
「① 移乗介護」、「② 移動支援」、「③ 排泄支援」、「④ 見守り・コミュニケーション」、「⑤ 入浴支援」、「⑥ 介護業務支援」の場面で活躍する介護ロボットの導入に対し、１台につき最大30万円を補助します。

以下の介護ロボットは例示ですので、一覧にない機種が補助対象になるかは、お気軽に補助金申請窓口（045-662-9538）にお問合せ下さい。

補助対象ロボット一覧は随時、更新（ロボットの追加）をする予定です。

分野 NO 機器の名称
メーカー・
代理店の名称

ホームページURL 機器の概要 参考価格

1

腰補助用マッスルスーツ®

株式会社イノフィス

部　　署：営業部
担 当 者：依田　大
電話番号：03-5225-1083

https://innophys.jp/

・空気圧によって収縮する人工筋肉を採用し、自然で滑らかな動きが実現します。
　また、バッテリーや外部電源は要らず、手動式のポンプで空気を注入することで使用できます。

・人工筋肉の働きで身体をサポートし、移乗時や、排泄介助やベッドメイク等の前傾姿勢での
　動作時も、楽に介助ができるようになります。

・介助者の腰への負担を軽減することで、職場での腰痛予防につなげることができます。

・装着は、所要時間約10秒。ベルト類を締めるだけで準備でき、機器が苦手な女性も抵抗なく
　使用いただけます。

メーカー希望
小売価格

498,000～
800,000円
（税別）

2

ロボットスーツHAL®
介護支援用 腰タイプ

Prof. Sankai, University of
Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

CYBERDYNE株式会社

部　　署：営業部門
電話番号：029-869-8448

湘南ロボケアセンター株式会社

部　　署：営業統括部
電話番号：0466-31-0821

CYBERDYNE株式会社
http://www.cyberdyne.jp/produc
ts/Lumbar_CareSupport.html

湘南ロボケアセンター株式会社
http://www.robocare.jp/shonan/

・人が体を動かすときに脳から筋肉へ送られる信号”生体電位信号”を読み取ることで装着者の
　思い通りの動きをアシストします。ベッドから車いすへの移乗介助などを行う際の、腰部の筋肉、
　腰椎、椎間板にかかる負荷を低減することで、腰痛を引き起こすリスクを減らし、いつのも介護
　を楽に行えます。

・防水機能が追加されたため、介護動作の中でも負荷の大きかった入浴介助にも使用することが
　出来ます。

・約3kgの軽さとコンパクトさを実現。排泄介助などの長時間の中腰維持や、アシストの不要な
　歩行時の快適さを追求した新たなアルゴリズムを採用し、長時間の装着でも負担の少ないように
　配慮しました。充電式のバッテリ駆動で、使いたい場所で使用することができます。

・補助量をたった2つのボタンで設定することができるので、誰でも簡単にお使い頂けます。
　自力で持てないほどの大きな力は出ないように制御するので安全です。

・病院・介護施設での労働環境改善や労働災害防止への活用が期待されています。

2,000,000円
（税込）

※初期導入費用および保守
費用が別途かかります。定
額保守サービスは利用期間
中は自動更新となり最長期
間を５年といたします。

※レンタルプランもあり

3

エアロバック

メーカー：
株式会社サステクノ
担 当 者：藤村
電話番号：0178-20-7875

販売代理店：
日本物産株式会社
部　　署：法人営業推進部
電話番号：03-5550-9404

株式会社サステクノ
https://sustechno.co.jp/

日本物産株式会社
https://www.nihon-bussan.co.jp/

【介護、工場、物流、農作業など、あらゆる作業の現場で腰の負担を大幅に軽減します】
・重量1.8kgと軽量。介護の女性でも使いやすいです。

・軽量な分、長時間の使用でも疲れにくいです。

・力強い補助力、18kgf。身体に装着し人工筋肉と圧縮空気の駆動により、連続した使用とで
　人間の機能を拡張・補助するツールです。

・突然の雨でも大丈夫！生活防水対応。

・駆動がマッスルスーツ同様、人工筋肉と圧縮空気である為、連続した使用が可能です。

・メンテナンスフリーで故障のリスクも低いです。

300,000円
（税抜）

令和元年度 神奈川県「介護ロボット導入支援事業」の補助対象ロボット一覧（例示）

移
乗
介
助
（

装
着
型
）

https://innophys.jp/
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/


4

離床アシストロボット
「リショーネPlus」

パナソニック エイジフリー株式会社

部　　署：ケアプロダクツ事業部
　　　　　営業企画部
電話番号：06-6908-8122

https://sumai.panasonic.jp/agefr
ee/products/resyoneplus/

・電動ケアベッドと電動フルリクライニング車いすが融合した新発想の介護ロボット。
　　1：ベッドから車いすへの移乗介助が１人でできる。
　　2：導入直後にケアスタッフの負担が大幅改善。
　　3：ご利用者の生活範囲拡大でＱＯＬ向上。より魅力的な施設へ。

・ロボット技術の応用により、構造の異なる電動ケアベッドと電動フルリクライニング車いすを
　コンパクトに融合し、抱き上げ不要の新たなベッド～車いす間の移乗方法を実現。

