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全国フォーラム
介護ロボット
全国フォーラム

TOC有明
（東京都江東区有明）

４階コンベンションホール 
WESTおよびEASTホール

厚生労働省「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」

開催場所

テクノロジーを活用した未来の介護

https://www.toc-ariake.jp/

11:00～16:30
1 27／ 金

参加費
無料
参加費
無料
入退場自由

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

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

事務局

「福祉用具・介護ロボットの
開発・実証フィールド」の募集について

テクノエイド協会では、介護ロボット等の開発及び、実証等をより一層推進するため、
ご協力いただける介護福祉施設等を募集しています。

詳細はテクノエイド協会ホームページをご確認下さい。
皆様のご登録お待ちしております。

テクノエイド協会

令和5年



１６：３０　閉会

休　憩

開会

閉会

「介護現場の生産性向上について」
厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長 須藤 明彦氏

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

「A.I.歩行姿勢分析支援ツールの活用」
　　SOMPOケア株式会社　門真光の森デイサービス 中西 寿男氏

「科学的介護に繋ぐ、デイサービスから生まれた運動プログラム自動作成システム」
株式会社ルシファ

公益財団法人テクノエイド協会

司会　公益財団法人テクノエイド協会

綿谷 美佐子氏

「入浴介助用製品　泡シャワー “ＫＩＮＵＡＭＩ Ｕ”」
　株式会社LIXＩL LWTJ 事業企画部 新規事業プロジェクト 平田 知明輝氏

豊田通商株式会社 ヘルスケア・メディカル事業部 第一G 吉田 雄氏

「科学的介護の実践～画像IoTで大きく変わるアセスメントの質～」
　コニカミノルタ株式会社 岡田 真和氏

「介護ロボット開発・普及・実証のプラットフォーム事業について」
足立 圭司氏

「経済産業省におけるロボット介護機器産業政策について」
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐 南須原 美恵氏

休　憩

13:00

13:10-13:50
（各20分）

14：40-14：50

13：50-14：00

14：50-16：10
（各20分）

16：10

挨拶（ビデオ）　公益財団法人テクノエイド協会　理事長 大橋 謙策

行政報告

14：00-14：40
（各20分）

成果報告

基調報告

テクノロジーを活用した未来介護の実践

ロボット・AIを活用した新たな介護システムの提案

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 先端技術戦略ユニット

ＷＥＳＴホール
最新機器の展示、体験 、デモ、 相談 （11：00～16：30）
高齢者や障害者の自立や介助、介護者の業務を支援する介護ロボットを中心に、
製品化された実機の展示・説明・相談ほか（40社の実機を展示）
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介護ロボット全国フォーラム
テクノロジーを活用した未来の介護

EASTホールWESTホール

エスカレーター
エレベーターエレベーター

受 付
中央ロビー
吹き抜け

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

４階
コンベンションホール

No 団体・企業名 機器名称 No 団体・企業名 機器名称 カテゴリ・分野カテゴリ・分野

株式会社ジェイテクト

メディカルクラフトン株式会社

ピジョンタヒラ株式会社

フランスベッド株式会社
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見守りモニターAiSleep

LASHIC-care（ラシクケア）

見守りセンサー ANSIEL

aams

泡シャワー KINUAMI U

ライフリズムナビ＋Dr.

TANO

移乗支援
（装着）
移乗支援
（装着）

移動支援

移動支援

移動支援

移動支援

排泄支援

排泄支援

排泄支援

入浴支援

その他

その他

移乗支援
（非装着）
移乗支援

（非装着）
移乗支援

（非装着）
移乗支援

（非装着）
移乗支援

（非装着）

見守り・コミュ
ニケーション
見守り・コミュ
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見守り・コミュ
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見守り・コミュ
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見守り・コミュ
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見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
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見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション
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ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

見守り・コミュ
ニケーション

三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社

エフ・アイ・ティー・
パシフィック株式会社

株式会社インフィック・
コミュニケーションズ

DARWING Hakobelude
（ダーウィン ハコベルデ）

体感型歩行自立支援システム　
Arbre（アルブル）

サラ・フレックス

A.I.歩行姿勢分析支援システム
Senno Gait セノゲイト

AlgoSleep (アルゴスリープ)

