
様式１（介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書） 

 

平成 28年 12月 2日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（申請者） 

                  〒486-0008 

住所 愛知県名古屋市天白区植田東1-109 

事業者名  株式会社メディアサポート 

担当者所属 代表取締役 

担当者名  横田 明彦 

電話番号  052-800-5535 

電子メールアドレス yokota@mediasupport.tv 

 

介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書 

 

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

ー調査事業」について、下記の書類を添付して申請します。 

 

 

記 

 

１．介護ロボット等モニター調査計画書（別紙） 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

（本書類の取り扱い等について） 

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

公開いたします。公開可能な範囲において、できる限り記載してください。 

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

ト等を通じて登録協力施設等へ情報提供します。 

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

合には、実施できない場合もあることを予めご承知置きください。 



（別紙） 

平成 28年 12月 2日 

 

介護ロボット等モニター調査計画書 

 

１．申請者の概要 

事業者名 株式会社メディアサポート 

担当者名 仲谷 和也 

担当者連絡先 

住所 
〒486-0008 

愛知県名古屋市天白区植田東1-109 

電話 052-800-5535 

電子メールアドレス nakaya@mediasupport.tv 

主たる業務 霊柩自動車運送事業、冠婚葬祭事業、介護用品販売事業 

主要な製品 リアルタイム見守り離床センサー『エムステーション』 

希望する施設等の

種類・職種等 

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人

ホーム等 

希望するエリア 愛知県下（名古屋市を希望）岐阜県、三重県 

その他 特にありません。 

 

２．申請機器の概要 

機器の名称（仮称） リアルタイム見守り離床センサー『エムステーション』 

機器の概要 

（写真添付） 

 

１．主な対象者 

・個室に居住されている方（多床室でも可） 

・ベッドからの転落、健康面で夜間帯（２４時間）の見守りが必要と

判断される方（体動が激しい方、呼吸停止等の心配がある方等） 

・ターミナルケアを行っている施設、該当の入居者様 

 

２．目的 

・介護施設での夜間の見守りにおいて、本機を導入頂く事で素早く離

床を検知・通知を行います。通知後、カメラ画像に切替え、正常な離

床（トイレ等）ｏｒ転落等による離床が確認できます。これによりそ

の後の重大事故発生のリスク軽減が図れると考えます。 



合せてバイタルセンサーにより常時、入居者様の呼吸数と心拍数を検

知し、特変（呼吸停止、心拍低下）時に管理端末より通知を行います。

設置はベッド横壁面もしくは上壁面へ設置するため、入居者様の身体

的な負担はありません。 

 これらにより夜間帯における入居者ご家族の安心、介護従事者様の

負担軽減・夜間地での業務効率が図られると考えます。 

 

３．写真 

   （機器外観） 

 

 

４．使用方法 

①ベッド上部へ本センサーの設置を行います。（上記の機器をベッド

上面・側面に設置を行います。設置パネルにて額縁を壁から吊下げる

イメージです。）既設コンセントを使用しＡＣアダプタより通電を行

います。 

 

②ＷＩＦＩ機器を対象エリアへ設置します。 

（廊下等の壁面へ設置、電源は既設コンセントを利用させて頂きま

す。） 

 

③管理端末の画面操作により入居者様の状態を検知・管理端末へ通知

します。 

 

 

 

 

 



 

＜利用イメージ＞ 

 

※ＷＩＦＩ機器の準備及び設置。管理端末は当社にて準備を行います。

 

現在の開発状況と

課題 

機器に関するリスクアセスメント（安全性の評価と確保対策） 

・製品品質に対するリスク 

   →あいち産業科学技術総合センターにおいて以下の試験を 

実施済み 

電磁波測定（EMI）、恒温・恒湿試験、振動試験 

・ＷＩＦＩ環境の不通による通信断に対するリスク 

   →機器設置に合せて事前に電波調査を行います。 

・離床判定の誤動作リスク 

   →体動無しでの離床判定・通知 

→カメラ切替えにより画像確認にて回避 

   →離床時、センサー反応なし 

     →定期巡回・巡視による確認をお願いします。 

・バイタル判定（呼吸・心拍）誤動作のリスク 

   →カメラによる目視確認及び定期巡回・巡視による確認を 

お願いします。 

 ・施設停電時のリスク 

   →ＷＩＦＩ機器及び見守りセンサーの通電が止り、利用は 

出来ません。定期巡回、巡視にて確認をお願いします。 

 

現在の開発に関する課題 

・本システム導入により介護現場における優位性の確認 

 ・現場に即した離床判定基準の検討 

 

 



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

夜間帯の定期巡回以外での駆付け対応件数の変化 

  →カメラ機能による負担軽減及び業務効率化が図られるかを確認させて頂きたいと 

考えております。 

端末の操作性（介護現場に即した改良ポイントの確認） 

  →介護従事者の方によるご意見、課題の収集（管理端末の音量等）をさせて 

頂きたいと考えております。 

バイタル記録による体調管理 

  →通常（健康）時との差分による体調異変の気づきが行えるか確認させて頂きたいと 

考えております。 

・対象者が変更となった場合のメンテナンス性の確認。 

  →本装置を移動する場合、現場の介護従事者様で再設置・調整が簡単に行えるかを 

   確認させて頂きたいと考えております。 

・ターミナルケアにおける実用性の確認 

  →導入により介護従事者の方の負担軽減が図れるかを確認させて頂きたいと 

考えております。 

 

本システム導入の優位性の確認 

  →本システムの導入により、介護従事者の方が継続利用頂くに値するものか、 

また不要のなる場合の不足している点の確認をさせて頂きたいと考えております。 

 

