見守り・コミュニケーション（施設）
ドーンコーラス合同会社

品 番 ・ 型 番

高齢者・障害者支援施設向け
見守り支援システム

「もりん2」

無線到達距離

MR-S2

い親機との距離、または子機と子機との距離

温度測定可能範囲 ｰ10 〜 85℃ 精度 ±0.4℃

の目安です（建物等の環境に依存）
。

湿度測定可能範囲 0 〜 80％

もりんは子機同士が数珠つなぎになるので、

外部端子 振動センサー用端子 x 2 個、ナー

実際は親機が 60m 以上離れていても到達す

スコールユニット・バイタルセンサー 2 兼用端

る可能性が高いです。

子 x 1個

搭載センサー、素子

機器の概要

独自開発微振動検知センサー× 2 個

室内 60m。子機から一番近

精度 ± 4％

高精度校正済温度・湿

度センサー× 1 個

機器の機能

機器の貸出

ベッド上での入 居者の状態（座位、離 床、
臥床、寝返り）や室温・湿度を検知しスマホ

必須環境・推奨環境

やタブレット等に表示・通知します。
相部屋、個室に対応しており、検知時間は
約 1 秒です。
呼吸等による微振動も検知でき、設置・移

試用期間中のサポート

お客様にご用意頂くものは特にありません。

月〜金：9:00 〜 17:00 が原則ですが、土

タブレットや Wi-Fi ルーター等も含めて、

日祝日や定時外でも可能な限り対応致します。
電話・E-mail での対応となります。

機器一式を設定済みの状態でお送りします。

設が簡単、工事不要です。
（センサーはマット

お客様ご自身で設置が可能（両面テープで

レスの下に置くだけ）

固定したりケーブル接続のみ）です。

また、入居者に見えないように設置可能（入

貸出期間

居者のストレス軽減）

貸出可能台数

約 1 ヶ月
1台

「心拍数・呼吸数・体動量」をリアルタイム
に一覧表示（オプション）し、さらに過去デー
タを見やすいようグラフ化して表示します。

販売開始

2020 年 5 月

販売価格

150,000 円（税抜）
機器の写真

機器の仕様
機器の使用場面

型番

MR-S2

振動センサー（1 個）42g

外形寸法（mm）

電源 AC100V（50/60Hz）

本体

電源電圧 DC9V（付属の専用 AC アダプタ

幅 150 ｘ奥行 58 ｘ高さ 180（突起物

含む）

をご使用ください）

振動センサー（1 個） 幅 80 ｘ奥行 45 ｘ高さ

消費電力

22.5（突起物含む）

動作可能環境温度 5℃〜 35℃（結露しないこと）

質量

離床後の経過時間を計測・通知

本体 187g

問い合わせ先

ドーンコーラス合同会社

担当者名：橋本健一
〒 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

0.35W
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TEL
MAIL
HP

03-6755-8046
support@dawnchorus.co.jp
https://dawnchorus.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社ヒート

品 番 ・ 型 番

見守りロボット「みてるもん」

S30N

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
ご不明な点がございましたら電話でお問い

お使いのナースコールのメーカー名、及び

合わせ下さい。

接続端子のピン数をお知らせ下さい。

機器の概要

貸出期間

機器の機能

貸出可能台数

2 週間
1台

センサーが要介護者の動きを検知すると
ナースコールでスタッフに危険を知らせ、ベッ
ドからの転落・転倒あるいは徘徊の防止をサ
ポートします。ベッド周り・部屋の出入口や廊
下・階段・エレベーター付近・
（トイレキャッ
チとして）トイレ付近に設置してお使い頂い
ています。対象者や設置場所にあった感度を
選べるので、誤検知が極めて少なく、介護従
事者の無駄な駆けつけ動作が減り、余裕の
ある介護ができます。