みまもりCUBE-システムLight-

Link&Robo for ウェルネス
（高齢者施設向け コミュニケーションロボットサービス）

AI x 見守りサービスkizkia-Knight
（きづきあ‐ないと）

①みまもりベッドセンサーシステム
②ベッドセンサーシステムベーシック

電動昇降フルリクラ
イニングキャリー FC-320

施設向け歩行トレーニング
ロボット

介護作業用パワーアシストスーツ
J-PAS fleairy(ジェイパス フレアリー)

オンライン自動モニタリングシステム
VitalVoice

自立支援型見守りロボット
［A.I.Viewlife］

眠りSCANを用いた
見守り支援システム

ミリ波レーダーセンサー
Vayyar Care （バヤーケア）

PALROビジネスシリーズ 
高齢者福祉施設向けモデルⅢ

シルエット見守りセンサ

排泄センサーと
離床・転倒・徘徊センサー

HitomeQ ケアサポート

モノミルケア
～見守りセンサー＋自動記録～

トレpro

　　　　　　　　

高齢者施設・障害者支援施設向け 
見守り支援・生活記録システム 「もりん2」

介護業務
支援

介護業務
支援

介護業務
支援

三菱電機インフォ
メーションシステムズ
株式会社

株式会社
インフィック・
コミュニケーションズ STAGE

- 1 - - 2 -
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三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社

エフ・アイ・ティー・
パシフィック株式会社

株式会社インフィック・
コミュニケーションズ

DARWING Hakobelude
（ダーウィン ハコベルデ）

体感型歩行自立支援システム　
Arbre（アルブル）

サラ・フレックス

A.I.歩行姿勢分析支援システム
Senno Gait セノゲイト

AlgoSleep (アルゴスリープ)

みまもりCUBE-システムLight-

Link&Robo for ウェルネス
（高齢者施設向け コミュニケーションロボットサービス）

AI x 見守りサービスkizkia-Knight
（きづきあ‐ないと）

①みまもりベッドセンサーシステム
②ベッドセンサーシステムベーシック

電動昇降フルリクラ
イニングキャリー FC-320

施設向け歩行トレーニング
ロボット

介護作業用パワーアシストスーツ
J-PAS fleairy(ジェイパス フレアリー)

オンライン自動モニタリングシステム
VitalVoice

自立支援型見守りロボット
［A.I.Viewlife］

眠りSCANを用いた
見守り支援システム

ミリ波レーダーセンサー
Vayyar Care （バヤーケア）

PALROビジネスシリーズ 
高齢者福祉施設向けモデルⅢ

シルエット見守りセンサ

排泄センサーと
離床・転倒・徘徊センサー

HitomeQ ケアサポート

モノミルケア
～見守りセンサー＋自動記録～

トレpro

　　　　　　　　

高齢者施設・障害者支援施設向け 
見守り支援・生活記録システム 「もりん2」

介護業務
支援

介護業務
支援

介護業務
支援

三菱電機インフォ
メーションシステムズ
株式会社

株式会社
インフィック・
コミュニケーションズ STAGE

- 1 - - 2 -



移動支援（屋内） 移動支援（屋外）移乗支援（非装着）

■ 出展機器

移乗支援（装着）

株式会社ジェイテクト1

問合せ先
〒448-8652 愛知県刈谷市朝日町1-1
TEL.0566-25-5193

メディカルクラフトン株式会社2

問合せ先
〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125
TEL.086-282-1770

ピジョンタヒラ株式会社3

問合せ先
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4
TEL.03-3661-4312

フランスベッド株式会社4

問合せ先
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-16
TEL.03-5549-2936

アイ・ソネックス株式会社5

問合せ先
〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL.086-200-1550

パナソニック株式会社7

問合せ先
〒571-8508 大阪府門真市大字門真1006番地

株式会社アイザック6

問合せ先
〒965-0021 福島県会津若松市山見町25-9
TEL.0242-93-5061

株式会社エクサホームケア8

問合せ先
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル21階
TEL.03-6453-0510

株式会社INOWA9

問合せ先
〒106-0045 東京都港区麻布十番２－１２－５－７０１
TEL.03-5730-0282

体感型歩行自立支援システム　
Arbre（アルブル）
歩き方（踵とつま先の接
地状況）を腰ベルトの振
動子で本人に伝え、さら
に介助者にも同じ刺激
を提示し、効果的な転倒
予防・歩行練習が可能に
なるものである。

