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様式２（介護ロボット等モニター調査事業 要望書） 
 

平成  30年  9月  26日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（要望者） 

                  〒158-0092 

住所 

東京都世田谷区野毛2-6-6 

事業者名 キング通信工業株式会社 

担当者所属 事業開発課 

担当者名 矢島 匠 

電話番号 03-3705-8540 

電子メールアドレス t-yajima@king-tsushin.co.jp 

 

介護ロボット等モニター調査事業 要望書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式の一環として行う「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要望します。 

 

 

記 

 

 

１．介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書（別紙） 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

３．これまでの介護ロボット等に関わる開発実績がわかる書類（任意様式） 

※）実績がない場合は、提出不要 

 

 

 

 

（本書類の取扱いと留意事項について） 

○ ご提出いただく「介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書（別紙）」は、介護施設等とマッ

チングする際、当協会のホームページを通じて、介護施設等へ公開いたします。 
従って、記載する内容は、公開可能な範囲で差し支えありませんが、具体的な記載がない場合に

は、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご了承ください。 
○ 適切なご協力がいただける介護施設等とマッチングするためにも、記載内容は技術的な事に偏ら

ず理解しやすいものとしてください。 
○ 当協会では記載内容や本事業に関わる各種の相談を承っております。 
○ 案件によっては、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご留意ください。 

 
 
 

 
 

 

企業等 
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平成  30年  9月  26日 

 

介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書 

 

１．申請者（企業）の概要 

企業名 キング通信工業株式会社 

担当者名 矢島 匠 

担当者連絡先 

住所 
〒158-0092 

東京都世田谷区野毛2-6-6 

電話 03-3705-8540 

電子メールアドレス t-yajima@king-tsushin.co.jp 

主たる業種 
セキュリティ情報機器・介護ロボット・システムの開発・設計・製造ならびに販

売 

主要な製品 シルエット見守りセンサ WOS-114N セキュリティ情報機器 

希望する施設等の

種類や職種等 

特別養護老人ホーム、グループホーム、介護老人保健施設、ショートステイ等の介

護施設全般 

その他  

 

２．申請機器の概要（可能な限り詳しくご記入ください。） 

機器の名称（仮称） シルエット見守りセンサ WOS-114N 

機器の概要 

 

（写真を添付する

こと） 

 

想定する使用者、使用場面 

想定する使用者：介護施設等に入居されている認知症の方や、リハビリ中の方でベッ

ドや布団から一人で移動するとケガの恐れがある方 

使用場面：日中、夜間を問わず見守りが必要な場面 

機能と使用方法、有用性 

ベッド上の被介護者が、ベッドからの『はみ出し』、『起き上り』、『離床』などの

行動をとった際に介護者の持つ端末に通知し、介護職員は離れた場所からシルエット

で被介護者の状態を確認することができる。 

別の作業を行っている介護者が対応の優先度を判断でき、被介護者のリスクを低減す

ることができる。 

 

 

 

（別紙） 



2 

類似する機器との相違 

・マットセンサでは動き出しの初動がつかめないが、より早い段階で離れた場所で通

知を受け取れる。 

・シルエット画像で事前に被介護者の状態を確認できる為、介護者の心理的・身体的

負担の軽減につながる。 

・設置・設定が容易で、ベッド間の移設が可能。 

当該機器と介護業務との関連性 

・介護施設において、転倒事故の防止や、夜間の見守り業務の負担軽減につながる。 

・お知らせ時の前後の画像を履歴から確認できるので、アセスメントにも有効。 

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（性能安全と利用安の確保対策） 

※添付1参照。  

 

 

社内や社外モニター調査の実績 

※添付2参照。 

 

 

開発に関する当面の課題 

・汎用の無線LAN機器への対応(仕様、環境条件等) 

・履歴画像の有効活用方法(データ出力等) 

 

