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ウェブサイト



ごあいさつ

　かながわ福祉サービス振興会では、自治体や省庁と連携・協力しながら、
介護施設にロボットを導入し、その有効性を検証しつつ、導入支援をおこな
ってまいりました。
　そのなかで、見えてきたことは、介護現場と開発メーカーとの相互理解の
上で、介護現場で活用できるロボットの開発と改善、有効活用できる人材の
育成が重要であるということです。
　介護現場では、介護負担の軽減と本人の自立支援の両面から、ロボットに
対する期待が益々高まると思います。今後は、在宅での生活を支援するロボ
ットのニーズが増大するなか、人とロボットが共存する社会の実現に向けて、
関係機関の連携と協力が不可欠になります。

　介護・生活支援ロボット普及推進協議会では、介護・生活支援ロボットの
普及に最善を尽くしてまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

令和元年９月吉日

介護・生活支援ロボット普及推進協議会　委員長
（公益社団法人かながわ福祉サービス振興会　理事長）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸恒彦



ごあいさつ

介護ロボットとは？

パルモスマートコール

パルモケアシステム　

パルモかんたんコール　

あんしんクラウドfor PaPeRo i

自立支援型見守りロボットA.I.Viewlife

シルエット見守りセンサ

CareBird

高齢者見守りシステム「見守りライフ」

高齢者施設向け見守り支援・生活記録システム「もりん」

見守りケアシステム　M-2

離床・見守りセンサー

リコーみまもりベッドセンサーシステム

LiveConnect Facility

aams.介護

眠りスキャン

見守り支援ベッドシステム（エスパシア）

見守り・通話システム

非接触バイタルセンサー

Dream Care

株式会社　iSEED

株式会社　iSEED

株式会社　iSEED

合同会社アシスティブ

エイアイビューライフ株式会社

キング通信工業株式会社

三昌商事株式会社

トーテックアメニティ株式会社

ドーンコーラス合同会社

フランスベッド株式会社

株式会社メディカルプロジェクト

株式会社リコー

株式会社Z-Works

株式会社バイオシルバー

パラマウントベッド株式会社

パラマウントベッド株式会社

株式会社フジクラエンジニアリング

株式会社ミオ・コーポレーション

株式会社DREAM TOKYO
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歩行車　リトルターン　電動アシスト付

マッスルスーツEdge

ロボットスーツHAL® 介護支援用 腰タイプ（CB02)

自立支援型移乗介助ロボット「愛移乗くんⅡ」

移乗サポートロボットＨｕｇ　Ｌ１

ROBOHELPER　SASUKE

Aeolus製ロボット「EC3000」

ココへルパ

ナノミストバスベッドタイプ

ピュアット

Helppad（ヘルプパッド）

水洗式ポータブルトイレ｢流せるポータくん3号」

iCarebot

水洗ポータブルトイレ キューレット

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

サクサ・ボイスクラウド（音声感情推定）

PALRO　ビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ

服薬支援システム服やっくん

自動寝返り支援ベッド　FB-640A

足の運動器具「足上げ君」

パワーアシストシリーズ

介護・生活支援ロボット普及推進協議会

アロン化成株式会社

株式会社イノフィス

湘南ロボケアセンター株式会社

株式会社アートプラン

株式会社ＦＵＪＩ

マッスル株式会社

丸文株式会社

ジーコム株式会社

株式会社EINS（アイン）

株式会社金星

株式会社aba

株式会社アム

アルトンジャパン株式会社

アロン化成株式会社

アロン化成株式会社

サクサ株式会社

富士ソフト株式会社

株式会社ノアコンツェル

フランスベッド株式会社

工房SERA

株式会社　エルエーピー
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介護ロボットとは？

　介護をするロボットです。

　ロボットの定義とは、「情報を感知（センサー系）」し、「判断（知能・制御系）」し、
「動作（駆動系）」するという３つの要素技術を有する知能化した機械システムです。
　　　
　このうちロボット技術が応用され、介護サービス利用者の自立支援や介護者の負担の軽減に
役立つ介護機器を介護ロボットと呼んでいます。