移乗ロボット　
keipu-Sb
Keipu-Sbは、後部から乗込む移乗機です。
シートをベッドの高さに合わせ陸続きにし
て後部より滑り込むように移乗が可能で
す。移動については、電動のモーターが装
備されているので、ジョイスティックを利用
して介護する方はもちろん、介護される方
も操作可能です。トイレなどの狭い場所で
も、その場で移乗機を電動で回転可能で
す。

CareWiz 
トルト

スマートフォンやタブレットで高齢者の歩
行動画を撮るだけでAIが転倒リスクを点数 
化し歩行状態の解説やおすすめの運動をレ
ポートとして出すことができます。介護サー
ビス事業所の身体アセスメント、提案を支
援します。

施設向け 
歩行トレーニング
ロボット

運動負荷と歩行の可視化で科学的に歩く
力を鍛えます。手軽に個人に合わせた運動
負荷の設定ができ、記録も自動で残るの
で、継続性の高い歩行トレーニングを提供
できます。音楽やロボットからの声掛けも
あり、楽しみながら体力維持・向上が期待で
き、日常生活の活性化を支援します。

スカイリフト
SL-2018R
起立姿勢で移乗・移動ができるスタンディ
ングリフト。車いすやトイレへの移乗はもち
ろん、下衣の着脱、臀部の清潔保持、パッド
の交換等、排泄ケアをサポートします。1人
介助の実現、介助者の腰痛予防だけではな
く、要介護者が気兼ねなく介助を頼める、下
肢機能の維持・改善が期待できる等、双方
が安心して使用できます。

離床支援 
マルチポジションベッド

寝姿勢から自力で立ち上がるの
が難しい療養者に向けた「立ち上
がり」を支援するマルチポジショ
ンベッド。寝姿勢から座る、立ち上
がるまでの一連動作をリモコンの
ボタン1つで実現でき、自立促進
を図るベッドとなっています。

介護作業用パワーアシストスーツ
J-PAS fleairy(ジェイパス フレアリー)
介護作業における腰の負担軽減に着目した
パワーアシストスーツです。センサー内蔵
により、人の動きに調和し必要な時に必要
な力をアシスト。移乗支援やおむつ交換な
ど、幅広い介護作業で効果を発揮。「先進
性・独自性」及び「ユーザー視点」が評価さ
れ、第10回ロボット大賞において、優秀賞

（ビジネス・社会実装部門)を受賞

電動昇降フルリクラ
イニングキャリー
FC-320
移乗介助する際は腰をかがめなければなら
ないため、腰に負担がかかるが、電動で昇
降するので持ち上げない介護が可能にな
り、負担を軽減！
また横付け機能付で狭いスペースでも、と
りまわしが楽にできます。
さらに高さメモリ機能で高さ合わせを考え
ずに昇降できるため、昇降中もご利用者も
しっかり見守ることが出来ます。

DARWING Hakobelude
（ダーウィン　ハコベルデ）

介護者のための、まるで衣服のようなアシ
ストスーツ。ひねり動作等の動きに対応で
き、総重量は約800ｇ。
移乗動作のアシストを想定し、前屈やしゃが
むことで高反発ゴムが伸び、その張力を利
用して前屈姿勢から上半身の起き上がりや
しゃがみ姿勢からの立ち上がりをアシスト。
背中や腰、大腿の負担軽減に役立つ。
空気を5回程度ポンピングするだけで中腰
姿勢のキープを楽にできる。
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移動支援（屋内） 移動支援（屋外）移乗支援（非装着）
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ンベッド。寝姿勢から座る、立ち上
がるまでの一連動作をリモコンの
ボタン1つで実現でき、自立促進
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介護作業用パワーアシストスーツ
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介護作業における腰の負担軽減に着目した
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により、人の動きに調和し必要な時に必要
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移乗介助する際は腰をかがめなければなら
ないため、腰に負担がかかるが、電動で昇
降するので持ち上げない介護が可能にな
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しっかり見守ることが出来ます。

DARWING Hakobelude
（ダーウィン　ハコベルデ）

介護者のための、まるで衣服のようなアシ
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　  排泄支援
　（動作支援）