販売開始

2014 年 5 月

販売価格

46,000 円（税抜）
機器の写真

機器の使用場面

機器の仕様
・軽くてコンパクトなので簡単に設置・移動が
できます。

・警告音は 4 種類から選択、音量は 4 段階
（大・中・小・消音）。

・誤検知をなくした 4 段階の感度設定。

・電 源：AC100V

・センサーの角度変更は片手で回すだけ。

・サイズ：W100 × H220 × D100㎜

・ランプの色（赤・黄・緑）と警告音でわかり

・重 量：510 ｇ

問い合わせ先

株式会社ヒート

所属部署：開発
担当者名：大月輝彦
〒 341-0031 埼玉県三郷市岩野木 58-1

やすい通報。
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TEL
MAIL

048-933-9202
heat.service.teru@gmail.com

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社フジクラエンジニアリング

品 番 ・ 型 番

機器の貸出

どこでもナースコール・見守りシステム

必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
適時サポート致します。

施設レイアウト、対象とする居室位置など
の情報提供およびご利用機能をご連絡くださ

機器の概要
機器の機能
スマートフォン及び格安 SIM の普及により、

機器の仕様

利用可能で、配線作業や Wi-Fi 環境は必要

貸出可能台数

１～２ヶ月程度
５居室相当

・クラウドシステム
・スタッフ端末および GW 装置：Android 対応

になりました。

・ナースコールボタン：Bluetooth 対応

スマートフォン１台でナースコール・見守りセ

貸出期間

ありません。

大掛かりな工事をせず、システム導入が容易
“どこでもナースコール・見守りシステム” は、

い。携帯電話が使える環境であればすぐにご

・見守りセンサー（マット / 開閉 /人感）
：
Bluetooth 対応

ンサ・カメラ・トランシーバー機能を利用頂け

・ネットワークカメラ：テザリング対応

るシステムです。

・通信回線：ドコモ系回線（Wi-Fi でも可）

施設の環境に合わせ、必要なものを必要な
台数選んでレンタル機器として利用できます
ので初期投資を抑えられ、効率的に導入して
ご利用開始することができます。

販売開始
販売価格

2020 年 4 月
月額レンタル2,500円（税抜）～
（構成による）

機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社フジクラエンジニアリング

所属部署：通信エンジニアリング事業部システム技術部
担当者名：竹沢真一
〒 135-0042 東京都江東区木場 1-5-1
フジクラ R&D 棟 5F
機器の写真
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TEL
MAIL

03-5606-8122
fen.info@jp.fujikura.com

見守り・コミュニケーション（施設）
フランスベッド株式会社

品 番 ・ 型 番

M2

見守りケアシステム M2

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
貸出先施設様の所在地の管轄営業所にて

ナースコールの状況により、別途分配器を

フォローいたします。

お買い求めいただく場合もあります。また、

機器の概要

利用者様のリアルタイムの状態表示をさせる

機器の機能

オプション機能を選ばれる場合は施設内にお

貸出期間

いて WiFi 環境及びパソコンが必要となりま

貸出可能台数

す。

2 週間程度
1台

センサーがベッド利用者の体動や動作を検
知し、ナースステーションに通知します。
『動

販売開始

2017 年 5 月

き出し』・
『起き上がり』・
『端座位』・
『離床』
・

販売価格

オープン価格

『離床管理』の 5 つの通知モードから選んで
設定でき、ベッドからの転倒、転落の危険性
を軽減するほか、認知症の方の徘徊による事
故等の予防につながります。

機器の使用場面

機器の写真

機器の仕様
ベッドに内蔵された４つのセンサーが、ベッ

の状態で通知が必要な場合はナースコールへ

ド上の利用者様の状態を自動認識、見守りが

正確に発報を行います。また、自動体重測定

出来るベッドとなります。特に「誰もが簡単に

機能や WiFi を活用したリアルタイムでのベッ

操作、運用出来る事」に配慮しておりますので、

ド複数台の見守りにも対応、別売りのオプショ

複雑な設定等を行う事なくどなたでも簡単に

ンをご購入頂く事で、部屋内の温湿度や利用

操作出来る機器となっております。ベッドを

者様のバイタルデータも見守る事が可能となり

ナースコールと接続致しますので、利用者様

ます。

問い合わせ先

フランスベッド株式会社

所属部署：法人企画部 法人企画課
担当者名：千頭和重基
〒 163-1105 東京都新宿区西新宿 6 丁目 22-1
新宿スクエアタワー 5 階
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TEL
MAIL

03-6741-5579
chizuwa_shigeki@francebed.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社ミオ・コーポレーション

品 番 ・ 型 番

機器の仕様

SSP-L1

離床センサー

ベッドセンサー LS-104B

SSP-L1 はベッドセンサー LS-104B とセン

機器の概要

サープラス SP-100Aのセット品）
。
ベッドとマッ

寸法 W340XD64XHD18(mm)