３．モニター調査したい内容（協力施設等へお願いしたい内容） 

※募集要項のＰ７を参考にモニター調査したい内容を具体的に記載してください。 

（実施しない項目は「特になし」としてください。） 

※モニター調査検討委員会等の審議により採択された場合には、協会及び専門家によるアドバイスを行います。 

１．利用対象者の適用

範囲に関すること 

・ベッドからの転落懸念のある方。 

 

２．利用環境の条件に

関すること 

見守りセンサと表示端末の通信には有線LANもしくはWi-Fiのネットワーク環境が

必要。 

※ネットワーク環境については、既存の環境をお借りする、もしくは弊社にて環

境を準備する。 

※ネットワーク環境に応じた範囲での運用評価とする。 

３．機器の利用効果に

関すること 

利用効果の確認へのご協力依頼内容 

【手順】 

期間は、開始日から 2週間実施する。(要望に応じて期間は調整する。) 

基本運用は、被験者の就寝時に見守りを開始し、起床時に見守りを終了する。 

したがって、一日あたりの使用時間は就寝中（21時から 7時）の 10時間とする。 

2週間経過時点で、介護者に対して利用効果に関するアンケートを行う。 

【必要な準備事項】 

・利用対象者の居室に見守りセンサを設置 

・ワーカーステーションにタブレット端末（1 台：見守りセンサからのお知らせ用

表示端末）を設置 

・介護者の方に持ち歩いていただくための表示端末（2 台：見守センサからのお知

らせ用表示端末）を用意 

※準備機器は運用方法、環境に応じて変更する。 

・介護者の夜間業務の内容、時間の把握 
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【運用概要】 

・タブレット端末または表示端末にて見守りの開始操作を行う 

・利用対象者の方が、夜間にベッドから一人で移動しようとした際、ＰＣやタ 

ブレット端末にその状況（ベッドからの起き上がり／はみ出し／離床）をお知らせ

する 

【運用中の機器操作】 

・見守りの開始／終了操作 

・シルエット画像の確認 

・履歴画像の確認 

※利用対象者の方に機器の操作をしていただくことはありません 

【利用効果】 

① 自立支援に関しての効果 

② 介護者の夜間巡回時間の変化 

③ 夜間見守りの業務効率化(各業務時間の変化) 

 

４．機器の使い勝手に

関すること 

機器の使い勝手確認へのご協力依頼内容 

・使い勝手を含む、機器の評価アンケートを実施していただきます。 

※運用前後における評価の変化を確認させていただくため、モニター事業開始前

および終了後に実施します。 

５．介護現場での利用

の継続性に関するこ

と 

4.のアンケートに内容を含む。 

６．その他 経済産業省／AMEDロボット介護機器開発・導入促進事業製品化機器 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 

 

 



本　　　社
横浜テクノセンター

東京営業部
福 岡 支 店
仙台営業所

高齢者

ご家族

介護職員

安心・安全

WOS-114N

WOS-114N

介護の現場における安心安全をご提供する防犯機器も取り扱っております。
防犯カメラシステム
● カメラ映像で施設の安全管理をサポート
適切な場所にカメラを設置することは、介護職員や高齢者のご家族にとって安心
材料となり、不審者の侵入抑止にもつながります。介護職員が少ない夜間も、忙し
く動き回る職員の目をサポートし、施設全体に安心感をお届けします。

入退室管理システム
● 介護職員の安心な出入管理に
スタッフルームや事務所、エレベータなど、施
設内のセキュリティに最適です。介護施設で
一般的に普及しているテンキー式の他、タグ
式、簡易なタイプから出入履歴まで管理でき
るタイプなど、多彩なラインナップを取り揃え
ており、お客様のご要望にお応えします。

その他、心配事やお困りごとがありましたらご相談ください。
屋内用カメラ 屋外用カメラ レコーダー内蔵屋外用カメラ

シルエット動画で動きを見守り、介護職員の負担を軽減します。

シルエット見守りセンサ

WOS-114N

《Ｗｉｎｄｏｗｓ》
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）　Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）
ＣＰＵ：Intel® Core™ i3 プロセッサー 2GHz相当以上
メモリ：３２ｂｉｔは２ＧＢ以上、６４ｂｉｔは４ＧＢ以上
表示解像度：１０２４×７６８以上
表示色数：１６ｂｉｔ ｃｏｌｏｒ以上
ＨＤＤ：空き容量１００ＭＢ以上
《Ａｎｄｒｏｉｄ》
Ａｎｄｒｏｉｄ ４．２ ～ 7．０
《ｉＯＳ》
ｉＯＳ ７．0 ～ 10.1