介護ロボットを利用する場面とは？

それぞれのロボットに、利用者にあった特性があります。

【見守り支援ロボット】　　

夜間勤務などの介護者の負担が軽減へ

【入浴支援ロボット】　　　

介護者の負担を増やさず、快適な入浴へ　　

６



【移動支援ロボット】　　

利用者自身が移動しやすくなり、自立促進へ

【業務支援ロボット】　　

介護業務の負担軽減へ

（参考：経済産業省・厚生労働省）

【排泄支援ロボット】　　　

排泄の負担を軽減へ

【移乗支援ロボット】

介護者の腰の負担を軽減へ
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

センサーの変化を長距離無線で送信、受信にスマホを活用、新世代のコールシステム

　 呼出しボタンの通知とセンサーの変化の通知にLoRa長距離無線通信（見通し５００m）を
 採用し、受け端末にスマホを活用した、新世代のナースコール。センサーには、ベッドおき
 るセンサー、マットセンサー、非接触生体センサーを用意しています。　
 特徴　
 １）有線工事がなく、画期的な低コストを実現　
 ２）業界初　長距離無線LoRaの採用　
 ３）コールへの対応を即座に他のスタッフに通知し、駆けつけの重複を防ぐ　
 ４）駆けつけ前にスマホから映像で確認　
 ５）介護記録の自動作成　　　　など、便利機能でスタッフの負担を低減します。

　有線配線工事が無く、機器も一体型のシステムを採用し、画期的な導入コスト低減を実現
 します。
　スマホを使って、映像確認、業務記録自動作成など便利機能でスタッフの負担を軽減します。

見守り支援(介護施設型)
コミュニケーション・セキュリティ

  施設での徘徊傾向のある利用者、歩行が難しく転倒リスクが高い利用者

施設毎に異なるのでご相談ください　
参考価格　WiFi工事別　１ベッド当り4万円〜

パルモスマートコール

株式会社　iSEED 営業本部
　本社　055-900-1003　　首都圏営業所　046-207-5804
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

センサーの変化をスマホに通知。即座にスマホで映像確認。介護保険適用の見守りカメラ。

　介護保険レンタル適用の見守りカメラです。離床センサー等の変化をインターネットを
通じて、スマホに通知します。即座にスマホでその場のカメラ映像を確認できます。
 声掛けも可能で、その場で何が発生しているか即座に理解できます。
 カメラ本体だけでも介護保険適応となります。
 在宅で介護されている皆様のご負担軽減とより安全、安心をお届けします。
 施設様でのご利用も広がっています。

 在宅で介護をされる方の負担を大きく軽減できます。外出時もスマホで安心に見守ることが
できます。　
 また、施設様ではスタッフの負担を軽減できます。

株式会社　iSEED 営業本部
　本社　055-900-1003　　首都圏営業所　046-207-5804

見守り支援(在宅介護型)・見守り支援(介護施設型)
コミュニケーション・セキュリティ

　徘徊傾向のある利用者、歩行が難しく転倒リスクが高い利用者を外出中でもスマホで見守る
ことが可能です。

介護保険適用時のレンタル参考単位
（カメラ本体　500円／月、
 パルモケアおきるコールセッット　1,050円、
 ふむコールセット　980円等）

パルモケアシステム　

9
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あんしんクラウドfor PaPeRo i
顔認証により施設のご利用者様を特定し、個人名で呼びかけ、話しかけます。

　NECプラットフォームズが開発・製造するコミュニケーション・ロボットのPaPeRo I を
使って、ご高齢者ご自宅で緩やかに見守り、ご家族との繋がりを助け、施設では、言語
トレーニングで高次脳機能障害による発話不良や認知症のご利用者の、脳機能の活性化を
支援します。

　ご利用者様に笑顔を提供し、単調になりがちが施設での生活に、少しの変化と楽しみを提供
できます。食堂や受付等、ご利用者がよく利用されるスペースに設置するだけ。
　スタッフの手間も取らせません。

