や施設（居室）からの入退出の状態を、自動で検知しお

知らせする事が出来ます。検知時には訪室が必要か否か映像をもとに判

断できるので、無駄な訪室回数を削減でき、介護現場の負担軽減が可

能になります。転倒リスクの高い入居者にみまもりCUBEを設置することに

より、少ない人員で多くの入居者を見守ることが可能になります。

また怪我・転倒事故があった際は、録画を確認する事で再発防止などの

対策を立てることもできます。

※プライバシー対策で映像にモザイク加工も施せます。

画像認識搭載の見守りシステム「みまもりCUBE-システムLight-」
機器情報

CUBEー00002－A

株式会社ラムロック

筐体がカメラっぽくないデザインなので、見られているという印象を入居者に与えないのもポイントです。

ご利用者送料負担

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

ご利用者送料負担イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間程度

項目

TEL：094-966-8160　　／FAX：0949-62-3157　　／E-MAIL：mimamori-cube@ramrock.co.jp

株式会社ラムロック

サービス事業本部

〒820-1111　福岡県飯塚市勢田1950-1　株式会社ラムロック

獅子堂　正哉

https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://ramrock-eyes.jp/light/
https://youtu.be/UUPsQ15ZVsY
https://youtu.be/a5DpesbFI7w
https://ramrock-eyes.jp/light/


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

（税込）

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）

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：sensing.w@toppan.co.jp

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

吉永

平成　　30　年　　4　月

累計　　 約500　　 台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

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相当数・呼吸相当数・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

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（税込）

https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html

02038 - 000001

【機器全体写真】

https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.html
https://forest.toppan.co.jp/products/sensingwave.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

（税込）

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）

施設外でも状況が簡単に把握できます。製品デモは全国対応いたします。お気軽にお申しつけください。

インターネット接続であること

　PC（windows10）

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

インターネット接続であること

　PC（windows10）
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

要ご相談

項目

TEL：0120-914-469　　／FAX：024-933-9595　　／E-MAIL：ss-service-system-info@anshin-hitsuji.jp

（株）エヌジェイアイ

健康経営営業部

〒〒963-8051　福島県郡山市富久山町八山田前林10-4

担当：小貫　　梅澤

平成　　29年　2月

累計　　10,000　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

介護レベルにかかわらずすべてのご利用者様にお使いいただけます。　在宅介護にも対応。

4.見守り支援

『安心ひつじα』は、睡眠中の体動、心拍、呼吸、離床の４つを一度に計

測できる機能を搭載した体動センサです。

マットレスなどの寝具の下に設置し、検知した４つのデータは通信ユニット

経由でスマートフォンまたはパソコンで見ることができます。

安心ひつじα
機器情報

SSS-2001

株式会社エヌジェイアイ

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
要ご相談

63,800円（税込）

https://www.anshin-hitsuji.jp/

01841 - 000001

https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.jp/
https://www.anshin-hitsuji.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/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

（税込）

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）

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。

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。

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。

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

3日間

項目

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

キング通信工業株式会社

営業統括本部

〒158-0092　東京都世田谷区野毛2-6-6

高橋　絵理子

平成　　　　27年　　　　4月

累計　　　　　　　3,000台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　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。

4.見守り支援

＜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

シルエット見守りセンサ
機器情報

WOS-114N

キング通信工業株式会社

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週間

定価330,000円（税込）

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

01558-000003

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

（税込）

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）

介護に関わる人が、本当に導入したいと思う製品開発と、きめ細かなお客様サポートを心がけています。

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。

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

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ございます。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