０℃～４０℃ / ８０％ＲＨ以下（結露しないこと）
屋内 / ２４時間連続運転

２点（無電圧接点入力　ループ抵抗：３００Ω以下） / ４点（ＡＣ/ＤＣ　３０Ｖ　０．１Ａ）
壁面設置方式 / 自立型ポール設置方式（自立型ポールΦ26～32mm）
１16（Ｈ）×２17（Ｗ）×１26（Ｄ）ｍｍ　（突起部含まず）
約７５０ｇ（ACアダプタ含まず）
ＰＣ/ＡＢＳ樹脂　ＵＬ９４Ｖ－０

《有線ＬＡＮ》
通信速度：１０Ｍｂｐｓ/１００Ｍｂｐｓ
数量：１ポート

《無線ＬＡＮ》
無線規格：ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ/ｇ（Ｗｉ-Ｆｉ）　２．４ＧＨｚ帯
通信距離：見通せる場所で１００ｍ

電源供給：専用ＡＣアダプタ
電源電圧：ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ　５０/６０Ｈｚ
消費電力：ＡＣ１００Ｖ時15Ｗ

周囲温度 / 周囲湿度
使用環境 / 使用形態

汎用入力 / 汎用出力
取付方法
寸法
質量
材質

通信

電源

機器：ＯＳ種別
（シルエット見守りモニタ）

同梱品
本体、設置マニュアル、保証書
取り付け金具用ねじ M4 × 20（4本）、平ワッシャ（4個）
石膏ボード用ねじ 38㎜（4本）、ACアダプタ
六角ナット M4（4個）、取り付け金具、ブラケット
ブラケットキャップ、すべり止めシート
microSDカード4GB（microSDHC、本体に装着済み）

寸法

仕様

介護職員の負担を軽減します。

高齢者の安全と快適な生活をサポートします。

ご家族との情報共有を確かなものにします。

シルエット見守りセンサは、
現場の介護職員の声、高齢者の声、ご家族の声から生まれた製品です。

シルエット見守りセンサは…

● 着替え時には部屋に入らないで欲しい

● 夜間の見回りで寝付けない。

● 防犯カメラではプライバシーが気になる。

● 何か起きてしまった時の確かな情報がほしい。

ご家族の安心・安全を見守ります。

● 優先度の判断が難しい。

● 入室しないと状況が分からない。

● 夜間の見回りで入居者を起こしてしまう。

5

（※）ブラケット含む、突起部含まず

217 126（※）

11
6

（mm）
84

ブラケット

42
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2.4DS / OF4
●使用周波数帯：本装置は2.4GHz帯の周波数帯を使用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器等、2.4GHz帯の周波数帯を使用する機器がある環境では電波干渉を起こす場合があります。
　他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。
　本製品が2.4GHz帯の周波数帯を使用するDSSSとOFDM変調方式を採用した無線設備で、与干渉距離が40ｍであることを意味します。
－－－－－ 無線LAN機器使用上の注意事項 －－－－－
本製品の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、
ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1．使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2．万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ下記連絡先までご連絡いただき、混信回避

のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3．その他移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、下記連絡先までお問い合わせください。
● Windows10、Windows8.1、Windows7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Intel®は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。　●全てのAndroid™端末において、動作を保証しているわけではありません。
● iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。　● microSDHC™は、SD-3C、LCC の商標または登録商標です。　● Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標または商標です。

TAISコード 01558-000003

○本カタログに掲載している機器は医療用機器、人身事故防止用機器、盗難防止用機器ではありません。
人身事故の被害、盗難等の損害、偶発的な故障や停電等による損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

○外観および仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

https://www.king-tsushin.co.jp

〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6
〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1