メーカー希望小売価格

900,000円
（税別，配送組立費用別）

5

移乗サポートロボット
Hug　L1

株式会社ＦＵＪＩ

部　　署：第一営業部第４営業課
担 当 者：長江　智子
電話番号：0566-55-8800

https://www.fuji.co.jp/items/hug
/hugl1

・ベッドから車椅子への移乗動作、お手洗、脱衣場での立位保持でお役に立てるロボットです。
　起立動作の際には、ご自身の脚力を活かしながら　最小限の介助で移乗することをサポート
　します。

・介護者の身体的負担が減り、腰痛予防にも繋がります。

・コンパクトに設計されております。

・リモコン操作でどなたにも簡単に操作できます。

・ハーネス等を使用せず、準備に時間をとられずサッと使用できます。

880,000円
（非課税）

6

自立支援型移乗介助
ロボット「愛移乗くんⅡ」

株式会社アートプラン

部　　署：福祉機器部
担 当 者：渡辺　正
電話番号：0749-25-1294
　　　　（福祉専用ダイヤル）

http://www.artplan.ne.jp/fukusiki
ki.html

・既存商品の「愛移乗くん」は、おんぶの姿勢をして移乗動作をしましたが、腰が曲がらなく
　おんぶの姿勢が出来ない、より重度な方の為に「愛移乗くんⅡ」が誕生しました。座った
　状態からでも移乗動作が簡単に行えます。
　
・施設等での利便性を大幅に向上しました。①無線式リモコンスイッチ　②バッテリ搭載
　③移動用キャスタ、ワンタッチ出入　④防滴仕様。

・要介護者の自立、及び精神的（おむつを余儀なくされている）負担や介助者の身体的負担
　も解消でき主要箇所に数台設置することで、省人化・効率化が図れます。

688,000円
（非課税）

7

ROBOHELPER　SASUKE

マッスル株式会社

部　　署：ヘルスケア部
電話番号：06-6229-9550

http://www.musclecorp.com/ind
ex.php

・SASUKEは、従来にはなかった「抱き上げ式」でベッド⇔車椅子の移乗をアシストします。

・専用シートを敷き込み、その両端にSASUKEのアームを通して、シート全面で抱き上げます。

・専用シート全面で体圧を分散し、揺れのない安定した移乗を行う事で、介護をうける方の
　身体的負担を軽減します。

・シンプルなレバー操作で、座位から臥位まで自由な姿勢を保持する事ができるので、
　標準型車いすやリクライニング車いす、ストレッチャーに幅広く対応できます。

・一人でも、軽い力で移乗介助をおこなうことができます。

・シンプルな操作と安定した乗り心地で、介護をうける方・おこなう方の双方に、やさしさ
　と安心をお届けできるロボットです。

TAISコード価格

SASUKE本体
998,000円

専用シート
37,000円

移
動
支
援

8

リトルキーパスS

株式会社幸和製作所

部　　署：営業本部 営業2部
　　　　　関東営業2課
担 当 者：今村　紀彦
電話番号：048-650-2451

http://www.tacaof.co.jp/product
s/products.php?id=517

・計量・コンパクトになった新型オートアシスト機能付き歩行車です。
　
・ジャイロセンサー、加速度センサー、静電センサー感知によるオートサポート歩行車。

・上り坂では、オートアシストで上りを楽に。下り坂では、オートブレーキで安心のサポート。

・左右タイヤが同速度で回転するように自動で制御されるので、坂道での横流れを防止。

・転びそうになったら、急発進を感知し、転倒防止ブレーキ。

148,000円
（税別）

移
乗
介
助
（

非
装
着
型
）

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/
http://www.artplan.ne.jp/fukusikiki.html
http://www.artplan.ne.jp/fukusikiki.html
http://www.musclecorp.com/index.php
http://www.musclecorp.com/index.php
http://www.tacaof.co.jp/products/products.php?id=517
http://www.tacaof.co.jp/products/products.php?id=517