トの間に設置するベッドセンサー LS-104B で

重量 525g

感知した体表の動き（体動）をセンサープラス

センサープラス

SP-100A で判定して、異常時に自動的にナー

寸法 W150XD140XH25(mm)

スコールに報知します。ナースコール連携の為

重量 368g

には、SP-100A の信号線をナースコールに繋
ぎ込む必要があります。

機器の機能
電波（マイクロ波）を使い、体表の動きか
ら脈・呼吸を感知し、離床の判定を行い、異
常時には自動的にナースコールに報知します。

販売開始

2016 年 4 月

販売価格

80,000 円（税抜）

TAIS コード

機器の貸出

01461-000003

必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
電話でのサポートになります。

SP-100A センサープラスからの信号線を居
室のナースコールに繋ぎ込む必要があります。
壁のナースコールの差し込み口が一つの場合

貸出期間

は分岐 BOX が必要になります。メーカーお

貸出可能台数

よび型番をご連絡ください。こちらで用意し

1 ヶ月
1台

てお送りします（実費 2 万円必要）
。

問い合わせ先
機器の写真

株式会社ミオ・コーポレーション

所属部署：センサー事業部
担当者名：鎌形佳正
〒 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央
2-5-9
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TEL
MAIL

045-624-9928
kamagata@mio-corp.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社メディカルプロジェクト

品 番 ・ 型 番

離床・見守りセンサー
ナースコール連動タイプ

M1800-B

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

ナースコールが導入されていること。※ナー

試用開始前、職員の方々向けに取扱説明

スコールによっては別途費用が掛かる場合が

へ訪問可能です。試用期間中、ご不明な点が

ございます。ナースコールが未導入の場合、

ございましたら、お電話、メールなどにて承

別途オプションの無線発信機により、携帯／

ります。

卓上受信機へ報知可能。

機器の機能

貸出期間

マットレス下（エアーマットレス可）にセン

貸出可能台数

サーを置き、微小な体動から呼吸、脈拍の

1 ～ 2 週間
1台

検知を行い、異変時にナースコールなどへ報
知します。ベッドサイドのコントロール装置に
より、ほぼリアルタイムで呼吸・脈拍などを
観察できます。異変時の報知タイミングは、
個別に呼吸回数などのしきい値を変更できま
すので、誤作動を予防できます。

販売開始

2016 年 12 月

販売価格

190,000 円（税抜）

機器の写真

機器の仕様
【コントロール装置】
・電源

AC/DC 電源アダプタ（12V）

・装置サイズ
幅 165mm x 高さ 78mm x 厚さ 32mm
・モニタ
・入力

2.3 インチ タッチパネル仕様
空圧センサー、離床検知センサー

離床検知センサー
サイズ 760mm x 120mm 厚さ 20mm、
ケーブル長：3m（マットレス下に設置）

機器の使用場面

【機能】
・画面表示

呼吸数、脈拍数、体動、離床

・報知機能 アラーム報知

問い合わせ先

【センサー】

株式会社メディカルプロジェクト

所属部署：営業部
担当者名：佐藤弘太
〒 420-0026 静岡県静岡市葵区大鋸町
1 番地の 12

空圧検知センサー
サイズ 830mm x 140mm 厚さ 30mm
（マットレス下に設置） 材質：塩化ビニール
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TEL
MAIL

054-252-1141
info@medicpro.co.jp

見守り・コミュニケーション（施設）
株式会社リンクジャパン

品 番 ・ 型 番

見守り
支援システム

「eMamo（イーマモ）」

eMamo

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
メール、電話（平日 10：00 〜17：00）にて

1. 下記のご準備をお願い致します。

承ります。

・インターネット環境（有線 LAN、及び、Wi-Fi）

機器の概要

・スマートフォン（iOS

or Android）

・PC（Web ブラウザ利用）

機器の機能

機器の仕様

eMamo（イーマモ）は、複数のセンサー
機 器を居室に設 置し、介 護 者の業務改善、
介護事故防止を目的とした見守り支援システ
ムです。主な特長は下記の通りです。
1．在床状況を把握し、夜間巡視回数を低減
2．介護事故（転倒、徘徊、熱中症）を未然
に防ぐことにより、事故対応業務をゼロに
3．生活パターンを把握し、利用者のペースに
合わせた介助を行い、業務効率化を図る