☎03（3705）8111
☎045（972）5381

03（3705）8115
092（441）5781
022（291）0881

☎
☎
☎

大 阪 支 店
札幌営業所
名古屋営業所

06（6763）0081
011（807）9681
052（934）0381

☎
☎
☎

お問い合わせ先
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12:00

2017-09-01　 センサ履歴

101号室 Ａさん

15:52:55 モニタ１

起き上がり検知

15:53:02 モニタ１

見守り終了

15:52:45 モニタ１

対応操作

15:52:15 モニタ１

はみ出し検知

離れていても
シルエット動画で様子を確認。
お知らせ時の前後の様子も
記録します。

起き上がりからの一連の動作を、「起き上がり」、「はみ出し」、「離床」、と段階を区別するため、
ケガをする手前で行動を検知し介護事故を予防します。
また1台で高齢者の状態に合わせた見守りが行えるため、複数のセンサを用意する必要がなく、
高齢者の入れ替わりや介護状態の変化にもセンサを変えることなく、そのままご利用することができます。

WOS-114N
導入イメージ

パソコン

ルーター

タブレット端末

スマートフォン

※イラストはイメージです。
※最大8台まで見守りモニタに設定できます。

※最大32台までシルエット見守りセンサを設定できます。
※Wi-FiはSSIDと暗号化キーで部外者がアクセスすることはできません。

施 設

居 室

1台で
6段階を検知

①起き上がり検知 ②はみ出し検知 ③離床検知

④立ち上がり検知 ⑤体動なし ⑥押しボタン
　別途押しボタンをご用意ください。

センサ一覧から
クリップボタンをタップ 画面が切り替わりシルエット動画を再生
※保存容量4GBのmicroSDカードで、履歴時間15秒の場合は最大910件、
　履歴時間60秒の場合は最大227件の保存が可能です。

高齢化社会を迎えた現在において、介護施設の抱える問題は数多くあります。
シルエット見守りシステムは、高齢者の動きをシルエット動画で判別することによって
プライバシーに配慮しながら徘徊やベッドからの落下などの問題を未然に解決します。
長年セキュリティシステム開発で培った技術を介護・福祉分野にて社会に貢献します。

赤外線センサ

検知エリア

500mlペットボトル
約2本分の大きさで
取り付けもカンタン!

シルエット見守りセンサは、介護職員、高齢者、ご家族の安心・安全を見守ります。 従来の見守りセンサは、お部屋に駆けつけるまで高齢者の様子を把握することは出来ませんでした。
当社のシルエット見守りセンサは、灯りのあるお部屋はもとより、
全く灯りのない真っ暗なお部屋であっても、お部屋に駆けつける前にシルエット動画で
高齢者の様子がわかり、駆けつけた時の適切な介助に役立ちます。
また、通常時において入室のタイミングを図ることができ、高齢者が安心して生活できる環境を提供します。

お部屋に駆けつける前に様子を把握できます。

従来の見守りセンサでは、急いでお部屋に駆けつけると単なる寝返りであった、駆けつけた時には
すでに転倒してしまっていたご経験はないでしょうか。
当社のシルエット見守りセンサなら、異なるお部屋からの同時のお知らせでも、
シルエット動画で様子を確認できるため、優先度の判断に役立ちます。

ベッドから起き上がった時に
お知らせします。

顔や手、足などがベッドからはみ
出した時にお知らせします。

高齢者の離床（ベッドにいない
状態）をお知らせします。

優先度の判断に役立ちます。

特長

システムイメージ

いつ、どこで、何があったのか、
実際に起こった事象を、お知らせ後の様子だけでなく、
お知らせ前の様子もシルエット動画で記録を残します。
職員同士での情報共有やご家族への説明時にも役立ちます。
シルエット動画のため、プライバシーにも配慮されています。
従来の見守りセンサにはない、全く新しい機能です。