9

ロボットアシスト
ウォーカーRT.1

RT.ワークス株式会社

部　　署：営業部
担 当 者：松井　由江
電話番号：06-6975-6650

https://www.rtworks.co.jp/produ
ct/rt1.html

・上り坂でパワーアシスト、 下り坂で自動減速をおこなう他、 坂道で手を放しても自動でブレー
　キがかかって止まるので安心です。

・ハンドルに手を添えて歩くだけの簡単操作で、各種センサーが路面の状況、歩く速度、荷物の重
　さを検知し、歩行を安全に導きます。

・ＧＰＳとインターネットを利用した「見守り機能」や「緊急通知機能」で、利用者も介護者も安
　心してお使いいただけます。

248,000円
（税別）

（おさんぽケアサービスス
タンダード3年付）

10

ロボットアシスト
ウォーカーRT.2

RT.ワークス株式会社

部　　署：営業部
担 当 者：松井　由江
電話番号：06-6975-6650

https://www.rtworks.co.jp/produ
ct/rt2.html

・上り坂でパワーアシスト、 下り坂で自動減速をおこなう他、 坂道で手を放しても自動でブレー
　キがかかって止まるので安心です。

・ハンドルに手を添えて歩くだけの簡単操作で、各種センサーが路面の状況、歩く速度を検知し、
　歩行を安全に導きます。

118,000円
（税別）

11

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

部　　署：ライフサポート事業部
電話番号：03-3502-1422

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

・道路の傾斜や歩行速度を自動で感知し自動アシスト自動制御する移動支援ロボットです。

・角度感知機能により上り坂はモーターによるアシストを、下り坂は自動ブレーキにより
　ゆっくり進むことができます。

・片流れ防止機能により直進性を高めます。安定して歩くことができ、転倒リスクが減少
　します。

220,000円
（税別）

12

ベッドサイド水洗トイレ

TOTO株式会社

部　　署：お客様相談室
電話番号：0120-03-1010

http://www.toto.co.jp/products/
ud/bedsidetoilet/

・介護する方もされる方も、最も気を使う排せつ介助。後付けができ、排せつにまつわる様々な
　問題を改善します。

・汚物を粉砕し圧送することで、細い排水管を実現。これまで困難とされていたベッドサイドへ
　後付けできる水洗トイレです。
　- 水洗トイレのため、排せつ物の後始末が不要です。洗浄はボタンひとつで簡単に流せます。
　- 便座には、脱臭機能も付いています。
　- 温水でおしりが洗えるから清潔です。さらに暖房便座付なので、冬でもあたたか。
　- アームレストは、はね上げ式で介助時やアプローチの妨げになりません。安心のロック付き。
　- 後部のキャスターを使って、動かすことができます。
　- 異常があった場合はブザーとランプでお知らせします。
　- ガーゼや尿取りパッドなどの水に流せないものを落とした場合は、後ろのカバーを開けて
　　取り出せます。

398,000円
（税別）

13

i Carebot

アルトンジャパン株式会社

電話番号：03-6240-2120
http://www.altonjapan.co.jp/

・AIの制御技術を用いて要介護者の排泄物をセンサーが認識し、吸引・洗浄・温風乾燥まで
　自動で行う排泄ロボット。

・要介護者の尊厳を守りながら、介護側の排泄介助の負担を軽減することでストレスを
　取り除き、ゆとりある理想的な介護環境を保つことが可能になる。

540,000円

移
動
支
援

排
泄
支
援

https://www.rtworks.co.jp/product/rt1.html
https://www.rtworks.co.jp/product/rt1.html
https://www.rtworks.co.jp/product/rt2.html
https://www.rtworks.co.jp/product/rt2.html
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/
http://www.toto.co.jp/products/ud/bedsidetoilet/
http://www.toto.co.jp/products/ud/bedsidetoilet/
http://www.altonjapan.co.jp/


14

水洗式ポータブルトイレ
「流せるポータくん3号」

株式会社アム
　
部　　署：福祉事業部
電話番号：076-288-8655

http://www.pota-kun.jp

・アムのポータブルトイレはもうバケツを持って捨てに行く必要はありません。ボタンをポンと
　押すだけで水が後片付けしてくれます。昨今、排泄支援の生活･介護支援ロボットとして注目
　を頂いております。

・水洗式のポータブルトイレは従来のバケツ式ポータブルトイレと違い居室に臭いが残りません。
　また、バケツの後始末や見守り等の施設スタッフ様の介護業務の軽減に役立てる事が出来ます。
　居室の手洗い等を活用して最短、2時間程度で居室に水洗トイレを取付ける事が出来ます。

標準便座タイプ
298,000円
（税別）

洗浄便座付きタイプ
348,000円
（税別）

15

水洗ポータブルトイレ
キューレット

アロン化成株式会社

部　　署：ライフサポート事業部
電話番号：03-3502-1422

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

・排泄物の処理負担を軽減する排泄支援ロボットです。

・ポータブルトイレの処理とニオイの問題を解決します。

・新幹線で使われているトイレと同じような原理で流す真空排水式のポータブルトイレです。

・排水方式は、工事不要で排泄物を密閉容器に複数回貯留できる室内仕様と、工事を行い排泄物
　を直接下水へ排水する屋外仕様が選べます。

・トイレと排水装置は、室内はホースで接続し、屋外は配管で接続します。

525,000円～
（税別）

16

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

部　　署：ライフサポート事業部
電話番号：03-3502-1422

https://www.aronkasei.co.jp/anju
/products/533613/

・排泄物の処理負担を軽減する排泄支援ロボットです。

・ポータブルトイレの処理とニオイの問題を解決します。

・自動ラップ機能で排泄物の後処理が簡単です。

128,000円～
（税別）

17

排尿予測デバイス
「DFree」

トリプル・ダブリュー・ジャパン
株式会社

部　　署：営業部
電話番号：03-5459-1295

https://dfree.biz/professional/
・超音波センサーを下腹部に装着し、膀胱の変化を捉えることで、トイレのタイミングを事前に
　スマートデバイスやパソコンにお知らせする排尿予測デバイス「DFree」。

200,000円～

見
守
り
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

18

見守りケアシステムM-2

フランスベッド株式会社

部　　署：病院神奈川営業所
担 当 者：森　康太
電話番号：046-265-5180

http://www.francebed.co.jp/iryof
ukushi/special/mimamori2/index
.html

・ベッド上のセンサーでご利用者の体動や離床動作を検知し、ナースコールへ通知します。

・選べる5つの通知モード（「① 動き出し」、「② 起上がり」、「③ 端座位」、「④ 離床」、
　「⑤ 離床管理」）で、ベッド上の利用者の動きをお知らせします。

・行動履歴の分析、リアルタイムの状態表示など、さらに詳しい情報を取得できます
　（オプション）。

・操作方法が表示されるので、取扱説明書不要で、どなたでも簡単に設定・操作ができます。
　また、誤操作を防ぐキーロック機能付です。

・利用者のおおよその体重を測定でき、体重の履歴表示が可能です。

867,000円
（税別）

排
泄
支
援

http://www.pota-kun.jp/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533618/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533613/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533613/
https://dfree.biz/professional/
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シルエット見守りセンサ