合同会社アシスティブ
　電話：080-3121-5897 

見守り支援(介護施設型)
コミュニケーション・セキュリティ

施設向け月額15,000円より
個人向け月額9,800円より

施設のご入居中のご高齢者、独居のご高齢者
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夜勤に効く！マットのいらない見守りセンサーでベッドからの転落もしっかりキャッチ！

　A.I.ViewlifeはICF（国際生活機能分類）をモデルとした自立支援型見守りシステムです。
居室内全域を見守り対象としており、プライバシーに配慮された画像が危険予兆動作や危険
状態を検知し、医療・介護現場でご活用頂けます。
　日常生活動作を把握できる現実的な解決策としてご導入頂いております。

・夜間勤務の負担軽減（居室内の在不在、生体確認ができ、巡視回数及び訪室回数の低減）
・転倒転落事故件数の減少（居室内の危険因子を事前回避）
・訴訟リスクの回避（事故抑止および発生時のエビデンス）

エイアイビューライフ株式会社　営業部
電話番号：03‐6261‐6327　
URL  https://aiview.life/

自立支援型
見守り支援(介護施設型)

　日常生活動作を把握されたいご入居者様全般

＜推奨価格＞
●赤外線センサー33万円/台（推奨価格）
●生体センサー10万円/台（推奨価格）
　他、ｻｰﾊﾞｰ・ｿﾌﾄ・作業・保証費など
　お問合せ下さい。

自立支援型見守りロボットA.I.Viewlife
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エイアイビューライフ）

■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

シルエット見守りセンサ
シルエット動画でご利用者の様子を確認できる見守りセンサ

　介護施設で、転倒リスクの高い利用者様のベッド上の様子を、シルエットで見守れる
介護ロボットです。
　ベッドから手足がはみ出したり、起き上ったりした際に、職員の方が持つ端末に状態
を区別してお知らせします。

・ベッドからの転倒・転落が低減します。
・シルエットで『見える』ことで、職員の心理的負担が軽減します。
・お知らせが履歴として残るので、ケアの改善に役立ちます。

キング通信工業株式会社
市場開発部　市場開発課　電話番号：03-3705-8110
https://www.king-tsushin.co.jp/

見守り支援(介護施設型) 定価　30万円

ベッドからの転倒リスクが高いご利用者
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

CareBird
ベッドのマット下に設置して寝ている方の体動、ヴァイタルをセンシングします。

体位変換を自動で行い、床ずれを予防します。
看護者、介護者の労力を軽減し、腰痛などの身体的負担も軽減します。
背上げ時も胃ろうの方に対し、5度傾けることが可能となっております。
24時間自動運転で設定した時間と角度を保ちベッドを傾けます。

１、ヴァイタル異常時のアラートによりタイムリーな駆付けが可能になります。
２、生活リズムや睡眠状態が記録、出力できるので医師や看護師への伝達が円滑に
  行えます。

三昌商事株式会社　アライアンス事業部　ICT＆Wellnessチーム　
　電話番号：045-548-4126
　http://www.sansho-shoji.co.jp/

ターミナル期の方、生活リズムや睡眠状態に不安のある方

見守り支援(介護施設型) ご相談ください。
ご利用者数やご使用目的により
ご提案いたします。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

高齢者見守りシステム「見守りライフ」
ベッドの脚に敷いたセンサが荷重の動きを解析し、被介護者の状態を検知します。

　ベッド脚に取り付けた４つのセンサが入居者のベッド上の動きを検知し、ナースコールへ
通知することで、転倒・転落リスクの低減に貢献します。
入居者の状態や体重・バイタル情報を蓄積することで、生活リズムや健康状況の把握が可能
となり、生活改善・介護プランに活用できます。
複数人の入居者の状況を同時にモニターで見守ることができ、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。

転倒・転落する前に介助することが可能になり、事故や怪我の防止に繋がります。
効率的な見守り体制を実現でき、訪室の回数を最適化することで業務の負担を軽減します。

トーテックアメニティ株式会社
　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
　電話番号：03-5657-3216　　メールアドレス：mlife@totec.co.jp