検知内容とシルエット動画で記録を残します。

無音で
静か

電源ランプ
消灯可能

高齢者に不要なストレスを与えません。

設置・移動がカンタン! 不要なストレスも与えません。

Wi-Fi

見守りモニタ

見守りたい場所にブラケット（取付具）を設置していただくだけで、見守り場所を簡単に
移動することができます。見守りモニタとはワイヤレス接続のため配線作業の手間がなく、
また高齢者の状態に合わせて、設置する部屋を変えるなど、
柔軟に対応していただくことができます。
※ACアダプタとの配線は必要です。

見守り中の画面表示

起き上がり はみ出し 離床

見守り中 お知らせ 確 認

閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん 閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん

お知らせ音とアイコンの変化で
検知をお知らせします。

101号室Ａさん
見守り開始中

見守り開始中

見守り終了中

102号室Ｂさん

103号室Ｃさん

104号室Ｄさん

全て表示 センサ一覧
12:00

並べ替え

101号室Ａさん
見守り開始中

見守り開始中

見守り終了中

102号室Ｂさん

103号室Ｃさん

104号室Ｄさん

全て表示 センサ一覧
12:00

並べ替え 閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん

　　をタップするとシルエット動画
が表示されます。

手元の端末で
離れた場所でも
状況確認!

お知らせと
シルエット動画を
ワイヤレスで送信

2 3 4

本　　　社
横浜テクノセンター

東京営業部
福 岡 支 店
仙台営業所

高齢者

ご家族

介護職員

安心・安全

WOS-114N

WOS-114N

介護の現場における安心安全をご提供する防犯機器も取り扱っております。
防犯カメラシステム
● カメラ映像で施設の安全管理をサポート
適切な場所にカメラを設置することは、介護職員や高齢者のご家族にとって安心
材料となり、不審者の侵入抑止にもつながります。介護職員が少ない夜間も、忙し
く動き回る職員の目をサポートし、施設全体に安心感をお届けします。

入退室管理システム
● 介護職員の安心な出入管理に
スタッフルームや事務所、エレベータなど、施
設内のセキュリティに最適です。介護施設で
一般的に普及しているテンキー式の他、タグ
式、簡易なタイプから出入履歴まで管理でき
るタイプなど、多彩なラインナップを取り揃え
ており、お客様のご要望にお応えします。

その他、心配事やお困りごとがありましたらご相談ください。
屋内用カメラ 屋外用カメラ レコーダー内蔵屋外用カメラ

シルエット動画で動きを見守り、介護職員の負担を軽減します。

シルエット見守りセンサ

WOS-114N

《Ｗｉｎｄｏｗｓ》
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）　Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）
Ｗｉｎｄｏｗｓ７（３２ｂｉｔ/６４ｂｉｔ）
ＣＰＵ：Intel® Core™ i3 プロセッサー 2GHz相当以上
メモリ：３２ｂｉｔは２ＧＢ以上、６４ｂｉｔは４ＧＢ以上
表示解像度：１０２４×７６８以上
表示色数：１６ｂｉｔ ｃｏｌｏｒ以上
ＨＤＤ：空き容量１００ＭＢ以上
《Ａｎｄｒｏｉｄ》
Ａｎｄｒｏｉｄ ４．２ ～ 7．０
《ｉＯＳ》
ｉＯＳ ７．0 ～ 10.1

０℃～４０℃ / ８０％ＲＨ以下（結露しないこと）
屋内 / ２４時間連続運転

２点（無電圧接点入力　ループ抵抗：３００Ω以下） / ４点（ＡＣ/ＤＣ　３０Ｖ　０．１Ａ）
壁面設置方式 / 自立型ポール設置方式（自立型ポールΦ26～32mm）
１16（Ｈ）×２17（Ｗ）×１26（Ｄ）ｍｍ　（突起部含まず）
約７５０ｇ（ACアダプタ含まず）
ＰＣ/ＡＢＳ樹脂　ＵＬ９４Ｖ－０

《有線ＬＡＮ》
通信速度：１０Ｍｂｐｓ/１００Ｍｂｐｓ
数量：１ポート

《無線ＬＡＮ》
無線規格：ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ/ｇ（Ｗｉ-Ｆｉ）　２．４ＧＨｚ帯
通信距離：見通せる場所で１００ｍ