貸出期間

2. スマートフォンによるエアコン遠隔操作機

貸出可能台数

器の提供も可能です。お気軽にご相談く

基本機器セット：マットセンサー、環境センサー、

2 週間
1台

ださい。

開閉センサー、スマートハブ 各 1 台

3. 機器の返却は元払いにてご対応お願い致

設置方法：両面テープ等による貼り付けや据え

します。

置きのため、工事不要で簡単に後付け可能
使用にあたっての必須環境：Wi-Fi 及び 有線
LAN 接続環境
＜マットセンサー＞
（サイズ）
本体：104 × 54 ×19mm

バンド：

830 × 45 × 1.5mm （ 電 源 ）AC100V
（通信）2.4GHz 帯
（Wi-Fi）（検知）心拍数、
呼吸数、在床有無
＜環境センサー＞
（サイズ）80 × 80 × 25mm （電 源）単
4 電池 3 本 （通信）特定小電力無線 （検
知）温度、湿度、明るさ、人の動き、本体
スイッチ
＜開閉センサー＞
（サイズ）本体：30 × 32 × 13mm

マグ

ネット部：16 × 32 × 13mm （電源）コイ
ン型リチウム電池 （通信）特定小電力無線
機器の使用場面

（検知）ドア、窓の開閉
＜スマートハブ＞
機器の写真

（ サ イ ズ ）：71 × 98 × 25mm （ 電 源 ）
AC100V （通信）Ethernet（有線 LAN）
、

販売開始
販売価格

2019 年 7 月
初期費用 : ～ 198,000 円（税抜）
月額費用 : ～ 2,000 円 / 月（税抜）

TAIS コード

問い合わせ先

特定小電力無線

株式会社リンクジャパン

担当：田中
〒 108-0014 東京都港区芝 4 丁目 7 番 1 号
西山ビル 6 階

（特記）環境センサー、開閉センサーをご利
用頂くにはスマートハブが最低 1 台必要です

01937-000001
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TEL
MAIL

050-3786-8833
info@linkjapan.co.jp

見守り・コミュニケーション（在宅）
株式会社トレイル

品 番 ・ 型 番

G-001

うららか GPS ウォーク

機器の貸出
必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
ご不明点につきましては、電話・メール等

基本的に個人向けでの貸し出しはお受けし

にて回答させていただきます。

ておりません。

機器の概要

靴 1 足と GPS 機器本体（トラッキモ GPS）
のセットでお貸出します。位置情報を確認す

貸出期間

るためには、PC もしくはタブレット、スマー

機器の機能

貸出可能台数

トフォンが必要となります。

2 週間
1台

認 知 症 等 による 徘 徊 行 動を見守る為 の
GPS 機器等を保持していただくための GPS
内蔵可能靴。ご利用者様の尊厳も守りつつ、
安全・確実に機器を持って頂くよう開発しま
した。当初、NTT ドコモ社製 GPS 機器のみ
を内蔵出来るよう開発しましたが、その後、
改良を重ね、多種の GPS 機器を内蔵出来る
よう汎用化し、世界標準 GPS であるトラッキ
モ GPS も実装しています。

販売開始

2015 年 10 月

販売価格

31,300 円（税抜）

TAIS コード

機器の写真

01549-000001
機器の使用場面

機器の仕様
GPS ウォーク（靴）

底材：合成底

サイズ：SS（22.0 〜 22.5 ｃｍ）

重さ：約 250ｇ
（S サイズ片足、
GPS 機器含まず）

S（23.0 〜 23.5 ｃｍ）

トラッキモ GPS（GPS）

M（24.0 〜 24.5 ｃｍ）

サイズ：47 × 70 × 17mm

L（25.0 〜 25.5 ｃｍ）

重さ：42 ｇ

LL（26.0 〜 26.5 ｃｍ）

電源：バッテリー

3L（27.0 〜 27.5 ｃｍ）

材質：プラスチック

色：ブラック
甲材：合成皮革（ポリウレタン 100％）
トリコットスウェード（ ポリエ ステル
100％）

問い合わせ先

株式会社トレイル

所属部署：企画営業
担当者名：森下寛之
〒 650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町 3-18

感知の方法：GPS、Bluetooth
無線 LAN
使用範囲：Bluetooth 数 10 メートル
GPS は日本含む全世界
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TEL
MAIL