キング通信工業株式会社

部　　署：市場開発部　市場開発課
電話番号：03-3705-8110

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

・ベッドからの「起き上がり/はみ出し/離床」を区別して正確にお知らせします。

・シルエット画像でご利用者様の動きが確認でき、プライバシー保護しながら、転落・徘徊
　などの問題を解決します。
　
・サーバー必要なく、センサ一台から運用可能です。

・ワイヤレス対応のため、大掛かりな配線工事を行うことなく使用することができます。

・履歴はセンサ本体のSDカードに保存され、施設内の情報共有やご家族への説明に役立ちます。

・設置位置は限定しなく、簡単に移設・設定できます。

300,000円
（税別）

20

見守り支援ベッドシステム

パラマウントベッド株式会社

部　　署：横浜支店　営業1課
担 当 者：戸田　和彦
電話番号：042-795-8800

http://www.paramount.co.jp/pro
duct/detail/index/10/P0052855

・ベッドに内蔵したセンサーがご利用者様の起き上がりや離床をナースステーションに通知
　します。

・通知するタイミングがご利用者様の状態に応じて、４つのタイミングから選べます。

・センサーがベッドに内蔵してあるので、断線等の故障が少なく、ベッドの電源で使用する
　ことが可能です。

740,000円
（税別）
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aams.介護

株式会社バイオシルバー

部　　署：横浜営業所
担 当 者：坂井　久雄
電話番号：045-548-5076

http://www.biosilver.co.jp/

・マットレスの下に敷いて寝るだけでご利用者様の心拍・呼吸・体動の状態をリアルタイムに
  モニターすることができます。ターミナルケアや褥瘡が心配な方のお役にたちます。

・複数のご利用者様を同時に見守ることができ、夜間の少人数での見守りに最適です。

・見守り画面一覧で心拍・呼吸・体動の状態をモニター表示。着床のマークも表示されるため、
　居室まで行かなくてもベッドの上にいるかいないか確認可能で、離床センサーとしても
　ご利用できます。

・一定時間身体の動きがない場合にもお知らせが可能です。体位変換の目安になります。

・あらかじめアラートを設定しておくことで、ご利用者様に急な体調の変化があった場合には
　アラートでお知らせします。

・ナースコールと連動も可能です（オプション）。

※ご利用にあたりましては、管理マスターサーバー（必須）、モニター（必須）、ネットワーク
　周辺機器（要現地調査）が必要になります（別途見積）。

178,000円
（税別）
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非接触バイタル生体センサー

株式会社ミオ・コーポレーション

部　　署：センサー事業部
担 当 者：鎌形　佳正
電話番号：045-624-9928

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

・マイクロ波で常時「脈」・「呼吸」・「体の動き」を感知する非接触バイタル生体センサーを
　使用し、いずれから無くなった場合、自動でナースコール経由で発報しスタッフの呼び出しを
　かけます。また内臓のSDカードに1週間分の脈・呼吸・体動のログデータを蓄積できます。

・24GHzのマイクロ波を使用し、衣服、マットは透過し、体表の動きを直接感知します。電波の
　出力も3mWで体の内部に入らず、ペースメーカーも問題ありません。

・専用の受信機（SP-100Aセンサープラス）が必要です。

80,000円
（税別）

（ベッドセンサー＋SP-
100Aセンサープラスのみ、
分岐BOX＆工事費は別途）
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23

PALRO

富士ソフト株式会社

部　　署：パルロセンター
担 当 者：瀬古　愛美
電話番号：050-3000-2136
メールアドレス：
　　　　palro-center@fsi.co.jp

https://palro.jp/

・PALRO（パルロ）は、人工知能を搭載したコミュニケーションロボットです。
　100人以上の人の顔と名前を覚え、名前を呼びかけながら積極的に話しかけます。

・【見守り業務の負担軽減】
　職員による見守りが必要な時間に、人工知能を搭載しセンサーで人を認識できるPALROが毎日
　日替わりで入居者に対しレクリエーションを行ったり、お名前を呼んで個別の会話を行ったり
　することで、入居者の関心を引き付け、一定時間介護者の手を空けることで、介護者の見守り
　業務の負担軽減につなげる。

・【レクリエーション】
　得意のレクでは、「レクやって」と話しかけるだけで、約20分ほどのレクを365日日替わりで
　行います。パルロが、ダンスやうた、ゲーム、クイズ、体操、落語などの豊富なコンテンツの
　組み合わせながら司会進行を行います。

・【体操】
　体操のインストラクターも行うことができ、高齢者の機能訓練や体を動かすきっかけづくりにも
　つながります。

本体価格
670,000円

PALROアップグレード

サービス：36,000円

レンタルサービス
（24ヶ月）：30,000円

（月額）

※送料別、税別
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3次元電子マット式
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

部　　署：新規事業課
担 当 者：久保田　景子
電話番号：073-456-3966

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

・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。

・危険につながる予兆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。

・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。

・生体モニター（オプション）は、対象者の３種の生体状態（体動、静止、停止）をリアルタイム
　に把握することができ、主に看取り介護における訪室回数の削減等にご利用いただけます。

398,000円
（税別）
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認知症外出通報システム
「おでかけキャッチ」