1日～1週間

項目

TEL：（052）533 - 6919　　／FAX：（052）201 - 0388　　／E-MAIL：mlife@totec.co.jp

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

〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-16-21　GS伏見センタービル 4F

 星澤

平成　28　年　9　月

累計　　1,500　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

＜介護施設・病院に入居・入院されている方＞

　・転倒転落リスクのある方。　・認知症等で徘徊癖がある方。　・自立支援介護の方。　・お看取り。

＜介護事業者の方＞

　・転倒・転落事故を減らしたい。　・介護業務の負担を軽減したい。　・介護サービスの質を向上させたい。

4.見守り支援

●『転倒転落リスク低減』と『職員の負担軽減』を叶える～介護施設向け

高齢者見守りシステム～●

「見守りライフ」は、ベッド上での体重測定やスマホ通知等、様々な機能を

備えた次世代型離床センサです。既存のベッド脚4点にセンサを取り付け

るだけで簡単に使用できます。

離床の前段階（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・転落事故を事前に防止し低減いたします。

また人手が少ない夜間では、複数のご利用者様の状況をリアルタイムに把

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。データは日々蓄積され、ケアプラン等に

活用が可能です。

高齢者向け見守りシステム「見守りライフ」
機器情報

SMCO-C

トーテックアメニティ株式会社

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
原則2週間

178,000円～（税込）

https://www.totec-mlife.jp/

01626-000004

https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.jp/
https://www.totec-mlife.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。

◆販売価格

◆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

（税込）

1 ○ 無償

2 ○ 無償

◆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か月～

3,300円/月（税込）

https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/

168,000円/台（税込）

令和　　　2年　10月

非公開◆販売実績台数

◆販売開始時期◆レンタル価格

　画像貼り付け欄

転倒リスクのある方、認知症の方、生活リズムや健康状態の把握を必要とする方、徘徊予防の必要な方、

4.見守り支援

ベッドマットレスの下に敷き使用する非接触型の見守りセンサーです。

低周波集音センサーと独自のアルゴリズムにより、ご利用者様の心拍数や

呼吸数、離床/座位/臥床/睡眠の状態をPCやモバイル端末でモニタリン

グ可能です。目が覚めているご利用者様へ優先的にケアを行うなど、状況

に応じた対応が可能となります。

アラート機能では測定中のデータに基づき異変を感知し、管理者の端末

にお知らせする機能です。迅速な対応の補助によりスタッフの負担を軽減

します。

レポート機能では日報、週報、月報の確認が可能で、睡眠の点数をはじ

め、レム睡眠やノンレム睡眠などの睡眠の深度、睡眠時の心拍や呼吸数

の推移を確認することが可能です。

アルゴスリープ　介護用見守りセンサー
機器情報

SC300M

株式会社ツカモトコーポレーション

事前お打合せから設置、アフターサポートまで丁寧に対応させていただきます。お気軽にお申込みください。

期間や台数などはお打合せにてご

相談させて頂きます。

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

弊社担当がご説明にお伺いするこ

とも可能。(要相談)
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

～1か月

項目

TEL：03-3279-6847　　／FAX：03-3279-1528　　／E-MAIL：t-kobayashi@tsukamoto.co.jp

株式会社ツカモトコーポレーション

営業本部新規事業準備室

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-6-5

担当：小林

https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/
https://www.tsukamoto-aim.co.jp/product/SC300M/


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/embed/c53iBrWCvr0?rel=0&wmode=transparent&autoplay=1