　排泄支援
（排泄物処理）

見守り・コミュニケーション
（在宅） 

見守り・
コミュニケーション
　　（生活支援）

見守り・コミュニケーション
（ 施設） 

排泄支援
（排泄予測）

■ 出展機器

アルジョ・ジャパン株式会社10

問合せ先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門３－７－８
ランデック第２虎ノ門ビル9階　TEL.03-6435-6401

SK8INSOLL株式会社11

問合せ先
〒144-0051 東京都大田区西蒲田6-32-11
城南信用金庫蓮沼支店3階 J-Create＋
TEL.080-6640-2029　E-maiｌ:info@tokyoinsoll.com

NECプラットフォームズ株式会社15

問合せ先
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目4-7
メットライフ仙台ビル（仙台事業所）　TEL.022-212-5852

株式会社ラムロック17

問合せ先
〒820-1111 福岡県飯塚市勢田1950-1
TEL.0948-92-3156

株式会社
ツカモトコーポレーション16

問合せ先
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
TEL.03-3279-6847

三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社19

問合せ先
〒108-0023 東京都港区芝浦４－１３－２３ ＭＳ芝浦ビル
TEL.03-5445-7306

三菱総研ＤＣＳ株式会社18

問合せ先
〒140-8506東京都品川区東品川四丁目12番2号
品川シーサイドウエストタワー　TEL.03-3458-8376

株式会社リリアム大塚12

問合せ先
〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央1-1-1 
ジブラルタ生命相模原ビル3階　TEL.0120-543-563

パシフィックサプライ株式会社14

問合せ先
〒574-0064 大阪府大東市御領1ｰ12ｰ1
TEL.072-875-8013

日本セイフティー株式会社13

問合せ先
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地　
一番町東急ビル11F　TEL.03-6369-2223

Link&Robo for 
ウェルネス

（高齢者施設向け コミュニ
ケーションロボットサービス）

「Link&Robo for ウェルネス」はコミュニケー
ションロボットがレクリエーションのお手伝い
をしたり、介護サービス利用者様とおしゃべり
をするサービスです。
利用者様の交流に活気をもたらし、介護従事
者様のレクリエーション企画・運営の負荷軽
減、レクリエーション履歴を記録することで介
護従事者間の情報共有をサポートします。

AI x 見守りサービスkizkia-Knight
（きづきあ‐ないと）

居室もトイレもトータルに見守り！「見
る」ことで業務負担軽減を支援します。
居室内を広範囲に見守ることができ、
プライバシーモードとリアル映像を切
替えが可能。
トイレはシルエット映像でプライバ
シーに配慮して見守れます。
また、取付け・取外しが簡単で運営中
施設への設置や、設置後の別室への
移設も簡単です。

みまもりCUBE-
システムLight-

ラムロックの画像認識技術は様々な条件を
加えることができるので赤外線センサーや
マットセンサー等では難しい特定の動きを
捉えることができます。
介護施設におきましては対象者のベッドで
の端座位の動きやドアから出入りの動きが
あった際に介護スタッフにお知らせする見
守り機器としてご利用いただいておりま
す。

NECサニタリー利用記録システム

介護施設において利用者のプライ
バシーを守りながら介護職員のト
イレに関わる業務負担を軽減する
システムです。
トイレに設置したセンサが利用者
の排泄を自動で検知・通知し、利用
者の見守りと排泄記録の自動化を
行います。
※本製品は医療機器ではありません。

AlgoSleep
(アルゴスリープ)

アルゴスリープは、在離床状態やバ
イタルのモニタリング機能に加え、
睡眠解析に特化した介護用見守りシ
ステムです。業務の効率化だけでな
く、データに基づいたご利用者様の
睡眠傾向の把握によるケア品質の向
上に貢献することを目指して開発を
行っております。

クイックレイザー２

自然な立ち上がりをサポートし、車い
すやトイレへの移乗を素早く安全に行
えます。
移乗に使う専用ベルトは、バックルで固
定するだけで簡単に装着可能。装着し
たままでズボンの着脱も出来るため、
排泄場面での利用にも最適です。

リリアムスポット 2

「リリアムスポット 2」は、膀胱内の尿の溜ま
り具合の目安を10段階の目盛り表示で確
認できるヘルスケア家電（非医療機器）で
す。トイレ誘導のタイミングが合わずお困
りの方、尿意が曖昧な方や尿意を頻繁に訴
える方など、尿の溜まり具合や排尿後に尿
を出し切れているかを確認したい時にお役
立ていただくことができます。

