見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社アラソフトウェア

品 番 ・ 型 番

機器の貸出

215190-01914-000003

eye-Box シリーズ smartR

必須環境・推奨環境

機器の概要
機器の機能

・smartR

施設向けのシステムでは管理用 PC が必要で

設置場所によっては行動履歴の解析に影響

す。本システムは LAN ケーブルで接続する必

が出ることがあるため、動作が思わしくない

要があり、設置場所に合わせて必要な長さを

場合は施設側と協議の上、可能な範囲で対応

ご用意ください。当社での設置、配線工事は

させていただきます。

行っておりませんので、施設でお付き合いのあ

機器の仕様

個人情報保護法に配慮したシルエット表示

試用期間中のサポート

る電気工事会社などに手配をお願いします。

撮影範囲：水平 96°
×垂直 54

貸出期間

型の見守りカメラです。モーションベクター機

赤外線 LED：有

貸出可能台数

能によって人の移動など動きを行動履歴とし

赤外線照射距離：10m

て記録し、トイレから戻ってこない、同じ場

被写体最低照度：カラー 0.1Lux

所を何回も歩いている、いてはいけないとこ

モノクロ 0.00Lux( 赤外線 ON)

ろにいる等、普段と違う行動を検出してスマー

電源：PoE（IEEE802.3af）

トフォンやタブレットに通知することができま

または DC12V

す。また、行動履歴をチェックすることで異

消費電力：3W、動作可能周囲

常行動の兆候を知る手助けにもなります。

環境：-20 〜 50 度、湿度 90％

1 ヶ月間
5台

外形寸法：100（径）× 49（高）mm
重量：180g
・管理用 PC OS：Windows10
CPU：Intel Core i5 または i7

販売開始

2019 年 3 月

販売価格

250,000 円（税抜）

ストレージ：1TB 以上

01914-000003

ネットワーク：有線 LAN

TAIS コード

メモリ：8GB 以上

・その他の必要機器 PoE 給電可能なネット
ワークハブ、通知機能を使用する場合はイン
ターネット環境
機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社アラソフトウェア

所属部署：情報技術部
担当者名：岩久保、原
〒 090-0836 北海道北見市東三輪 4 丁目
16-10
機器の写真
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TEL
MAIL

0157-33-1167
arasoft@arasoftware.com

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社アルコ・イーエックス

品 番 ・ 型 番

ペイシェントウォッチャープラス

PWS-R3L02

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
お困りの際には電話にて対応いたします。

・本事業における試用貸出に限り、受信機と

万が一機器が故障した場合は代替機をご用

してご利用いただける端末を 1 台貸出しい

機器の概要

意いたします。

たします。
もともと施設様でお持ちのパソコン等を受

機器の機能

信機としてご利用いただく事も可能です。

機器の仕様

貸出期間

※受信機はインターネット接続が必要です。

ペイシェントウォッチャープラスは、常に利

電源：AC100 50/60Hz

・ソフトバンク株式会社のサービスエリア内

用者様を見守り数秒間隔で現在の画像を画

消費電力：19W（最大）

にあり、本体を取り付けたい場所の通信状

面に表示。この画面を適宜観察する事で、お

外形寸法：直径 250mm ×高さ 75mm

態が良好である事。

部屋に行かなくても状況を確認できます。ま

質量：約 840g

た、利用者様の動きを音とアイコンでお知ら

設置位置：ベッド頭部側中央、高さ約 1.7m

せも可能で、施設のナースコールと連携もで

対応ベッドサイズ：シングルベッド

貸出可能台数

2 週間
2台

きます。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
可能です。

販売開始

2019 年 10 月

販売価格

248,000 円（税抜）

TAIS コード

01803-000003

機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社アルコ・イーエックス

所属部署：営業部
担当者名：瀧村
〒 312-0036 茨城県ひたちなか市津田東 4-10-5
機器の写真
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TEL
MAIL

029-275-8072
alco-ds@alco-ex.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社エイビス