電源供給：専用ＡＣアダプタ
電源電圧：ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ　５０/６０Ｈｚ
消費電力：ＡＣ１００Ｖ時15Ｗ

周囲温度 / 周囲湿度
使用環境 / 使用形態

汎用入力 / 汎用出力
取付方法
寸法
質量
材質

通信

電源

機器：ＯＳ種別
（シルエット見守りモニタ）

同梱品
本体、設置マニュアル、保証書
取り付け金具用ねじ M4 × 20（4本）、平ワッシャ（4個）
石膏ボード用ねじ 38㎜（4本）、ACアダプタ
六角ナット M4（4個）、取り付け金具、ブラケット
ブラケットキャップ、すべり止めシート
microSDカード4GB（microSDHC、本体に装着済み）

寸法

仕様

介護職員の負担を軽減します。

高齢者の安全と快適な生活をサポートします。

ご家族との情報共有を確かなものにします。

シルエット見守りセンサは、
現場の介護職員の声、高齢者の声、ご家族の声から生まれた製品です。

シルエット見守りセンサは…

● 着替え時には部屋に入らないで欲しい

● 夜間の見回りで寝付けない。

● 防犯カメラではプライバシーが気になる。

● 何か起きてしまった時の確かな情報がほしい。

ご家族の安心・安全を見守ります。

● 優先度の判断が難しい。

● 入室しないと状況が分からない。

● 夜間の見回りで入居者を起こしてしまう。

5

（※）ブラケット含む、突起部含まず

217 126（※）

11
6

（mm）
84

ブラケット

42
.5

2.4DS / OF4
●使用周波数帯：本装置は2.4GHz帯の周波数帯を使用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器等、2.4GHz帯の周波数帯を使用する機器がある環境では電波干渉を起こす場合があります。
　他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。
　本製品が2.4GHz帯の周波数帯を使用するDSSSとOFDM変調方式を採用した無線設備で、与干渉距離が40ｍであることを意味します。
－－－－－ 無線LAN機器使用上の注意事項 －－－－－
本製品の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、
ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1．使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2．万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ下記連絡先までご連絡いただき、混信回避

のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3．その他移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、下記連絡先までお問い合わせください。
● Windows10、Windows8.1、Windows7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Intel®は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。　●全てのAndroid™端末において、動作を保証しているわけではありません。
● iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。　● microSDHC™は、SD-3C、LCC の商標または登録商標です。　● Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標または商標です。

TAISコード 01558-000003

○本カタログに掲載している機器は医療用機器、人身事故防止用機器、盗難防止用機器ではありません。
人身事故の被害、盗難等の損害、偶発的な故障や停電等による損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。

○外観および仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

https://www.king-tsushin.co.jp

〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6
〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1

☎03（3705）8111
☎045（972）5381

03（3705）8115
092（441）5781
022（291）0881

☎
☎
☎

大 阪 支 店
札幌営業所
名古屋営業所

06（6763）0081
011（807）9681
052（934）0381

☎
☎
☎

お問い合わせ先
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12:00

2017-09-01　 センサ履歴

101号室 Ａさん

15:52:55 モニタ１

起き上がり検知

15:53:02 モニタ１

見守り終了

15:52:45 モニタ１

対応操作

15:52:15 モニタ１

はみ出し検知

離れていても
シルエット動画で様子を確認。
お知らせ時の前後の様子も
記録します。

起き上がりからの一連の動作を、「起き上がり」、「はみ出し」、「離床」、と段階を区別するため、
ケガをする手前で行動を検知し介護事故を予防します。
また1台で高齢者の状態に合わせた見守りが行えるため、複数のセンサを用意する必要がなく、
高齢者の入れ替わりや介護状態の変化にもセンサを変えることなく、そのままご利用することができます。