A.I.歩行姿勢分析
支援システム
Senno Gait 
セノゲイト

たった２分で歩きを見える化。移動支援介護ロボット「セノゲイト」は、30秒歩くだけでAI
がスマホにレポートを表示し、歩行リスクの解決策を提案します。AI導入で歩行状態や
転倒リスクの見える化による削減、オーダーメイドで機能訓練の提案、介入効果の数値
化、補助用具の保険外収入増など、他施設との差別化が可能です。

ラップポン・パケット

自動ラップ機構を搭載したおむつ回収ボッ
クスです。使用済のおむつをフィルムの中
に入れて熱圧着にて密封してから切り離
し、下のカゴに溜めていきます。ボタンを押
すだけで処理が開始し、感染と臭いを予防
します。自動なので処理中は別の作業がで
き、また個別包装後まとめて廃棄できるの
で作業効率アップに貢献します。

サラ・フレックス

一人介助で座位⇔立位へと電動でサポート
をする立位/移乗補助器です。利用者の腰
にスリングを装着し、フックを本体に取り付
けてボタンを押すだけの簡単操作。脚部は
電動開閉で、車いすや便器などへの移乗も
スムーズ。また認知症にも優しいデザイン
としてＤＳＤＣ製品適格性認定を受けており
ます。

リリアムスポット 2

「リリアムスポット 2」は、膀胱内の尿の溜ま
り具合の目安を10段階の目盛り表示で確
認できるヘルスケア家電（非医療機器）で
す。トイレ誘導のタイミングが合わずお困
りの方、尿意が曖昧な方や尿意を頻繁に訴
える方など、尿の溜まり具合や排尿後に尿
を出し切れているかを確認したい時にお役

スケートインソール
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　  排泄支援
　（動作支援）

　排泄支援
（排泄物処理）

見守り・コミュニケーション
（在宅） 

見守り・
コミュニケーション
　　（生活支援）

見守り・コミュニケーション
（ 施設） 

排泄支援
（排泄予測）

■ 出展機器

アルジョ・ジャパン株式会社10

問合せ先
〒105-0001 東京都港区虎ノ門３－７－８
ランデック第２虎ノ門ビル9階　TEL.03-6435-6401

SK8INSOLL株式会社11

問合せ先
〒144-0051 東京都大田区西蒲田6-32-11
城南信用金庫蓮沼支店3階 J-Create＋
TEL.080-6640-2029　E-maiｌ:info@tokyoinsoll.com

NECプラットフォームズ株式会社15

問合せ先
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央三丁目4-7
メットライフ仙台ビル（仙台事業所）　TEL.022-212-5852

株式会社ラムロック17

問合せ先
〒820-1111 福岡県飯塚市勢田1950-1
TEL.0948-92-3156

株式会社
ツカモトコーポレーション16

問合せ先
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
TEL.03-3279-6847

三菱電機インフォメーション
システムズ株式会社19

問合せ先
〒108-0023 東京都港区芝浦４－１３－２３ ＭＳ芝浦ビル
TEL.03-5445-7306

三菱総研ＤＣＳ株式会社18

問合せ先
〒140-8506東京都品川区東品川四丁目12番2号
品川シーサイドウエストタワー　TEL.03-3458-8376

株式会社リリアム大塚12

問合せ先
〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央1-1-1 
ジブラルタ生命相模原ビル3階　TEL.0120-543-563

パシフィックサプライ株式会社14

問合せ先
〒574-0064 大阪府大東市御領1ｰ12ｰ1
TEL.072-875-8013

日本セイフティー株式会社13

問合せ先
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地　
一番町東急ビル11F　TEL.03-6369-2223

Link&Robo for 
ウェルネス

（高齢者施設向け コミュニ
ケーションロボットサービス）

「Link&Robo for ウェルネス」はコミュニケー
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NECサニタリー利用記録システム

介護施設において利用者のプライ
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トイレに設置したセンサが利用者
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行います。
※本製品は医療機器ではありません。
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支援システム
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セノゲイト

たった２分で歩きを見える化。移動支援介護ロボット「セノゲイト」は、30秒歩くだけでAI
がスマホにレポートを表示し、歩行リスクの解決策を提案します。AI導入で歩行状態や
転倒リスクの見える化による削減、オーダーメイドで機能訓練の提案、介入効果の数値
化、補助用具の保険外収入増など、他施設との差別化が可能です。