フランスベッド株式会社

部　　署：メディカル大和営業所
担 当 者：平井　隆志
電話番号：046-200-4881

http://www.francebed.co.jp/medi
cal/products/odekake_catch.htm
l

・ご利用者には何も負担をかけない、何も持たせない新発想の「認知症外出通報システム」です。

・ご利用者の意思を尊重しながら、ご家族・介護者の負担を軽減し、出来る限り住み慣れた住まい
　で暮らし続けることをサポートします。

・玄関を通過するとお知らせ。認証キーを持たないご利用者本人が本体ユニットの前を通過する
　と、人感センサーが反応し識別→受信機を持つご家族・介護者に音と光と画面表示でお知らせ
　します。

・ご家族であることを認識。認証キーを持ったご家族・介護者が本体ユニットの前を通過しても、
　本体ユニットが関係者であることを識別します。

224,640円
（税込）

26

見守り支援システム
（眠りＳＣＡＮ）

パラマウントベッド株式会社

部　　署：横浜支店　営業1課
担 当 者：戸田　和彦
電話番号：042-795-8800

http://www.paramount.co.jp/lear
n/reductionworkburden/nemuris
can

・マットレスの下に敷いたシート型センサーが、ご利用者様の状態（睡眠、覚醒、起き上がり、
  離床）を測定します。

・ご利用者様の状態のリアルタイムモニタリングや管理が可能です。

・予め設定することにより、ご利用者様の状態変化をパソコンや携帯端末に通知します。

750,000円
（税別）
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http://www.paramount.co.jp/learn/reductionworkburden/nemuriscan


27

非接触・無拘束ベッド見守り
システムOWLSIGHT福祉用

株式会社イデアクエストイノベーション

部　　署：営業部
担 当 者：滝川　亨
電話番号：044－201‐4882

http://www.ideaquest4u.com/pr
oducts/products01/p01_01/

・赤外光センサーと人工知能を用いて、被介護者を非接触・無拘束に見守ります。被介護者には、
　普段どおり快適に生活していただくことができます。

・立ちあがる、柵にもたれるといった姿勢の変化による大きな動きと、もだえ、ふるえのような
　小さな動きのどちらも検出可能なセンサーで、ベッド上での転倒転落や離床徘徊につながる姿勢
　の変化や生体反応未検知、非安静状態を検出し、介護者がお持ちのスマートフォンに通報します。

・プライバシーに配慮した画像で記録された約3か月にわたる被介護者の状態を、介護者はスマート
　フォンでいつでも確認できます。

350,000円
（税別）

　※スマートフォン、

設置費用を除く

28

　服薬支援ロボ

ケアボット株式会社

担 当 者：角田
電話番号：03-6222-1062

https://www.saintcare-
carebot.com/product/product01.
html

・お薬の飲み過ぎや飲み忘れ、飲み間違いを予防し、服薬コンプライアンスが改善すると共に、残
　薬の管理を支援致します。

・お客様の服薬管理の自立を促し、医師やケアマネジャー、 訪問看護、ご家族からのニーズに応
　え、服薬管理の連携もスムーズにします。

120,000円
（税別）

29

施設向けみまもりシステム
「安心Ver2」

株式会社エイビス

部　　署：東京支店営業部
担 当 者：配島　達也
電話番号：03-5232-3678

https://www.aivs.co.jp/watch_ind
ex/

・ベッドにかかる圧力と体動から、正確に「起き上がり」、「片寄り」、「離床」などご利用者の
　6パターンの状態を判定して通知します。寝返り時の誤報はほとんどありません。

・マットレスの下にセンサーを設置するため、ご利用者に気付かれずに精神的な負担を軽減します。
　また、従来の製品と比べて汚れることもなく長期間利用できます。

・低反発マットレスやエアマットレス、布団など様々な環境で利用できます。

・施設の設備やご予算に合わせて次の通知方法を選択できます。
　- ナースコールからの通知(ナースコール接続型)
  - 専用受信機からの通知(通報器接続型)
  - 携帯端末からの通知(サーバー管理型)

・ナースコール接続、通報器接続型でもパソコンやスマホからセンサーの履歴を確認して、ケア計画
　の立案に役立てることができます。
　
・カメラでご利用者が離床する際の映像の確認や記録の録画も対応できます。(サーバー管理型のみ)

ナースコール接続型
175,000円（税別）

通報器接続型

200,000円（税別）

サーバー管理型5床分
2,000,000円程度(税別)

各タイプの機器構成と
価格はご相談ください

30

見守りライフ

トーテックアメニティ株式会社

部　　署：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
担 当 者：常冨　康平
電話番号：03-5657-3216

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

・既存のベッド脚に簡単に取り付けるだけで導入できる介護用の見守りセンサです。

・ベッド脚に取り付けたセンサが、ご利用者様の変化にいち早く気付き、転倒・転落リスクの
　低減に貢献します。

・生活リズムやバイタル情報を蓄積・管理することで、夜間の行動パターンの把握や睡眠状況
　の把握が可能となるため、生活改善・介護プランに活用できます。

・人手が少ない夜間などに介護スタッフの負担軽減を図り、介護の質向上に貢献します。

センサー機器：
178,000円～（税別）

月額利用料：
1,900円（税別）

※導入設置費は別途相
談
※レンタル取扱あり

31

離床・見守りセンサー

株式会社メディカル プロジェクト

部　　署：営業部
担 当 者：足立　匡弥
電話番号：054-252-1141

http://www.medicpro.co.jp/mima
mori.html

・センサーを設置したベッドに寝るだけで呼吸・脈拍・離在床の見守りが可能です。耐圧分散
　マットレス（エアーマットレス等）の下に設置可能です。

・「離床・見守りセンサー」を使用することで職員数の少なくなる夜間において利用者の急変
　や転倒/転落に対応する体制を整えることが可能です。

・ベッドからの離床行動を起こした際、脈拍や呼吸が予め設定された正常範囲から逸脱した際
　に施設のナースコールまたはステーションに設置したPCに報知する。ベッドサイドに設置
　する小型モニタに呼吸や脈拍の表示が可能です。