見守り支援(介護施設型) ＜参考価格＞
レンタル：3,800円～ ・販売：178,000円～
詳細はお問合せください。

高齢者施設の入居者：転倒・転落リスクや認知症等で徘徊癖がある方
介護職員：夜間の業務に負担を感じている方
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

高齢者施設向け見守り支援・生活記録システム「もりん」
座位や離床、室温異常、心拍・呼吸の停止（看取り）などを通知します。

 居室での利用者の状態（臥床、寝返り、室内歩行、離床、座位）や「離床後の経過時間」、
温度・湿度を、PC等（PC・タブレット・スマートフォン）にリアルタイムに一覧表示します。
 また条件を設定すると「離床」「座位」「室温異常」を画面と音でPC等へ通知します。
 データは保存されていて過去データも見られます。
 バイタルセンサー（拡張機器）を追加すれば、利用者の「心拍数・呼吸数・体動量」も
リアルタイムに一覧表示し、また「看取り」の通知も可能となります。
 業者等による大がかりな設置工事は不要です。

利用者の転倒事故や排泄失敗の軽減、徘徊の早期発見、熱中症や風邪予防、訪室の削減、
夜勤記録の負担軽減等を支援します。サービス向上及びスタッフの負担を軽減します。

ドーンコーラス合同会社　
  TEL：03-6755-8046
  http://www.dawnchorus.co.jp/

転倒リスクが高い利用者、徘徊の心配がある利用者、ターミナルケアの利用者。

見守り支援(介護施設型) 販売 :親機 \95,000 、子機 \70,000～
レンタル:月額　親機6,800円、子機3,500円〜
※保守費用やクラウド使用料等の費用は特に
　発生致しません。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

見守りケアシステム　M-2
ベッドに内蔵されたセンサーが療養者の状態と安全を見守ります

ベッドに内蔵されたセンサでご利用者の状態や体動を検知しナースコールへ通知します。
ベッド上での体重測定も可能で、体重履歴や、行動特性も記録が可能です。
Wi-Fi環境が整っていればナースステーションでリアルタイムで利用者の状態や呼吸、
心拍を確認することもできます。

設定が簡便で、誰でも簡単に設定ができます。また、４つのセンサーにより誤報が少なく、
確実にお知らせすることが可能です。（体重測定機能付）

フランスベッド株式会社　
病院神奈川営業所　TEL：046-265-5180
https://www.francebed.co.jp/

見守りが必要な方。転倒転落リスクが高い方。

見守り支援(介護施設型) 802,000円～966,700円程度
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

非接触型バイタルセンサー

　離床・見守りセンサーは、マットレスの下にセンサーシートを設置するだけで利用者の
呼吸・脈拍・離在床を検出することが可能です。
　利用者の異変を検知し介護従事者へお知らせする機能を持ちます。
　センサーから検出される生体情報は実証実験において既存の医療機器とほとんど差が
ないことを確認しています。

株式会社メディカルプロジェクト 営業部
　電話番号054-252-1141
　ホームページURL http://www.medicpro.co.jp/

見守り支援(介護施設型) 定価190,000円
　接続する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。

離床・見守りセンサー

終末期（ターミナル期）の利用者、転倒リスクのある利用者

　離床・見守りセンサーを使用することで転倒予防のための頻回な見守り、看取り期の

頻回な見守りを減少させ職員の肉体的・心理的負担の軽減が期待できます。
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リコーみまもりベッドセンサーシステム
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。

・ 利用者様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・離床等の活動状態や参考体重を表示
（特徴）
・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。

利用者様の転倒・転落リスクの軽減と介護スタッフの見守り業務負荷の軽減。

リコージャパン株式会社　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　ヘルスケアビジネスグループ
　電話番号：050-3534-6667　https://www.ricoh.co.jp/bedsensor/