ラップポン・パケット

自動ラップ機構を搭載したおむつ回収ボッ
クスです。使用済のおむつをフィルムの中
に入れて熱圧着にて密封してから切り離
し、下のカゴに溜めていきます。ボタンを押
すだけで処理が開始し、感染と臭いを予防
します。自動なので処理中は別の作業がで
き、また個別包装後まとめて廃棄できるの
で作業効率アップに貢献します。

サラ・フレックス

一人介助で座位⇔立位へと電動でサポート
をする立位/移乗補助器です。利用者の腰
にスリングを装着し、フックを本体に取り付
けてボタンを押すだけの簡単操作。脚部は
電動開閉で、車いすや便器などへの移乗も
スムーズ。また認知症にも優しいデザイン
としてＤＳＤＣ製品適格性認定を受けており
ます。
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■ 出展機器

株式会社インフィック・
コミュニケーションズ27

問合せ先
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号
TEL.050-1790-0601

Vayyar Imaging Japan
（バヤーイメージングジャパン）26

問合せ先
〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イースワンタワー 7F
TEL.070-4393-3726

積水化学工業株式会社29

問合せ先
〒105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4 
オークラプレステージタワー21F　TEL.03-6748-6525

パラマウントベッド株式会社28

問合せ先
〒136-8670 東京都江東区東砂２－１４－５
TEL.03-3648-1171

ドーンコーラス合同会社31

問合せ先
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 
りそな九段ビル5F・KSフロア　TEL.03-6755-8046

富士ソフト株式会社30

問合せ先
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-10-10
TEL.050-3000-2136

株式会社バイタルヴォイス21

問合せ先
〒719-1106 岡山県総社市泉15-44 2F
TEL.0866-31-5775

ミネベアミツミ株式会社20

問合せ先
〒108-6314 東京都港区三田3-5-27
住友不動産三田ツインビル西館　TEL.0120-288-435

株式会社ミオ・コーポレーション23

問合せ先
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－５－９
TEL.045-624-9928

Tellus You Care合同会社22

問合せ先
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4－4－4梅崎ビル3F
TEL.080-7593-0443

エイアイビューライフ株式会社25

問合せ先
〒102-0092 東京都千代田区隼町2番13号 US半蔵門ビル201
TEL.03-6261-6327

株式会社TAOS研究所24

問合せ先
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2－2－15 
パレアナビル801号　TEL.045-620-7647

高齢者施設・障害者
支援施設向け 見守
り支援・生活記録シ
ステム 「もりん2」
利用者様の離床や座位、寝返りや体動量
(睡眠の質)、バイタルデータ(心拍・呼吸
数)、 温度・湿度等を、PC・タブレット等に一
覧表示し、過去データの閲覧、通知も可能
(座位、離床、室温異常、看取り、等)。非接
触・非拘束型、多床室対応。工事不要。設置
や移設も簡単。保守費用やクラウド使用料
等不要。

見守りセンサー 
ANSIEL

100施設以上に導入されている起上検知・在床管理を1台で両立できる見守りセンサー
です。Wi-Fiを利用したクラウドサービスですが、ランニングコストが発生しないので、
導入しやすいセンサーです。心拍呼吸を取得でき、機能強化および外部機器・システム
との連携も拡大しております。

LASHIC-care（ラシクケア）

見守りシステム業界唯一の介護事業者が自社開発したシステムです。
居室の温湿度、照度、運動量、ベッド上の在／不在、心拍数等、センサーで得た情報を解
析。居室の状況をモニターに表示し、異変検知時には通知します。
カメラを使用せずプライバシーに配慮しながら、完全非接触で質の高い見守りを実現
します。

PALROビジネスシ
リーズ 高齢者福祉
施設向けモデルⅢ

全高40cm、重さ1.8kgの卓上サイズの人
型コミュニケーションロボット。歌・クイズ・
ゲーム・体操・落語等豊富なコンテンツを搭
載し、日替わりのレクリエーションを実施し
ます。また、100人以上の顔と名前を覚え、
日常会話や個々人に合わせた声かけ等を
行います。