◆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）

利用者様の24時間の生活リズムを把握することで、安心・快適・効率的な介護サービスに貢献します。

設置対象の介護ベッド、インターネット

環境、パソコンなどが必要となります。

詳しくはお問い合わせください。

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

設置対象の介護ベッド、インターネット

環境、パソコンなどが必要となります。

詳しくはお問い合わせください。

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1日～5日

項目

TEL：050-3534-6667　　／FAX：03-6865-6054　　／E-MAIL：zjc_healthcare@jp.ricoh.com

リコージャパン株式会社

ICT事業本部　ヘルスケア事業部　ヘルスケアソリューション企画室　介護EDW商品企画グループ

〒104－6042　東京都中央区晴海1丁目8－10　トリトンスクエア　オフィスタワーX　42F

澤永龍洋

平成３０年　７月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

介護スタッフが離床前に駆け付け、歩行介助する必要がある利用者様

睡眠が不安定なため、介護スタッフが生活リズムを把握したいと思う利用者様

生活リズムが不明確な新規入所やショートステイの利用者様

4.見守り支援

リコー みまもりベッドセンサーシステムは、利用者様のベッド上の状態（位

置、体動、姿勢など）と24時間の生活リズムを把握して、安心と健康生

活を支援する、既存ベッドに後付する機器です。

・利用者様が安心・満足するケアを提供する介護スタッフを支援します。

・夜間など介護スタッフが少ない時間帯にも利用者様の状態が把握できま

す。

・利用者様の離床のタイミングがわかり、転倒・転落のリスクを軽減します。

・利用者様の安眠を妨げることなく、適切なタイミングでの訪室を実現しま

す。

・ご家族様への詳しい生活状況の説明を支援します。

・利用者様の健康管理や排泄の自立に役立てられるなど、ケア品質の向

上に貢献します。

リコー みまもりベッドセンサーシステム
機器情報

914623

リコージャパン株式会社

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週間～1か月程度

220,000円（税込）

https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/

01860 - 000001

https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.youtube.com/embed/c53iBrWCvr0?rel=0&wmode=transparent&autoplay=1
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/


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 ○ 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）

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
1～2週間

190,000円（税抜）

http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html

平成　28　年　12　月

累計　75　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

看取り・ターミナルケア対象の方。転倒・転落リスクのある方。

4.見守り支援

職員の負担軽減をサポート。マットレス（エアーマットレス可）の下に薄い

センサーを置き、微弱な体動から、呼吸、脈拍の検知を行い、異変時、

ナースコール等へお知らせ。ベッドサイドのコントロール装置（モニター付

き）により、ほぼリアルタイムで呼吸・脈拍等を観察できます。異変時の報

知タイミングは、個別に、呼吸回数や脈拍回数等の設定値を変更できま

すので、誤作動を予防できます。

医療機器届出番号：14B2X00002000034

離床・見守りセンサー（ナースコール連動タイプ）
機器情報

M1800-B

株式会社メディカルプロジェクト

特に工事の必要はありません。思い立ったが吉日。すぐにスタートできます。

別途打合せ

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

別途打合せイベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2～3日

項目

TEL：　054-252-1141　／FAX：　054-254-0574　　／E-MAIL：　info@medicpro.co.jp　

〒420-0026　静岡県静岡市葵区大鋸町1番地の12

株式会社メディカルプロジェクト

http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.html
http://www.medicpro.co.jp/mimamori.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 ○ 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）

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

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

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

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

〒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/

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 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

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://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 ○ 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）

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　　　　　　　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

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

〒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/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
http://www.arasoftware.com/smartr/
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 ※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）

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

◆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

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

〒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/


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 ○ 返送料ご負担

◆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
2週間程度

オープン価格　円（税抜）

https://www.aksys.co.jp/coijal/

－

平成　３０　年　　８　月

◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

脳血管疾患等による片麻痺の方、認知症に伴う廃用の方、筋力／耐久性低下の方、下肢骨折の方、運動／リハビリ等への意欲

が低い方（苦手な方）施設内において運動量が少ない方　など

6.機能訓練支援

■概要：車いすに着脱可能な足こぎペダルユニットです。車いすに装着し

ペダルを漕ぐと、自身の足で車いすを動かしながら”楽しく”下肢運動が行え

ます。

■特長：

①車いす利用者は乗車したままで、介助者等による（非接触での）着

脱が可能なため、転倒リスクが低く、負担が少ない。

②既存の車いすへの取付けが可能なため、利用者にあった車いすの利用

が可能で経済的。

③片麻痺の方でも漕げる程ペダル負荷は軽く、その場足こぎ運動も可能

など使い方も多様。

■仕様：【総重量】　約１４Kg　【サイズ】：全長980mm×全幅

370mm×全高（ハンドル頭頂部）900mm

こいじゃる！
機器情報

CJ-1

株式会社AKシステム

下肢運動を”楽しく”行えますので、早期離床、運動機会の増加やリハビリ等の目的で活用頂いています。

・施設屋内利用

・その他はお問合せください

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

・施設屋内利用

・その他はお問合せください
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1週間程度

項目

TEL：097-582-3311／FAX：097-582-3633／E-MAIL：medical@aksys.co.jp

株式会社AKシステム

企画開発室

〒879-5413　大分県由布市庄内町大竜1474番地

徳永

https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/
https://www.aksys.co.jp/coijal/