・「離床・見守りセンサー」を看取り期の利用者へ設置することで呼吸や脈拍の異変時に
　ナースコールへの報知が可能です。また、離床検知機能により徘徊への早期対応が可能です。

ナースコール連動タイ
プ

190,000円
（税別）

パソコン連動タイプ
別途お見積り

※ナースコールによっ
ては別途費用がかかる

場合があります。
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Dream Care

株式会社DREAM TOKYO

部　　署：営業部
担 当 者：松村・杉野
電話番号：03-5981-8410

http://dream-tokyo.com/

・Dream Care（ドリームケア）は、非接触で呼吸・脈拍・体動を検知可能なバイタルセンサーを
　活用して、入居者様の状態を画面上に一覧表示し介護スタッフの業務を支援します。

・プライバシーに配慮した録画録音機能で映像記録を残し万一、事故や事件の場合のエビデンス
　として施設側のリスクマネジメントにも貢献を目指したシステムです。

・バイタルセンサーを使用して、バイタル異常状態・徘徊検知・ベッド上での起き上る初期動作を
　検知して早めの段階で判定しアラートを通知します。
　アラートはスタッフ用PCにアラートメッセージ表示、警告音、またスマートフォン、
　タブレットへはメールでアラートの通知します。

・居室の様子を画像(静止画)にて確認出来るスナップショット機能も搭載しております。

380,000円
（税別）

33

見守りシステム「ケアワン」

NISSHA株式会社

部　　署：ディバイス事業部
担 当 者：澤
電話番号：0120-248-506

http://www.nissha.com/products
/dev/wireless/examples.html#he
ading11

・ケアワンはロボット技術を用いて、見守りをはじめとする介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、
　それを基に、高齢者等の必要な支援に活用することを可能とするシステムです。

・センサーは電源工事不要でかんたん設置
　- 太陽電池式だから大がかりな電源工事が不要です。設置するだけでその日からお使いいた
　　だけます。

・電池交換不要でメンテナンス要らず
　- 設置したセンサーだけで状況を判断するので、機器を身に着ける必要がありません。
　　着け忘れや紛失がなく、運用がかんたんです。

・リモコンでかんたん操作
　- 面倒なPC操作は必要ありません。テレビのようにリモコン操作で、どなたにも簡単に
　　ご利用いただけます。

・カメラ不使用で利用者も安心です。

お問い合わせください
75,000円～

（設置居室数によります）

34

Pepper for Biz

ソフトバンクロボティクス株式会社

部　　署：Pepper事業本部 事業推進
          統括部 事業推進本部
　　　　　事業推進課
担 当 者：河村　一輝
電話番号：03-6889-2450

https://www.softbank.jp/robot/b
iz/

Pepperには人との生活ができるよう、最先端の技術が詰め込まれており、頭や腕、腰などの可動部を
フルに使った自然な動きで、人間のように生き生きとしたコミュニケーションが可能です。また、
ロボアプリを配信することで高齢者との会話によるコミュニケーション、レクリエーションを自動で
進行、徘徊者のみまもり等、介護職員への業務支援に活用することが出来ます。

【ロボアプリ一覧】※ロボアプリによっては本体とは別にアプリ使用料がかかる場合があります。

- まいにちロボレク
　身体体操、歌や口腔体操、脳体操などレクリエーションの種類が豊富で、1対1または、複数人
　でのレクリエーションの選択が可能です。さらに、顔認証機能で利用者様の名前を呼びながら、
　あいさつ、会話が出来、利用者様のレクリエーションデータの推移も記録できるので、利用者の
　変化を見逃しません。利用者の身体・認知機能の維持・改善はもとより、介護施設の現場で課題
　となっている人材不足とコンテンツ不足の解消に繋がります。
- ちょっとおしゃべり
　Pepperが、施設のスタッフに代わり利用者のお話し相手になります。まるで孫のように振る舞う
　Pepperが、現場を和ませるだけでなく、業務負担軽減にも繋がります。
- 徘徊みまもり
　認知症患者の徘徊を検知した時に、呼び込み、会話を行って患者の興味をひきながら写真と
　メッセージを介護職員へ通知します。

レンタル契約
1,980,000円（税別）

（月額55,000円×36ヶ月）
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http://dream-tokyo.com/
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リコーみまもり
ベッドセンサーシステム

リコージャパン株式会社

部　　署：ＩＣＴ事業本部
　　　　　エッジソリューション
　　　　　企画センター
　　　　　ヘルスケア事業企画室
電話番号：050-3534-6667

https://www.ricoh.co.jp/bedsens
or/

・ベッドの脚に設置した荷重センサーが利用者様のベッド上の状態を検知し、介護スタッフに
　知らせます。
　- 利用者一人ひとりのベッド上での状態（位置、体動、姿勢など）をリアルタイムに表示。
　- 各ベッドの状態を「通常・注意・警告」に色分けして表示し、警告時にはアラームを発報。
　- 睡眠・覚醒・離床といった活動状態、参考体重を表示。