 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 
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商号商号商号商号 株式会社メディアサポート （英文表記：Media Support Co., Ltd.）

設立設立設立設立 2004年（平成16年）6月24日

資本金資本金資本金資本金 65,792,000円 2016年（平成28年）6月23日現在

決算期決算期決算期決算期 9月30日

取引銀行取引銀行取引銀行取引銀行 愛知銀行、三菱UFJ信託銀行、中京銀行、名古屋銀行

役員役員役員役員 代表取締役社長 横田 明彦

取締役 杉山 幸司

取締役 加藤 俊哉

取締役
取締役

林 卓也（行政書士）
須賀 隆範

監査役
監査役

芳木 亮介（公認会計士）
後藤 顕蔵

従業員数従業員数従業員数従業員数 51名 2016年（平成28年）2月1日現在

会計監査法人会計監査法人会計監査法人会計監査法人 應和監査法人 東京都千代田区九段南4-8-13 自動車会館ビル

株主名簿管理人株主名簿管理人株主名簿管理人株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行 証券代行部

許認可・登録許認可・登録許認可・登録許認可・登録 一般貨物（霊柩）自動車運送事業 中運自貨 第690号

一般貨物（霊柩）自動車運送事業 岐運輸 第816号

一般貨物（霊柩）自動車運送事業 愛運輸 第2425号

愛知県公安委員会 古物商許可 第541430901900号

一般労働者派遣事業 般23-301270

所在地所在地所在地所在地 本社 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目109番地

経営企画室・植田第一営業所 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目901番地

天白営業所 愛知県名古屋市天白区井口1丁目602番地

植田第二営業所 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目704番地（東棟）

植田第三営業所 愛知県名古屋市天白区植田東1丁目704番地（中央棟）

一宮営業所 愛知県一宮市せんい4丁目5番地6

東三河営業所 愛知県豊川市本野ケ原4丁目109番地

岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町長池218番地

連絡先連絡先連絡先連絡先 TEL：052-800-7222 FAX：052-800-4224

EEEE----mailmailmailmail info@mediasupport.tv

URLURLURLURL http://www.mediasupport.tv/

事業内容事業内容事業内容事業内容 特別車両事業

２４時間３６５日体制で行う霊柩運送サービス（中運自貨物690号）を展開

病院、ご自宅～葬儀式場、葬儀式場～火葬場へご遺体の搬送直葬専用小型

レンタルホールの運営、長期遺体保管施設の運営

プロデュース事業

式典司会、セレモニー接客業務、ブライダルＭＣ、婚礼スタッフ、

イベントプロデュース、アーティフィシャルフラワーレンタル・販売

フランチャイズ事業

霊柩運送サービスのフランチャイズ本部運営

保有車両保有車両保有車両保有車両 霊柩車 メルセデス ベンツE320 4台

フォード リンカーン リムジン 2台

フォード リンカーン 7台

トヨタ センチュリー300mmオーバーハング 6台

トヨタ クラウン（洋型型） 5台

トヨタ クラウン（宮型：大飛龍） 2台

トヨタ クラウン（宮型：四方宮型） 3台

トヨタ クラウン（宮型：二方宮型） 2台

寝台車 トヨタ エスティマ 14台

ニッサン エルグランド 3台

霊柩バス トヨタ コースター他 3台

会社概要
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経営理念

私たちは、お客様に“ありがとう”と言って頂ける安心・安全・快適で心のこもった霊柩運
送サービスを提供できるよう、行動します。

~行動指針~

私たちは、葬送儀礼の「送り人」としての重要な人を送る役割を誠心誠意つくせるよう
行動します。

私たちは、お客様の心にのこる「感動」をお届けいたします。

私たちは、弊社に関わる全ての人の「幸福」のために行動します。

私たちは、経営理念を実現するため、下記の４つの行動指針に基づき業務を行ってまいります。

~経営理念~

弊社は、この理念を決意とし、「お客さま第一主義」というフレーズに込め、決して揺らぐことの
ない指標として掲げ、経営を行っております。

おおおお客客客客さまさまさまさま第一主義第一主義第一主義第一主義にににに貫貫貫貫かれたかれたかれたかれた品質品質品質品質のののの高高高高いサービスいサービスいサービスいサービスをををを
冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭冠婚葬祭ビジネスをビジネスをビジネスをビジネスを通通通通じてじてじてじて社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献してしてしてして提供提供提供提供することすることすることすること
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事業領域

メディアサポートは、霊柩運送事業を中心に
冠婚葬祭周辺分野において様々なサービスを提供しています。

葬
祭

冠
婚

霊柩寝台搬送

霊柩運送
フランチャイズ

葬儀司会

婚礼司会

葬儀専用小型
レンタルホール

セレモニー
アテンダント

葬 祭 分 野 冠 婚 分 野

葬儀に関わる市場は、今後30年間成長を続けると予測されている市場です。市場規模に深く影響
する我が国の死亡者数は、少子高齢化に伴い年々増加しており、ピークの2038年には約170万人に
達する予測であります。（出所：国立社会保障・人口問題研究所）

昨今、葬儀業界を中心に、積極的に情報公開が行われた結果、市場の成長性の高さから数多くの
新規業者が参入し、過当競争が起こっております。
しかし、当社が主力とする霊柩運送事業においては、ライセンス事業であり、業務の特殊性も影
響し、参入障壁が非常に高い事業であります。当社は国内で初の霊柩運送事業での株式公開企業
として、今後更にこの事業を拡大するとともに、よりクオリティの高い冠婚葬祭周辺サービスを
開発し提供していく計画です。

ブライダル
音響スタッフ

長期遺体
保管施設

ナイトクルーズ
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組織図