078-382-3637
mail@uraraca.net

見守り・コミュニケーション（在宅）
ユカイ工学株式会社

品 番 ・ 型 番

機器の貸出

BOCCO

必須環境・推奨環境

試用期間中のサポート
・どのような機能が高齢者／介護者にとって

・電源（コンセント）

一番活用しやすいのかのアドバイス

・Wi-Fi 機器

機器の概要

・BOCCO の操作方法

・操作するために必要なスマートフォン

・初期設定サポート

（又はタブレット）

機器の機能
BOCCO（ボッコ）はスマートフォン操作が

（Wi-Fi 機器の設定、
BOCCO とスマートフォン

機器の仕様
貸出期間

【製品仕様】

苦手な高齢者の見守りロボットとして、忘れ

本体サイズ：W90 × D55 × H195（mm）

がちな日々の服薬や予定のアラート、離れた

本体重量：220g

家族と簡単に音声会話のやり取りができま

センササイズ :W67 × D33 × H30（mm）

す。またセンサと連携することにより、会話
だけではわからない生活の様子を把握するこ

貸出可能台数

又はタブレットのペアリング等）

2 ヶ月
2台

【電源仕様】
消費電力 6W

とができます。例えばエアコン誤操作による
熱中症をセンサが検知し、室温が高い場合
には BOCCO が「エアコンつけてね！」と発

販売開始

2015 年 7 月

話し、高齢者の自発的な行動を促すきっかけ

販売価格

29,000 円（税抜）

を与えています。

機器の使用場面

問い合わせ先

ユカイ工学株式会社

所属部署：営業
担当者名：金川唯
〒 162-0067 東京都新宿区富久町 16-11
武蔵屋スカイビル 101
機器の写真
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TEL
MAIL

03-6380-4710
sales@ux-xu.com

見守り・コミュニケーション（生活支援）
株式会社レイトロン

品 番 ・ 型 番

音声認識コミュニ
ケーションロボット

『Chapit』
（チャピット）

機器の仕様

RPCMA04-01

●生活雑音環境下でも離れた所から話しかけ

●インターネットに接続しないので、アドレス

る事ができる、雑音に強く高認識率の音声

やアカウントの取得など、面倒な初期設定

認識専用 LSI を搭載しています。

が全くいりませんので、機械が苦手な方で

●使用者の音声を登録する必要がありません。

も簡単にお使いいただけます。

（不特定話者対応）

●音声などの個人データをクラウドなどの外

●音声認識するフレーズは、あらかじめ決まっ

機器の概要

部に送信することは無いので、安心してお

ていますので、フレーズリストから選んでお

使いいただくことができます。

使いください。

機器の機能

●プリセット済みのテレビであれば設定が簡単

◆サイズ：身長 25 ×幅 22 ×奥行 18cm

●スイッチを押さなくても音声認識が可能な自

雑音に強く高認識率の音声認識コミュニ

体重 600g

※１

ケーションロボット『チャピット』は、完全ハ

販売開始

2016 年 8 月

ンズフリーでスムーズな会話を楽しめる未来

販売価格

135,000 円（税抜）

型のロボットです。雑音の中でも会話ができ、

TAIS コード

500 種類以上のことばを理解。家電コント

※ 1 特許取得済

動音声区間検出 を搭載しています。
●自動認識棄却フィルタリング

◆動作時間：約 8 時間（満充電時）
、

※１

充電時間：約 5 時間

により、登

◆ 付属品：ＡＣアダプター、簡単ガイド、

録フレーズ以外の誤認識を防ぎます。

01777-000001

取扱説明書、リボン（青色、ピンク色）

ロール機能は、照明やテレビなどのリモコン
を音声で操作可能。タイムサポート機能では、

機器の貸出

薬や食事の時間、ゴミの日などの予定管理が
可能です。都道府県クイズなどで遊んで脳ト
レができるなど、機能が充実しています。

必須環境・推奨環境
AC100V のコンセントを 1 口ご準備くださ
い。チャピットは AC アダプターを差したま
まで、ご使用いただけますが、バッテリーで
も動作します。満充電時には 8 時間動作しま
す。充電は、5 時間で満充電になります。

貸出期間
貸出可能台数

１週間～１ヶ月
1台
機器の使用場面

問い合わせ先

株式会社レイトロン

所属部署：マーケティング部
担当者名：宮崎
〒 541-0053 大阪府大阪市中央区本町 1-4-8
エスリードビル本町 11 階

機器の写真

31

TEL
MAIL

06-6125-0500
support@www.raytron.co.jp