・それらのデータの蓄積することで、利用者様の離床タイミングや24時間の生活リズムを
　把握できます。

【特長】
・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。

タイプC1
　200,000円（税別）

タイプC1
増設キット

　180,000円（税別）

月額利用料
　1,900円（税別）

※ 導入設置諸費用
は別途
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SensingWave

凸版印刷株式会社

部　　署：環境デザイン事業部
　　　　　まちづくり本部
担 当 者：岩切　のり子
電話番号：03-3835-6462

https://www.toppan.co.jp/

【システム】
　- シート型センサーをベッドのマットレス下に設置し、非接触でご利用者様の心拍数、
　　呼吸数、体動をリアルタイムに計測できます。
　- 計測したデータはクラウド上のデータベースで管理し、独自に開発したアルゴリズム
　　から睡眠の状態（深い/浅い睡眠・覚醒）を解析でき、「ご利用者様の生活の質向上の
　　検討」や「職員の業務負荷軽減」に役立てることができます。
　- 心拍相当数、呼吸相当数、寝返り回数、睡眠状態（入眠・覚醒）、睡眠時間、離床・
　　入床などをインターネット上で閲覧することができ、施設職員の皆様は勿論、遠隔地
　　のご家族様にも情報を共有できます。

【機能】
　- ご利用者様ごとに毎日レポートを作成でき、介護記録と一緒に保存できます。
　- イベント（例：覚醒）の閾地を任意に設定することができ、イベントが発生した際に
　　はメールでの通知及び画面表示ができます。
　- ナースコール、インカム一体型スマートフォンとの連携ができます(オプション)。
　- 停電時等で一時停止をしても、自動復旧するため安心して利用できます。

本体価格
170,000円
（税別）

※施設内の通信環境に
よって、価格は前後し

ます。
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個室型高齢者施設向け
見守り支援・生活記録
システム「もりん」

ドーンコーラス合同会社

電話番号：03-6755-8046
http://www.dawnchorus.co.jp

・個室タイプの高齢者施設（介護施設）の利用者さまの見守りを支援し、居室内での利用者様の
　生活と居室の状況を記録するシステムです。

・複数のセンサーによって状況を認識し、その情報を解析し、居室での利用者さまの状態
　（「臥床」「寝返り」「室内歩行」「離床」「座位」）を、PCやタブレットにリアルタイムに
　一覧表示します。また、座位や離床、室温異常、心拍・呼吸の停止（看取り）などを通知する
　介護ロボットとして、スタッフを支援します。

・バイタルセンサー（拡張機器／オプション品）を追加することにより、利用者様の「心拍数・
　呼吸数・体動量」もリアルタイムに一覧表示し、「看取り」の通知も可能となります。

・転倒事故防止、熱中症・風邪予防、訪室の削減、夜勤記録の負担軽減などの助けになります。

親機 MR-M1
　￥95,000
子機 MR-S1
　￥88,000
子機ミニB MR-B1
　￥70,000
バイタルセンサー
　MRP-V1￥65,000
中継機 MRP-T1
　￥28,000
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自立支援型介護見守り
ロボット『A.I.Viewlife』

エイアイビューライフ株式会社

部　　署：営業･サービス
電話番号：03-6261-6327

https://aiview.life/

・要介護者の安全性と緊急対応を実現させた上で「自立支援・重度化防止」と「介護人材確保
　と生産性向上」への取り組みを支援します。
【特徴】
・業界初の広角赤外線レーザー採用と高度な動作検知アルゴリズムを搭載。
　- 対象エリア：居室全エリア（ベッド、居室、トイレ、ベランダ等）
　- 危険予兆動作：起床、端座位、柵越え、立位、離床
　- 危険状態：転倒、うずくまり、横たわり、トイレ異常、生体異常、画角外異常
・昼夜を問わずプライバシー保護された画像での閲覧・検知・録画データの通知・記録。
・居室内での危険因子（転倒原因）の事前回避対策。
・居室タイプ：多床室およびユニット（個室）。
・一切の拘束が無い非接触方式。

推奨定価（税別）

A.I.Viewlifeセンサー
330,000円/台

生体センサ-
100,000円/台
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https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/
https://www.toppan.co.jp/
https://www.toppan.co.jp/
https://www.toppan.co.jp/
https://www.toppan.co.jp/
http://www.dawnchorus.co.jp/
https://aiview.life/
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LiveConnect Facility

株式会社Z-Works

部　　署：事業企画本部
電話番号：03-5988-7403

https://www.liveconnect.jp/

【センサーとAIを利用した見守りシステム】
・部屋内の離床検知		
　- 入居者の離床を離床マットよりも素早く検知することができます。		
・お部屋の状況を一覧で確認				
　- センサー設置のお部屋を一覧化して確認することができます。
・居室内での熱中症の防止
　- センサーを利用して居室の「温度」「湿度」を測ることができ、熱中症の防止に
　　役立てられます。
・複数のセンサーによる夜間行動の把握					
　- 居室のベッドに付けたセンサーと離床センサーを組み合わせることによって、夜間
　　トイレに行く動きを推定できます。

月額
1床：4,200円より
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あんしんクラウド
for PaPeRo i

合同会社アシスティブ

担 当 者：田中 博之
電話番号：080-3121-5897

https://assistive-llc.com/

・ご利用者の接近を、PaPeRoiに搭載した「赤外線センサー」で探知、カメラで顔を認識すると
　「こんにちは！」などと声をかけます。

・次に写真を撮影。この写真を離れて暮らすご家族のスマホへ送信します。「温度センサー」、
　「湿度センサー」でご利用者の部屋の温度と湿度を探知し、ご利用者の写真に情報を加えて
　送信しますので、ご利用者の「熱中症リスク」を事前に察知し対処できます。