転倒リスクが高い利用者様と見守る介護スタッフ

見守り支援(介護施設型) 標準価格（税別）
180,000円～200,000円/1床分

■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

LiveConnect Facility
センサーを居室内に設置する非接触型見守りシステムです。

　センサーとAIを活用した見守りシステムで、『介護施設のリスク』と『介護職員の負担』
の軽減をサポートします。
１．各居室の状況を一覧で確認　
　　一画面で48室まで一覧にして確認することができます。
２．居室内の離床検知　
　　入居者の離床を離床直前に素早く検知することができます。（数秒以内）
３．居室内での熱中症防止　　
　　居室の「温・湿度」を測り、熱中症の防止に役立てられます。
４．複数センサーによる夜間行動把握
　　居室内の複数センサーを組み合わせて、夜間のトイレなど入居者の行動を推定できます。

一画面で全居室の様子がわかるため急な対応に備えられ、夜間巡回時は入室せずに呼吸・
安否確認が可能となります。また、ずり落ち前の離床検知にて事故防止が期待できます。

株式会社Z-Works　事業企画本部
電話番号：03-5988-7403
ホームページURL http://www.z-works.co.jp/

見守り支援(介護施設型)
見守り支援(在宅介護型)

施設入居者様すべて（フロア単位・ユニット単位など）

設置するセンサーの種類と数によって変わります。
最小構成で1床あたり月額4,200円からレンタル。
その他、販売等柔軟に対応させていただいております。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

心拍、呼吸、体動、離着床の状態をリアルタイムで確認できる非接触見守りセンサー

　非接触・非拘束・非侵襲型のマット型生体センサーです。センサーマットから感知される
心拍・呼吸・体動の生体情報を、サーバーを通してモニターにリアルタイムで表示します。

センサーマットが24時間ご利用者の状態を見守るので、スタッフの肉体的、精神的負担軽減
に繋がります。また、過去の見守り履歴が30日分保存され、帳票作成等に役立ちます。

株式会社バイオシルバー　本社営業部
　電話番号：045-548-5478
　ホームページURL http://www.biosilver.co.jp/

見守り支援(介護施設型)
見守り支援(在宅介護型)

見守りが必要な方

オープン（参考価格17万8千円）
※運用に必要なサーバー等は別途となります。

aams.介護
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

ベッドに敷いて使用する非接触型見守りセンサー

　眠りSCANはマットレスの下に設置したセンサ-により、体動（寝返り、呼吸、心拍など）を
測定し、睡眠状態を把握します。
　眠りSCANを活用することでケアプランの改善やスタッフの業務負担軽減、入居者の生活習慣
の改善などにお役立ていただけます。

　夜勤スタッフの心身の負担軽減を図れます。
　また利用者の睡眠、呼吸、心拍を見ることにより健康の維持に活用したり、
体調の変化への気付きにも繋がります。

パラマウントベッド株式会社  横浜支店　
 電話番号　（042）795-8800
 ホームページURL https://www.paramount.co.jp/

見守り支援(介護施設型)

　転倒リスクが高い、夜間の睡眠、呼吸、心拍などを見守りたい利用者

お問い合わせください。
リースも可能です。

眠りスキャン
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

ベッド内蔵型センサーにより見守りを支援します

　見守り支援ベッドシステム（エスパシアシリーズ）は、ベッド内蔵型センサーによる
「動作検知」で入居者を見守り、介護従事者の負担軽減をサポートします。

転倒転落発生率の低減に寄与します。
設定のしやすさ、高い検知率、低い誤報率によりスタッフの負担を軽減することができます。

パラマウントベッド株式会社  横浜支店
 電話番号　（042）795-8800
 ホームページURL https://www.paramount.co.jp/

見守り支援(介護施設型)