眠りSCANを用いた見守り支援システム

マットレスの下に設置したセンサにより、体動（寝返り、呼吸、心拍など）を検出、睡眠状態
などを端末にリアルタイムで表示します。眠りSCANを用いた見守り支援システムを活
用することでスタッフの業務負担軽減、利用者の生活習慣の改善等にお役立ていただ
けます。見守り支援システムと連動するカメラも展示いたします。

ミリ波レーダー
センサー
Vayyar Care

（バヤーケア）
独自のミリ波レーダー技術により１台のセ
ンサーがご利用者の居室内の状況や転倒
の有無を検知し、介護者へ通知します。カメ
ラ不使用のためプライバシーが守られ、ト
イレや脱衣場等にも設置可能です。各社
ナースコール、見守りシステム用のセン
サーとしてご採用いただく前提で設計して
おります。

自立支援型見守り
ロボット

［A.I.Viewlife］
「見る・知る・話す」を基本機能に赤外線セン
サーと生体センサーが昼夜問わず居室全
体を検知・通知・記録する事で、重大な事故
の防止や不要な訪室を減らします。
モバイル端末で居室内を見ながら直接の
お声がけや動作検知、設定時刻に自動でお
声かけする「声かけ」機能、モバイル間通話
機能が介護業務の変革を後押しします。

iTSUMOアイ
認知症高齢者の見守りをAIカメラによって
行い、対象者が家を出ようと玄関に近づく
とセンサーが反応してアラート通知を行い
ます。
最大の特徴は、カメラに映る人間の姿を棒
人間に変換して映し出します。
棒人処理はセンサー内部AIチップで行って
おり生データが保存、サーバーに蓄積され
る事はありません。
※オプションにて外部通信機能ご利用の際には、ス

マートフォンやタブレットに専用のアプリが必要
です。

オンライン自動モニタリングシステム
VitalVoice
弊社独自開発のバイタルウォッ
チ（センサー）により、ご利用者
はウォッチを装着しているだけ
で、４つのバイタル（①脈拍、②
血圧、③体温、④酸素）を２分毎
に自動でモニタリングできま
す。※③は４分毎
このシステムにより、高齢者の重
症化を未然に防いだり、非接触
での介助スタッフの労務軽減が
実現できます。

見守りモニター
AiSleep

Tellus

「Tellus」は、カメラでもウェアラブルでもない、最先端のレーダー技術を応用した見守
りセンサーです。「Tellus」を設置するだけで、入居者の状態や睡眠・心拍・呼吸などを24
時間365日、遠隔でモニタリング可能です。ご入居者のプライバシーを保ちつつ、 「生活
リズムを把握」します。

見守りモニターAiSleepはベッドマットの下に敷くだけで、バイタルデータを計測し、在
床・睡眠状態のリアルな情報を見える化、被介護者の起き上がり、離床の一連の行動を
モニタリングし、アラート通報します。介護現場に多い転倒・転落・徘徊事故を未然に防
ぎ、介護の質向上を目指します。

①みまもりベッドセンサーシステム
②ベッドセンサーシステムベーシック

①ベッド脚下に設置した荷重センサーが利
用者様の状態(位置・姿勢、体動)を検知しま
す。生活リズムの把握や参考体重の測定が
可能となるため、利用者様の安全、介護従
事者の業務負担削減とケアの品質向上、ご
家族様の安心に貢献します。
②ニーズの高かった参考体重測定・離床検
知のふたつの機能をシンプルに実現しまし
た。
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■ 出展機器
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用者様の状態(位置・姿勢、体動)を検知しま
す。生活リズムの把握や参考体重の測定が
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知のふたつの機能をシンプルに実現しまし
た。
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入浴支援 その他

介護業務支援

■ 出展機器

コニカミノルタ株式会社37

問合せ先
〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目27-10
八丁堀プラザビル5F　TEL.03-6262-1552

エコナビスタ株式会社36

問合せ先
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-1KKDビル6F
TEL.03-6206-9207

エフ・アイ・ティー・
パシフィック株式会社38

問合せ先
〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-15
TEL.03-5820-7021

株式会社ルシファ40

問合せ先
〒006-0815 札幌市手稲区前田５条１３丁目３－１
TEL.011-624-5107

TANOTECH株式会社39

問合せ先
〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-4 パーレン平塚ビル 5F
TEL.0463-73-5490