品 番 ・ 型 番

AIVS-001-01

エイビスみまもりシステム

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
基本的に電話にて運用サポートします。必

必要な機器はお貸ししますので特に必要あ

要に応じて、リモートソフトウェアを利用、訪

りません。

機器の概要

問してレクチャーします。

機器の機能

貸出期間

機器の仕様

◇ [ ベッド上にいる ][ 起き上がり ][ 離床 ][ 異
常な動き（痙攣等）] などの状態変化をモ
ニタリング。

貸出可能台数

7 ～ 30 日間
2台

【共通セット】
・情報ボックス、パネルセンサー（マットレスの
下に設置）
。

◇ご利用者ごとの危険レベルを設定し、必要
な状態でアラーム通知。正確な判定で誤報
が少ない。

【ネットワーク型】
・パソコン みまもり支援システムをセットアッ
プ。ブラウザでベッド一覧やアラーム通知の

◇アラームの通知機能は 3 種類から選択。
・パソコンで管理して携帯端末へお知らせ
するネットワーク型

受信。
・無線 LAN

携帯端末を持ったスタッフの動

線は網羅したエリアが必要。

・既設のナースコールでお知らせするナース
コール型

・スマホ

アンドロイドに専用のアプリをイン

ストールして使用。

・簡易受信機でお知らせする通報器型

・ネットワークカメラ

ベッドサイドに設置す

れば、アラーム通知時に状況を映像で確認
できる。

販売開始

2014 年 6 月

販売価格

180,000 円（税抜）

【ナースコール型】
・ナースコール分配器

アイホン社、ケアコム

社、それぞれのコネクタ形状に合わせて用意。
【通報器型】
・簡易型通知装置

無線でアラーム通知時に
機器の使用場面

音でお知らせ。
※販売価格は共通セットのみ

問い合わせ先

株式会社エイビス

所属部署：介護事業本部
担当者名：久保雅紀
〒 870-0026 大分県大分市金池町
3-3-11
機器の写真
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TEL
MAIL

097-536-0999
m_kubo@aivs.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
エイアイビューライフ株式会社

品 番 ・ 型 番

IR センサー
型番：VP105J-POE-IR

A.I.Viewlife

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
弊社が取付 ･ 設置実施後の操作説明会を

・ノート PC 型サーバー設置場所の確保

実施。土日祝日含め電話やメール 等のフォ

（ステーション等）

機器の概要

ローの他、遠隔操作サポート（インターネット

・簡易的な WiFi 環境構築

を介し同じ画面を見て設定調整や検知設定

（WiFi ルーターやコンバーター設置）

機器の機能
・ICF の生活機能モデルを基準とした要介護
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。
・感染症リスク対策支援システムとして、訪室
すること無く被介護者の健康状態を遠隔に
て把握する情報を表示することができます。
（訪室回数の低減効果より）
・遠隔保守サポート機能
（インターネット必要、
保守契約必要）

販売開始

2018 年 10 月

販売価格

330,000 円（税抜）

機器の写真

など）※緊急時は担当営業へ時間外連絡可能

・推奨接続方法：ノート PC 型サーバーと IR

機器の仕様

センサー間を有線 LAN 接続

＜システム＞
●業界初の広角赤外線レーザー採用し、３次
元画像を用いた高度な動作検知アルゴリズ
ムを搭載
・対象エリア：ベッドエリア含む居室全体
（ベッド、居室、トイレ等）
・危険予兆動作：起き上がり、端座位、
立位、離床、入室、退出
・危険状態：転倒、ベッド転落、
うずくまり、横たわり、トイレ異常、
生体異常
●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・記録保存（常時録
画機能あり）
●バイタル（体動・呼吸）情報での閲覧・検知
データの通知・記録保存（グラフ表示）
●感染症対策（訪室することなく被介護者の日
常生活動作や危険状態を遠隔にて把握可能）
●居室タイプ：多床室、ユニット（個室）
、
床マットや畳布団への設置可能
●一切の拘束が無い非接触方式
●検知データ連携：
［ナースコール：アイホン /
ケアコム / ナカヨ］
、
［介護記録ソフト：ほの
ぼの、ワイズマン、福祉の森、ケアカルテ］
＜必要 NW 環境＞
● IR センサー：POE 給電方式
●生体センサー：IR センサー間は USB ケーブル
（Type-A to microB）
● LAN：1000BASE CAT5e 以上