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 https://www.youtube.com/watch?v=Bo62uzHd2e8

◆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 ○ 100円/日

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

〒２５２-０３０３　相模原市南区相模大野２丁目-14-3

稲住　義憲

機器導入を前提とした施設への

試用貸出
２週間~１ヶ月

工房SERA

12.その他の内容

高齢者の転倒事故が減ることを願って自社開発しました。全国のディサービスで19施設で愛用されています。是非お試し下さい。

1500円/２週間、3000円/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

利用条件など

関東近県は持参します。遠方は

配送します。
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：090-4136-8423　　／FAX：042-743-1184　　　／E-MAIL：yk-inazumi@jcom.home.ne.jp

工房ＳＥＲＡ

代表

38,000円（送料・消費税別）

https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/

高齢者の転倒予防に役立つ足首の運動リハビリ器具です。

加齢と運動不足で硬くなった足首を柔らかくして転倒を予防します。

足首を曲げるとピンポン玉が目の前を落下します。ピンポン玉の動的刺激があるの

で単純な運動でも飽きずに運動を続けられます。ピンポン玉は循環式のため介助

者が捕球する必要はありません。ピンポン玉は白、黄色、オレンジ、ピンク、青、緑の

６色あり、認知症の人も興味を示されます。

電気を使わない単純な運動器具ですが高齢者には喜ばれています。

材料には高齢者と環境に優しい天然木(パイン)と生分解プラスチック(PLA)を使用

しています。

麻痺が残る人のリハビリ器具としても使用されています。

平成31年4月

累計12台◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

①運動不足と加齢によって足首が固くなり、転倒事故が心配される高齢者

②脳梗塞などで足首が固くなりリハビリが必要な人

③事故で骨折し足首が固くなった人

6.機能訓練支援

転倒予防に役立つ足首の運動リハビリ器具「足上げ君」
機器情報

https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/
https://www.youtube.com/watch?v=Bo62uzHd2e8
https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/


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）

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@moff.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

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

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

https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
https://jp.moff.mobi/
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。

※メーカー直販価格

◆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

（税込）

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）

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

267,000円（税込）

https://u-s-d.co.jp/products/mobile/

ー

平成　　28年　 12月

累計12,000台以上◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

高齢による聴覚機能の低下が見られる方

8.認知症セラピー支援

高齢により聴覚機能が低下した方との音声コミュニケーションをアシストする

世界初の話す側が利用するコミュニケーション支援システムです。音を大き

くするのではなく音質を高精細にすることが重要であることを突き止め、聴

覚機能が低下した高齢の方でも聞き取りやすい音を実現。それが特許技

術である「SnicBrain テクノロジー」です。これにより介護現場や日常での

マスク装用時に加え、店舗等のアクリル板越しにおいても良質なコミュニ

ケーションが望め、双方による信頼関係の向上が期待できます。

＜仕様＞

外形寸法：94mm(W) × 94mm(D) × 125mm(H)

充電時間：約3時間（急速充電時）

連続再生時間：約4時間

非装着型コミュニケーション支援システム「comuoon（コミューン）」
機器情報

CS6WMNW-WSG

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社

話す側が利用する「コミュニケーション支援ロボ」です。大声による介護スタッフの負荷を軽減します。

現在の聴こえの状態や想定される設

置状況等をヒアリングいたします。

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

現在の聴こえの状態や想定される設

置状況等をヒアリングいたします。
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：（0120）033-553　　　　／E-MAIL：info@u-s-d.co.jp

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社

マーケティング本部

〒105-0022　東京都港区海岸1-9-11　マリンクス・タワー2階

https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/
https://u-s-d.co.jp/products/mobile/