・また、ご家族からもPaPeRo iへ写真やメッセージを送ることで、家族の「つながり」を支援
　します。

・言語トレーニングは、単語や文章、早口言葉や万葉集等を、PaPeRoiに接続したモニターに
　映し出し、PaPeRoiに続いて発話することで、脳の１次記憶の訓練、発話に必要な舌や顎の
　筋肉強化、誤嚥を予防する口腔動作の訓練、脳の言語野の刺激等に役立ちます。

・個人向け
¥9,800/月
WiFi ¥900/月
・施設向け
本体¥20,000/月
・言語トレーニング普
及版:\12,000/月
・言語トレーニング正
規版:¥40,000/月

（それぞれ別途初期登録・

設定料がかかります）
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Sota（ロボコネクト）

東日本電信電話株式会社

部　　署：ビジネス開発本部
担 当 者：井上・塚本・松田
電話番号：03-5359-4092

https://flets.com/roboconnect/

・挨拶や天気、ニュース、時刻の確認、しりとり、年齢あてクイズなど約15,000種類
　（2018年6月現在）の豊富な対話シナリオでSotaと楽しく会話ができます。

・顔と名前を登録すれば、会話の中で知っている顔を認識し名前を読んでくれます。
　また、時間帯、話しかけた回数、表情により返答が変化。シナリオにない会話でも、
  雑談エンジンから適切な言葉を探して何らかの返答をしてくれます。

・スケジュール発話を設定しておくと、任意の時間に登録した言葉を発話。食事の時間、
  薬の時間などを発話させることにより、高齢者の自立した活動を促します。

・遠隔対話アプリケーション「SotaPhone」をインストールしたパソコンやスマートフォン
  を使用すれば、Sotaのカメラを通じた映像や音声により、離れて暮らす家族の様子を確認
  したり、対話することができます。

・別売りの「Sota レク」との組合せにより、テレビモニターに表示される映像にあわせて、
　Sotaがレクリエーションを実施。介護スタッフの負担軽減、施設利用者の満足度向上を
  促します。

※ご利用には、インターネット接続環境とWi-Fiなどによる無線LAN環境、NTT東日本が提供する
　クラウド型ロボットプラットフォームサービス「ロボコネクト」のご契約が必要になります。

145,000円
（税別）
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Carebird

三昌商事株式会社

部　　署：アライアンス事業部
電話番号：045-548-4126

http://www.sansho-shoji.co.jp/

・ベッドのマット下に設置した電波センサーよりベッド上の利用者のヴァイタル及び体動を
　常時センシング。

・ヴァイタル異常、離床時に予め設定したアドレスにアラートメールを自動発報。

・ステーションにあるPC画面からも各居室毎の状態を把握すると共に、異常時にはアラート音
　でお知らせすることが可能。

・ヴァイタルだけでなく、体動の状態から睡眠状態を可視化し、日々の生活リズムや睡眠、
　覚醒の割合を把握することで、きめ細かい生活サポートが可能となります。

買取プラン
100,000円～

フルレンタルプラン
4,000円/月～
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テルサ コール

株式会社モルテン

部　　署：健康用品事業本部
　　　　　東京オフィス
電話番号：03-3625-8510

http://www.molten.co.jp/health/
・静止型マットレスに内蔵された見守りセンサーが、利用者様の離床直前の動作を検知し、
　ナースコールを通じて通知することで、ケア従事者様が素早く気づき対応することで、
　転倒・転落の予防を行うことができます。

本体55,000円
（税別）
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ナノミストバス
ベッドタイプ

株式会社EINS

担 当 者：佐川　亜希
電話番号：03-6659-6051

http://www.eins-
1.jp/products/bedtype.html

・ベッドサイドでの入浴を可能にする浴槽。

・センサーで浴槽ドーム内の温度を感知し、適正な温度を維持する。浴槽内に除菌効果のある
  ミストが充満し、石鹸を使い皮膚をこすったり、シャワーで流すことなく体を温めて、綺麗
　にします。

・機器の高さは７０センチでベッドからの移乗の際の抱え上げる必要がなくスライドでの移乗
　が可能です。

2,000,000円
（税別）

45

バスリフト

TOTO株式会社

部　　署：お客様相談室
電話番号：0120-03-1010

http://www.toto.co.jp/products/
ud/bathlift/index.htm

・電動でシートが上下。浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。
　- 本体は、浴槽リムに載せ、本体のストッパーで浴槽内側を押さえるだけで簡単に取り付けら
　　れます。
　　電源は充電式電池なので大掛かりな電気工事は不要です。シートは取りはずせます。
　　通常の入浴の際には、シートをはずして入浴できます。
　- 浴槽での立ち座りや出入りをサポート。電動でシート部が昇降し、35kg～100kgの体重の方
　　に対応するので、入浴介助の負担を軽減します。
　- 関連商品のトランスファーボードなどとセットで使用すれば、一度腰掛けてからゆっくりと
　　移乗できます。

312,000円
（税別）
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http://www.molten.co.jp/health/
http://www.eins-1.jp/products/bedtype.html
http://www.eins-1.jp/products/bedtype.html
http://www.toto.co.jp/products/ud/bathlift/index.htm
http://www.toto.co.jp/products/ud/bathlift/index.htm