貸出期間
貸出可能台数

10 日間前後
1台

機器の使用場面

問い合わせ先

エイアイビューライフ株式会社

所属部署：営業・サポート
担当者名：横沢、山出
〒 102-0092 東京都千代田区隼町 2-13
US 半蔵門ビル 201

● WiFi：2.4Ghz 帯
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TEL
FAX
MAIL

03-6261-6327
03-6261-6328
support@aiview.life

見守り・コミュニケーション（施設）
加藤電機株式会社

品 番 ・ 型 番

見守りシステム SAN フラワー X ヘルシーライフ

ARMK-200

機器の貸出
必須環境・推奨環境

機器の概要
機器の仕様

機器の機能
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、GEO フェンス SAN
アンテナを通じて介護スタッフなどへメールに

内蔵バッテリー：

て通知します。発信機は長期間連続稼働（約

1100mAh（リチウムイオン電池）

1.5 ヶ月）するため、充電の手間や充電切れ

小型 SAN タグ（発信機）
：

が少なく安心です。また、捜索機器で最小誤

約 29 × 34 × 10.5mm（突起部を除く）
、約 9g

差 50cm まで誘導され、発見することがで

内蔵バッテリー：120mAh

きます。専用シューズは発信機の携帯忘れ防

充電方法：マイクロ USB 充電

止に効果的です。

SAN レーダー（捜索機器）
：

GEO フェンス SAN アンテナを設置するス

ご用命いただければ担当スタッフが現地に

ペースと家庭用の AC100V コンセントから電

出向き、機器の設置・使用方法を詳しく説明

源が取得できれば大丈夫です。面倒な電源

いたします。また、取扱説明書や動画をご用

工事は不要です。GEO フェンス SAN アンテ

意しております。ご不明な点など、お気軽に

ナは、コンパクトサイズで場所をとりませんの

ご相談ください。

で、設置するスペースも簡単に確保いただけ

GEO フェンス SAN アンテナ：
38 × 160 × 100mm（突起部を除く）
、257g

試用期間中のサポート

ます。

１週間

貸出期間
貸出可能台数

3台

機器の設置イメージ

約 68 × 114 × 14mm、約 70g
内蔵バッテリー：300mAh
充電方法：マイクロ USB 充電
ヘルシーライフ 500（専用シューズ）
販売開始

2017 年 6 月

SS （21.0 〜 21.5cm）

販売価格

191,700 円（税抜）

S

（22.0 〜 22.5cm）

M

（23.0 〜 23.5cm）

L

（24.0 〜 24.5cm）

LL

（25.0 〜 25.5cm）

TAIS コード

01572-000007

3L （26.0 〜 26.5cm）
4L （27.0 〜 27.5cm）
機器の使用場面

問い合わせ先

加藤電機株式会社

所属部署：営業部
担当者名：吉澤、榎本
〒 475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10
機器の写真
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TEL
MAIL