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

（税込）

1 △
要相談

基本は無償

2 ○
要相談

基本は無償

◆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
最大3ヶ月

4180円（税込）

https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing

－

～当製品は、各種診査・診断の補助具であり、治療方針や処置内容を決定するものではありません～

令和　　　１年　　　１０月

累計　　2,000台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

高齢者：自分自身で歯のブラッシングができる方

介護者：介護サービス提供者が顔面麻痺など口腔に関わる特定の疾患を持たない方へ問題なく使えます。

口腔ケアを充実することで誤嚥性肺炎、長期的には、糖尿病や認知症などの効果が期待でき、導入することでの付加価値が期待できます。

10.口腔ケア支援

＜機器の特徴＞

染め出しライトは、可視光を歯の表面に照射することにより、清潔で損傷のないエナ

メル質は青色に、成熟した歯垢・歯石が沈着した箇所は赤紫からオレンジ色の蛍

光を発します。

赤紫色、オレンジ色の蛍光は細菌の代謝産物（ポルフィリン）によるものであり、

細菌の存在及び活性の証拠とされています。また発色の強さ、蛍光の強さは、歯

垢・歯石の成熟に伴う、蛍光物質の蓄積を示していると考えられています。

＜機器の仕様＞

大きさ：直径 1.5 (cm) × 長さ 13.2 (cm)

重さ：約26g (電池除く)

バッテリー：単四電池2本（含まれていません）

スイッチ：プッシュ式 On / Off

染め出しライト
機器情報

HA-001

歯っぴー株式会社

歯垢着色液を必要としない新しい可視化方法です。光を当てるだけで成熟した歯垢・歯石が赤く蛍光します。

別途機器の送料が必要です。

電池などの消耗品はご準備ください。

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

別途機器の送料が必要です。

電池などの消耗品はご準備ください。
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：096-343-3265　　　　　　／FAX：なし　　　　　　　　　　／E-MAIL：info@100years.life

歯っぴー株式会社

担当　小山夏美

〒861-5513　熊本県熊本市北区鶴羽田町1041番地57

https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCBjg_x3uj8Fub8kA_hCTh6CVX6MobE/view?usp=sharing


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 13,200円（税込） ◆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/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
http://www.rafura.com/
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 http://www.raytron.co.jp/products/chapit

◆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

（税込）

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）

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
1～3ヶ月

１４８，５００円（税込）

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

01777-000001

平成　２８　年　８　月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　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

12.その他

＜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

音声認識コミュニケーションロボット『Chapit』（チャピット）
機器情報

RPCMA04-01

株式会社レイトロン

コミュニケーションロボット

トレーニングモードでは、チャピットが『言葉を教えてくれる』ので、継続して会話を楽しめます。機能充実！

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。

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

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。
イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

1～10日間

項目

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

株式会社レイトロン

営業部

〒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

宮崎

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

◆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樹字蛭池1番地

フリーダイアル : 0120-947-175／FAX：0561-38-3333／E-MAIL：t870402@togoh.co.jp

介護ロボット導入支援事業補助金コミュニケーションロボット分野申請対象(都道府県にて異なる場合有り)

機器導入を前提とした施設への

試用貸出

現時点はコロナ禍の為、

貸出を一旦中止中
－

㈱東郷製作所　

グローバル営業部　グローバル拡販課　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　③抱っ

こしやすい形　④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（税込） ◆販売開始時期 令和元年10月1日

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）

http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.html
http://www.togoh.co.jp/products/care.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 https://youtu.be/hWqLw0QgHQY

◆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

（税込）

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）

「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。

無線LANインターネット環境必須

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：050-3000-2780　　／FAX：045-316-0900　　／E-MAIL：palro-center@fsi.co.jp

富士ソフト株式会社

プロダクト事業本部　PALRO事業部　営業グループ

〒221-0822　神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-10

瀬古　愛美（せこ　えみ）

平成31年4月

累計 1,400台以上　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

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。

12.その他

「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

PALROビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ
機器情報

PRT060J-W01

富士ソフト株式会社

コミュニケーション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～

30,000円/月　（24ヶ月契約）（税抜）

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

01760 - 000001

http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&YouguCode1=01760&YouguCode2=000001
https://youtu.be/hWqLw0QgHQY
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 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