株式会社エフエージェイ33

問合せ先
〒241-0826 横浜市旭区東希望が丘７－２５芙蓉ビル２階
TEL.045-532-5581

キング通信工業株式会社32

問合せ先
〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6
TEL.03-3705-8110

株式会社バイオシルバー34

問合せ先
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-4　
シルバービル1F　　TEL.045-548-5478

株式会社LIXIL／
豊田通商株式会社35

問合せ先
〒108-8208 東京都港区港南2-3-13
TEL.050-3155-9814  (豊田通商株式会社）

トレpro

札幌のデイサービスから生まれた、運動プログラム自動作成システムです。携帯アプリ
を使用した簡単な体力測定、各種計画書、LIFEにも連動しています。

HitomeQ ケアサポート
居室天井に設置したセンサーで直上
から部屋全体を把握することで、利用
者様の生活リズムや行動の特徴を映
像・データによりアセスメントし、訪室
の必要性や危険の有無、ADL状態の
変化などを日々のケアへ反映できま
す。また、導入前から導入後も続く
データを活用した伴走支援で、利用者
様とスタッフ様を24時間支えます。

TANO
モーションセンサーを使用、セン
サーカメラに映っている画像から
人間の骨格を認識しセンサー類
を身に着けることなく、モーション
センサーの前に立つ（座る）だけ
で体の動きや音声が感知され、
180種類以上のコンテンツで「レ
ク・リハ・測定」を行うことができる
ソフトウェアです。

モノミルケア～見守りセンサー＋自動記録～
■パッケージ概要
①見守りモニタ『AiSleep』
・非常に操作が簡単で、面倒な設定は一切なし
・離床等を3秒で超高速検知
・毎秒のベッド上の動きを見守り
・課題の解決方法が見える睡眠解析サービス

②介護記録ソフト『スマートケアMOVE』
・非常に操作が簡単で、必要な項目だけ表示
・ご要望に合わせ、カスタマイズ可能
・LIFE対応

ライフリズムナビ＋Dr.

ベッド、居室活動、トイレ、ドア、温湿度他、多数のセンサーを組み合わせ、非接触での見
守りを行う。オプションで、コールシステム、離設防止の顔認証システムや、カメラ連携、
体温・血圧計との連携も可能。新たに転倒検知システムとも連携する。

排泄センサーと離床・転倒・徘徊センサー
１．排泄センサーはシーツの下
に設置したニオイセンサーと
湿度センサーで排尿と排便を
検出します。
２．離床・転倒・徘徊センサーは
ベッドの下に設置した回転する
レーザー光線で人体の大きさ
と距離を測り、離床・転倒・徘徊
を検出します。

泡シャワー　
KINUAMI U
専用ボディソープとお湯、そして
多量の空気を混合することによ
り、シャワーヘッドから柔らかく温
かい泡を放出する入浴介助製品
です。温かく気持ちよい洗身が利
用者様の満足感に繋がるだけで
なく、泡立て不要で優しく洗身で
きるため、介助者の作業負担を軽
減し、洗いすぎによる肌の乾燥・
ダメージも軽減されます。

aams

非接触・非拘束・非侵襲型のマット型生体センサーです。センサーマットから感知される
心拍・呼吸・体動の生体情報を、サーバーを通してモニターにリアルタイムで表示しま
す。訪室の合間もaamsが24時間ご利用者の様子を見守ることで、見守りのサポートを
行います。

シルエット
見守りセンサ

入所者・入院患者の動きをシルエット動画で判別することにより、ベッドからの起き上が
り、はみ出しを検知し、ベッドからの落下や徘徊を未然に防ぎます。
介護施設や医療機関で働く職員の負担を軽減し、特に認知症の方、夜間見守りで効果を
発揮します。
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介護ロボット
全国フォーラム
介護ロボット
全国フォーラム

TOC有明
（東京都江東区有明）

４階コンベンションホール 
WESTおよびEASTホール

厚生労働省「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」

開催場所

テクノロジーを活用した未来の介護

https://www.toc-ariake.jp/

11:00～16:30
1 27／ 金

参加費
無料
参加費
無料
入退場自由

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

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

事務局

「福祉用具・介護ロボットの
開発・実証フィールド」の募集について

テクノエイド協会では、介護ロボット等の開発及び、実証等をより一層推進するため、
ご協力いただける介護福祉施設等を募集しています。

詳細はテクノエイド協会ホームページをご確認下さい。
皆様のご登録お待ちしております。

テクノエイド協会

令和5年