0569-21-6182
sa2_nagoya@kato-denki.com

見守り・コミュニケーション（施設）
キング通信工業株式会社

品 番 ・ 型 番

WOS-114N

シルエット見守りセンサ

機器の貸出
必須環境・推奨環境

機器の概要

試用期間中のサポート

無線 Wi-Fi、表示端末（パソコン、タブレット、

使用方法の説明

スマホなど）

設置・設定方法の問い合わせ対応

※機器運用に必要な周辺機器（無線アクセ
スポイント、表示端末）の貸出も可能ですの

機器の機能

機器の仕様

起き上がり / はみ出し / 離床を区別して検

電源電圧：AC100V ± 10V

の様子をシルエット画像で確認することがで

周囲温度：0℃〜 40℃

き、プライバシーを保護しながら、事故発生

通信：有線 LAN（1 ポート、通信速度：

を予防します。センサ 1 台から運用可能で、

10Mbps/100Mbps）

複数の居室間の移設も可能です。異常検知の

または無線 LAN（2.4GHz）

シルエット画像が履歴に保存されるため、施

取付方式：壁面設置または自立型ポール設置

設内の情報共有やご家族への説明に役立ち

サイズ・重量：116（H）× 217（W）

販売開始

2015 年 4 月

販売価格

300,000 円（税抜）

TAIS コード

2 週間程度
1 セット
（機器本体と周辺機器を含む）

50/60Hz

消費電力：AC100V 時 15W

き、ご利用様の動きをデータ分析できます。

貸出可能台数

ん。

知し、介護者にお知らせします。ご利用者様

ます。履歴記録オプションで、常時録画がで

貸出期間

で、施設側で特に用意することはございませ

× 126（D）㎜；約 800g
材質：PC/ABC 樹脂

01558-000003

機器の使用場面

問い合わせ先

キング通信工業株式会社

所属部署：営業統括本部
担当者名：髙橋絵理子
〒 158-0092 東京都世田谷区野毛 2-6-6

機器の写真
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TEL
MAIL

03-3705-8540
e-takahashi@king-tsushin.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
コアフューテック株式会社

品 番 ・ 型 番

EDS-01SSCMR000

e 伝之介くん

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
通常営業日

① PCを内蔵する電子機器であり、丁寧なお

電話・メールにて対応致します。

取り扱いをお願いします。

機器の概要

9：30 ｰ 17：00

②カメラに対して強い西日等の逆光での場合は、
カーテン等のご使用をお願いします。

機器の機能

機器の仕様

高性能赤外線カメラを通して取り込んだ画

1. 電源：AC100V

２週間
2台

④ 布団での使用は、想定しておりません。

2. 消費電力：7.75w

が利用者の頭部を自動で認識・追尾・検知・

3. 取り付け・配線工事：不要

解析・可視化する事で、利用者のベッドから

4. e 伝之介くん本体：サイズ

の「起床」・
「立ち上がり」・
「離床」を検知・

L：200mm × W：120mm × H：50mm

通知する。それ以外の機能は持たせず、余分

重量：320g
5. 感知方法：LED 照射による赤外線カメラで

る。必要な時に必要な場所に簡単に移動・設
置・稼働が可能なスタンドアローンタイプの

貸出可能台数

かないでください。

像を、本体に内蔵する高度な画像処理ソフト

な付帯工事・付帯機器 / ソフト等は不要であ

貸出期間

③認識精度向上の為、枕元周辺には物を置

の画像を画像処理ソフトで解析
6. 通知方法：①ナースコール経由、

非接触型見守りセンサー。

②独自ワイヤレスチャイム
( 見通しで 120m)、
③独自無線 ( 見通しで 1,000m)
7. 取り付け方法：①スタンドタイプ
②壁付けタイプ
③超低床ベッド用ヘッドボード
タイプ
8. 標準カラー：①アイボリーホワイト
②ダークグレー（つや消し）

機器の使用場面

販売開始

2019 年 4 月

販売価格

128,000 円（税抜）

機器の写真

TAIS コード

01903-000001

問い合わせ先

コアフューテック株式会社

担当者名：橋本眞
〒 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東
2-888KTS ビル 2 階
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TEL
MAIL

070-4803-1522
m_hashimoto@corefutec.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
シーホネンス株式会社