（税込）

1 － －

2 ○ 無償

◆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
2週間程度

94,500円（税抜）

https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html

機器台数の都合上、貸出時期のご相

談をさせて頂く場合がございます。

返却時の送料をご負担ください。

製品ご利用後アンケートのご協力をお

願いします。

令和　　3　年　　6　月

累計　　　　　　　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

主に高次脳機能障害や、頭部外傷等の術後や後遺症により運転再開や継続判断を検討されている方、急性期リハビリを受けてお

られる方や高齢に伴う身体の衰えを感じる方、認知機能低下傾向にある方に向けたリハビリサポートシステム。また未病の取り組みと

しても活用可能。

12.その他

タブレット端末を使用し、画面に表示された運転時に必要な「認知→予

測→判断→操作」に関連したコンテンツ課題を呈示し、繰り返しのトレーニ

ングを行い能力を鍛え、認知機能向上を目指すシステム。

コンテンツ要素として「観察力」や「短期記憶力」、「動体・瞬間認知力」、

「空間認知」等全部で9コンテンツあり、それぞれ5段階のレベルで体験可

能。

運転に限らず日常生活の基礎的な能力向上として活用可能な為、どの

立場の方でもゲーム感覚で楽しくトレーニングでき、1体験中に間違えた同

じ問題に対して同タイミングでリトライできる新しい考え方の仕組みの為、

前向きな気持で取り組むことができ、一人でもフィードバックが得られる仕

様。

運転基礎タッチ
機器情報 株式会社PRIDIST

認知予防ツール

手軽なタブレットでストレスなく前向きな気持で取り組めることを願い、機能向上を目指します。

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

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

－

項目

TEL：0463-23-7830　　　／FAX：0463-23-7833　　　／E-MAIL：information@pridist.com

株式会社PRIDIST

営業部

〒254-0034　神奈川県平塚市宝町11-1　平塚フジビル

武藤

https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.html
https://www.pridist.com/drivingbasictouch.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 http://tanotech.jp/dl/tano_pv.mp4

◆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

（税込）

1 －

2 ○ 25,000円

◆問合せ先

◆担当者からのＰＲコメント（50文字まで）

身体・認知機能の維持向上、計測時の負担軽減、利用者とのコミュニケーション機会の創出が図れます。

・貸出・導入の際は代理店が対応

する場合がございます。

・送料はご負担ください。

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

イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間項目

TEL：　0463-73-5490　　　　／FAX：　0463-73-5490　　　　　／E-MAIL：info@tanotech.jp

TANOTECH株式会社

〒254-0035　神奈川県平塚市宮の前1-4　パーレン平塚ビル5F

折重・小山

平成　30　年　　6　月

累計　400　台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

累計　J23　　180　　　台　

麻痺のある方、車椅子の方、認知症の方など、身体の一部が動く/声が出せればどなたでもご利用できます。

介護者は、利用者の状況を理解できてレクリエーションやリハビリテーションの知識があること。理学療法士が望ましい。

※寝たきりや装具が多い方、また体の場合はセンサーが正しく認識できない場合があります。

12.その他

センサーの前に立つだけで自動的に骨格を読み取り、体をコントローラー代

わりにして直感的に運動・レクリエーション・発声・姿勢測定を行う事ができ

る非接触・非装着型のシステムです。

内蔵コンテンツ数は約150種以上あり、車椅子の方や麻痺のある方から

健常者まで、複数人で一緒に楽しむことが可能です。

QRコードを読み込むだけで起動ができ、自動ループ再生も可能です。姿

勢計測・歩行計測・TUGや片足立ち測定等、体力測定も簡単にご利用

できます。

【標準セット内容】制御システム（WindowsPC）+センサー+アダプター

+QRリーダー

【同時利用人数】最大6名（推奨3名）

TANO
機器情報 TANOTECH株式会社

レクリエーション業務支援、体力測定業務支援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か月

お問合せ下さい

https://tanotech.jp/

01681-000005

https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
https://tanotech.jp/
http://tanotech.jp/dl/tano_pv.mp4
https://tanotech.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