WOS-114N
導入イメージ

パソコン

ルーター

タブレット端末

スマートフォン

※イラストはイメージです。
※最大8台まで見守りモニタに設定できます。

※最大32台までシルエット見守りセンサを設定できます。
※Wi-FiはSSIDと暗号化キーで部外者がアクセスすることはできません。

施 設

居 室

1台で
6段階を検知

①起き上がり検知 ②はみ出し検知 ③離床検知

④立ち上がり検知 ⑤体動なし ⑥押しボタン
　別途押しボタンをご用意ください。

センサ一覧から
クリップボタンをタップ 画面が切り替わりシルエット動画を再生
※保存容量4GBのmicroSDカードで、履歴時間15秒の場合は最大910件、
　履歴時間60秒の場合は最大227件の保存が可能です。

高齢化社会を迎えた現在において、介護施設の抱える問題は数多くあります。
シルエット見守りシステムは、高齢者の動きをシルエット動画で判別することによって
プライバシーに配慮しながら徘徊やベッドからの落下などの問題を未然に解決します。
長年セキュリティシステム開発で培った技術を介護・福祉分野にて社会に貢献します。

赤外線センサ

検知エリア

500mlペットボトル
約2本分の大きさで
取り付けもカンタン!

シルエット見守りセンサは、介護職員、高齢者、ご家族の安心・安全を見守ります。 従来の見守りセンサは、お部屋に駆けつけるまで高齢者の様子を把握することは出来ませんでした。
当社のシルエット見守りセンサは、灯りのあるお部屋はもとより、
全く灯りのない真っ暗なお部屋であっても、お部屋に駆けつける前にシルエット動画で
高齢者の様子がわかり、駆けつけた時の適切な介助に役立ちます。
また、通常時において入室のタイミングを図ることができ、高齢者が安心して生活できる環境を提供します。

お部屋に駆けつける前に様子を把握できます。

従来の見守りセンサでは、急いでお部屋に駆けつけると単なる寝返りであった、駆けつけた時には
すでに転倒してしまっていたご経験はないでしょうか。
当社のシルエット見守りセンサなら、異なるお部屋からの同時のお知らせでも、
シルエット動画で様子を確認できるため、優先度の判断に役立ちます。

ベッドから起き上がった時に
お知らせします。

顔や手、足などがベッドからはみ
出した時にお知らせします。

高齢者の離床（ベッドにいない
状態）をお知らせします。

優先度の判断に役立ちます。

特長

システムイメージ

いつ、どこで、何があったのか、
実際に起こった事象を、お知らせ後の様子だけでなく、
お知らせ前の様子もシルエット動画で記録を残します。
職員同士での情報共有やご家族への説明時にも役立ちます。
シルエット動画のため、プライバシーにも配慮されています。
従来の見守りセンサにはない、全く新しい機能です。

検知内容とシルエット動画で記録を残します。

無音で
静か

電源ランプ
消灯可能

高齢者に不要なストレスを与えません。

設置・移動がカンタン! 不要なストレスも与えません。

Wi-Fi

見守りモニタ

見守りたい場所にブラケット（取付具）を設置していただくだけで、見守り場所を簡単に
移動することができます。見守りモニタとはワイヤレス接続のため配線作業の手間がなく、
また高齢者の状態に合わせて、設置する部屋を変えるなど、
柔軟に対応していただくことができます。
※ACアダプタとの配線は必要です。

見守り中の画面表示

起き上がり はみ出し 離床

見守り中 お知らせ 確 認

閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん 閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん

お知らせ音とアイコンの変化で
検知をお知らせします。

101号室Ａさん
見守り開始中

見守り開始中

見守り終了中

102号室Ｂさん

103号室Ｃさん

104号室Ｄさん

全て表示 センサ一覧
12:00

並べ替え

101号室Ａさん
見守り開始中

見守り開始中

見守り終了中

102号室Ｂさん

103号室Ｃさん

104号室Ｄさん

全て表示 センサ一覧
12:00

並べ替え 閉じる
12:00

シルエット

見守り開始

101号室Ａさん

　　をタップするとシルエット動画
が表示されます。

手元の端末で
離れた場所でも
状況確認!

お知らせと
シルエット動画を
ワイヤレスで送信

2 3 4
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