機器の仕様
ベッドに内蔵されたセンサーにより、ご利

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

用者さまの起き上がり・離床・徘徊の状態を

操作コントローラー裏面のロック機能を活

検知し、分岐ボックスを介して現在お使いの

用することで、意図しない設定変更や電源の

ナースコールにお知らせします。

切替を防止します。
【足元灯（オプション）
】

【アラート設定】

機器の概要
機器の機能
「i サポート」は、非接触・無拘束でご利用

操作コントローラーの 4 つのボタン〔起き上

ご利用者さまが離床しようとする動作を検

がり（感度調節可能）・離床・見守り〕から 1

知して点灯します。足元を照らすので夜間のト

つを選んで押すだけで設定完了。体重の入力

イレの際などに躓きなどによる転倒のリスク

や、ご利用者さまがベッドに戻った際の再設

を低減します。

定も不要です。

者さまの自立行動を尊重しつつ、シンプルか

販売開始

2018 年 11 月

つ本質的に必要なサポートができるベッド内

販売価格

665,000 ～
1,030,000 円（税抜）

蔵型見守りセンサーです。

【誤操作防止ロック機能】

機器の貸出
必須環境・推奨環境

お使いのナースコールを通じて、ご利用者

試用期間中のサポート
使い方や設定などでお困りごとがございま

さまのベッド上での起き上がり・離床・徘徊

お使いのナースコール 設備によって分 岐

などの状態をリアルタイムにスタッフに知らせ

ボックスのコネクタ形状が異なりますので、

したら、最寄りの弊社支店・営業所の担当ス

ることができるので、転倒や転落などのリス

適合確認が必要です。
（分岐ボックスが必要

タッフがサポートいたします。また貸出期間な

ク低減や、適切なタイミングでスタッフが訪

ない場合もございます。
）

どについてはご要望をお聞きしますのでお申
しつけください。

室するなどの介護業務効率化にもお役立てい
ただけます。

貸出期間
貸出可能台数

２週間～
1台

機器の使用場面

機器の写真
問い合わせ先

シーホネンス株式会社

所属部署：事業戦略室
担当者名：佐藤大輔
〒 537-0001 大 阪 府 大 阪 市 東 成 区 深 江 北
3-10-17
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TEL
MAIL

06-6973-3471
strategy@seahonence.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
凸版印刷株式会社

品 番 ・ 型 番

SensingWave® 介護・睡眠見守りシステム

1803CI

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
試用期間開始時の職員への勉強会や、期

本体通信にはモバイルルータ付機器の貸出

間中の不明点への回答、使用期間後のフィー

を行います。

機器の概要

ドバックまで一貫して対応いたします。

データ確認用の PC・タブレット・スマート
フォンのいずれか（インターネットにつながる

機器の機能

もの）をご準備ください。

機器の仕様

ベッドのマットレスの下に敷いて使用する

センサーマット部 225mm × 750mm、重

シート型非接触見守りセンサーです。寝てい

量約 750g の製品です。シート部分をマットレ

る利用者のバイタル情報（心拍・呼吸）や睡

ス下に敷き（利用者の胸の下あたり）
、電源を入

眠の質（深い／浅い、睡眠時間・熟睡度）を

れるだけで設置完了です。厚さ 20cm のマット

数値化します。従来のセンサー製品と異なり、

レスまで対応可能です（一部エアマットも可）
。

利用者がしっかり眠れているかどうかを確認

基本的には Wi-Fi へ接続しますが、環境が無

できるため、夜間の巡視効率化やケアの質向

い施設はモバイルルーターの提供も行ってい

上、プラン改善にも活用可能です。また、デー

ます
（オプション）
。計測したデータはクラウド

タはクラウド上のデータベースに蓄積されるた

サーバーに蓄積され、パソコンやスマートフォ

め、遠隔での情報共有が可能です。

ンのウェブブラウザで閲覧します。専用端末

貸出期間
貸出可能台数

1 ～ 2 週間 ＊要相談
1 台～ ＊要相談

や専用ソフトのダウンロードは必要なく、イン
ターネットに繋がっている端末であればお使
いいただけます。データの閲覧は、購入時に
発行する URL と、ID・パスワードで可能です。