（税込）

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）

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
最大２週間

198,000 円（税抜）

https://www.ricanus.com/

令和　元 年　５ 月

累計　　　10　　　　台◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

　画像貼り付け欄

ALS患者、脳梗塞患者など重度の寝たきりの方や、手と口を使ったコミュニケーションが困難な方。

（意思のまま少し顔の向きを動かすことで、画面のボタンを見ることができる方）

12.その他

顔（首から上）の動きで、メッセージを作成・送信可能です。

①タブレット（PC）のカメラが、顔の各部位の形状と動きを検知し、画面

上にカーソルを表示します。

②利用者は、カーソルを文字盤や定型文に合わせて、メッセージを作成し

てください。

③「送信」ボタンにカーソルを合わせると、事前登録したアドレスにメール送

信します。

＊視線追跡専用装置は不要

＜製品仕様＞ Windowsタブレット（PC）にインストールして利用するア

プリケーション製品 ※推奨スペック情報： CPU：Core i5 8250U

1.6GHz以上 メモリ：8GB以上 記憶容量：128GB以上

ＲＩＣＡＮＵＳ-リカナス- 　Windows版
機器情報 株式会社デジタリーフ

コミュニケーション支援

患者様の「わかってほしい」ご家族や介護士様の「わかってあげたい」という思いを叶えるため開発しました。

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

最大２週間

項目

TEL：03-3680-0480　　　／FAX：03-3680-9940　　　／E-MAIL：info@ricanus.com

株式会社デジタリーフ

医療・介護事業部

〒134-0088　東京都江戸川区西葛西3-16-12　第2大生ビル３Ｆ

Huy(フイ)、二瓶、中村

Windowsタブレット、またはカメラ付き

WindowsPCをご用意頂ければ常時可。

弊社機器をご利用の場合（機器の台数の都合

上）日程により不可な場合がございます。また、機

器の配送料については利用者負担でお願い致しま

す。

製品利用アンケートのご協力をお願い致します。

https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.com/
https://www.ricanus.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 ○ 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）

会話を愉しむのみならず、入居者とご家族、入居施設スタッフとを見守り／ビデオ通話でつなぎます。

都度協議

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

都度協議イベントや研修会等での一時貸出

貸出期間

2週間

項目

TEL：070-6425-4551　　　　／FAX：03-5860-2388　　　／E-MAIL：akitoshi.miyanaga@mjirobotics.co.jp

株式会社MJI

ビジネスソリューション

〒107-0062　東京都白金3-7-18　アポロホール＆ルナハウス401

宮永　晃利（みやなが　あきとし）

平成28年６月

累計3,000台　◆販売実績台数

◆販売開始時期◆販売価格

独居世帯、高齢者施設に入居されている方（日常会話が可能）と、そのご家族。

独居世帯、高齢者施設に入居されている方、そのスタッフとコミュニケーションをとられたい地方自治体職員およびケアマネージャー。

12.その他

＜特長＞

「人と人をつなぐ、心のパートナー」をコンセプトに、日常会話のほか、物語や俳句、

豆知識まで披露するロボット年齢5歳のおしゃべりな女の子のロボット「タピア」。卵の

ような丸いフォルムで、そこにいるだけで場の空気をなごませ、盛り上げます。

ご高齢者と、遠方にいるご家族・見守りサービスを実施される自治体や企業間で、

お顔を見ながらビデオ通話での会話を実現。見守りカメラの役割も担い、交流履歴

の確認でプライバシーに配慮した間接的な見守りにも対応。

＜仕様＞

身長:245mm 体重2.5kg

通信:Wi-fiまたはSIM（ドコモ回線 MicroSIM）

カメラ、マイク、タッチパネルモニタ、バッテリー

見守り支援会話ロボット「タピアポケット」
機器情報

Tapia SE100J-C

株式会社MJI

コミュニケーションロボット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週間

（2台以上ご発注の場合）88,000円（税抜）

https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/

なし

https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/
https://mjirobotics.co.jp/tapia-pocket/


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 ○ 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）

〒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/

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。

◆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）

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

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

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 ※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 https://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）

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促進

◆販売実績台数シリーズ累計　　　　2,000台（1年間）

機器情報
こんにちは赤ちゃん　男の子・女の子

トレンドマスター株式会社

4560416210807・4560416210807 なし

「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。

　画像貼り付け欄

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。

◆販売価格 ８,０００円（税抜） ◆販売開始時期 平成　　２９年　１１月

https://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。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。

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/
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 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）

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

◆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

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 ―

〒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

座圧が現れません
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