販売開始

2018 年 4 月

販売価格

170,000 円（税抜）

「一覧画面」
「詳細画面」
「1 日のレポート」が
閲覧できます。管理画面では、
「アラート通知」
の設定ができます。
「アラート通知」は、施設
の担当者が、利用者の状態によって通知する

機器の使用場面

イベント（
「覚醒」
「離床」等）と通知する時間
帯、タイミングを設定することができます。機
器の使用方法や、管理画面の操作方法に関し
てのマニュアルを用意しております。
問い合わせ先

凸版印刷株式会社

所属部署：環境デザイン事業部 まちづくり本部
担当者名：立山、伊藤
〒 110-8560 東京都台東区台東 1-5-1

機器の写真
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TEL
MAIL

03-3835-6462
sensingwave@toppan.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
トーテックアメニティ株式会社

品 番 ・ 型 番

高齢者見守りシステム
『見守りライフ』

【データ活用】

【見守りシステム】

SMC-C

・入 居者様の生 活リズムを自動で可視化し、

・複数の入居者様の状態を、パソコンやタブ

ケアプランへ活用できます。

レット PC などを通してリアルタイムで見守り

・睡眠時間や体重の変化を記録します。

できます。
・バイタルの異常を検知して画面上での通知が

・介護日誌への活用も可能です。

可能です。( オプション )
・温湿度を計測し、画面上で表示およびアラー

機器の概要

ト表示することが可能です。( オプション )

機器の貸出

機器の仕様

機器の機能
『見守りライフ』は、高齢者施設における
入居者の転倒・転落リスクという課題と、深

【機器仕様】
・センサ：245(L) × 160(W) × 42(H)mm、

刻化している介護業界の人材不足という問題

1100 〜 1400g

解決をサポートします。より早く入居者様の

・メインボックス：170(L) × 85.5(W)

いて、ご利用中の施設から高い評価を頂いて
おります。工事不要で導入できます。

ご用意ください。
（分配器が無い場合、ご
相談ください）

・コントローラ：139(L) × 77(W)

・無線環境の有無に関わらず試用可能です。

× 30(H)mm、200g

業務ができるように開発された見守りシステ
ムです。離床を検知するスピードや精度にお

・ナースコール接続する場合、既存分配器を

× 35.5(H)mm、200g

危険を検知できることに加えて、ICT を活用
することで、限られた人員でも効率的な介護

必須環境・推奨環境

・ベッドやキャスタのサイズに関わらずご利用

【離床センサ】

いただけます。

・検知した情報をナースコールで通知します。
現在ご利用中のナースコールとの連携が可能
です。

試用期間中のサポート

・離床予知・検知の通知のタイミングは、動
き出し・起き上がり・端座位・離床で選択で
販売開始

2016 年 9 月

販売価格

178,000 円～（税抜）

機器の使用場面

ご不明点やご要望がある際は電話にてご対

きます。選択はいつでも変更できます。

応いたします。

・ベッドに寝るだけで体重の測定が可能です。

受付時間

・センサを避けられず、確実に離床を検知で

貸出期間

9：00 〜 17：30( 土日祝日は除く )

1 ヶ月

貸出可能台数

5台

きます。

問い合わせ先

トーテックアメニティ株式会社

所属部署：ネットワークソリューション事業部

TEL

スマートコミュニティ事業推進室

03-5657-3216

【首都圏・静岡県東部（富士宮市以東）】

【中部圏・静岡県西部（静岡市以西）・滋賀県】

〒 163-0417 東京都新宿区西新宿 2-1-1

052-533-6919

新宿三井ビルディング 17F

【関西圏】

【中部圏・静岡県西部（静岡市以西）・滋賀県】
〒 451-0045

愛知県名古屋市西区名駅 2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー7F

【関西圏】
〒 530-0003

大阪府大阪市北区堂島 2-1-31
京阪堂島ビル 9F

機器の写真
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【首都圏・静岡県東部（富士宮市以東）】

06-6147-2100

MAIL

mlife@totec.co.jp