　転倒リスクが高い利用者

お問い合わせください。
リースも可能です。

見守り支援ベッドシステム「エスパシア」
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

見守り・通話システム
ナースコール、マットセンサー、カメラ、トランシーバー機能をもつ見守りシステム

クラウドおよびオール無線化システムにより、数部屋からでも導入することができます。
・Wi-Fi工事の不要な無線式ナースコールです。
・無線式カメラでどこでも手軽に設置可能です。
・カメラの暗視機能により、夜間の巡回にもご利用できます。またレコーダー機能により、
  事故や怪我などトラブルを後から動画で確認することができます。
・無線式マットセンサーは、配線不要でどこでも設置できます。
・スマホトランシーバによりスタッフ同士の連係をスムーズにします。　

必要なものを必要な分だけ導入できます。
オール無線化システムのため、配線を気にする必要がなく、短期間で設置可能です。

株式会社フジクラエンジニアリング　通信エンジニアリング事業部　システム技術部
　03-5606-8122
　http://www.fen.fujikura.jp/

見守り支援(在宅介護型)
見守り支援(介護施設型)

レンタル参考価格　
月額 \3,000～/居室
（故障時、無償交換）
*構成や台数などにより価格が異なる
場合があるので詳しくはお問合せ下さい。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

接触しないで、脈と呼吸を高精度に感知するセンサーです！

　マイクロ波式ドップラーセンサーの応用で、体表に現れる呼吸（みぞおちの動き）、
脈（体表の静脈の血管の凹凸）の動きを非接触・非拘束で感知します。
　就寝時でも2.5mまで脈・呼吸が感知できます。金属板、セメント、水以外は透過して
センシングしますので、衣類・マット等を透過して非拘束・非接触で脈・呼吸が感知
できます。
　壁の中に埋め込みが可能です。
　感圧式ではないので経時変化でセンサーに発生する歪みによる誤動作はありません。

株式会社ミオ・コーポレーション センサー事業部 
　TEL045-624-9928
　ホームページURL https://www.mio-corp.co.jp/sensor/

見守り支援 お問い合わせください。

非接触バイタルセンサー
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）
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Dream Care
リスクマネジメント&介護スタッフ支援システム

・入居者様の呼吸・脈拍・体動・状態を画面上に一覧表示し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、事故や事件のエビデンスと
  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、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。
・居室の様子を静止画にて確認出来るスナップショット機能も搭載します。

・スタッフの巡回の負担を軽減することができます。
・事件・事故の予防、早期発見、立証します。
・セクハラ・パワハラ等が少なくなります。

株式会社DREAM TOKYO
　電話番号：03-5981-8410
　http://www.dream-tokyo.com/

入居者様　介護スタッフ

見守り支援(介護施設型)・介護支援型 参考価格38万円　
　割賦販売およびリースも活用できます
ので、お気軽にお問い合わせください。



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格
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移動支援 220,000円(税抜)

安定した移乗と　簡単な操作で介護をおこなう方、介護をうける方双方の身体的負担　
精神的負担を軽減することができます。

歩行車 リトルターン 電動アシスト付
自動アシスト自動制御する移動支援ロボット

・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。

アロン化成株式会社　ライフサポート事業部東京支店
 電話番号：03-3502-1422
 ホームページURL https://www.aronkasei.co.jp/anju/

自宅周辺に坂道が多く外出の障壁となっている方
平衡感覚が取りにくくまっすぐ歩くことが困難な方
家族の見守りを受けながら外出することがある方



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

装着型の作業支援ロボット「腰補助用 マッスルスーツ®」

　人や重い物を持ち上げる、中腰姿勢を続けるといった、身体に負担のかかる作業をする際
の動作をアシストし、作業負担を軽減させるとともに、腰痛予防に貢献します。 
 最大の特徴は、アクチュエータに、空気を駆動源とする人工筋肉（Mckibben 型人工筋肉）を
使用していることです。これにより、なめらかで自然な動きでありながら、最大で 25.5kgf～
35.7kgf という強い補助力を発揮します。 

 2014 年の販売開始以降、介護や製造業、建設業、物流業、農業などの現場で導入いただいて
おり、人手不足や従業員の高齢化に悩む職場の環境改善に寄与してきました。

株式会社イノフィス　事業部
 電話番号：03-5225-1083
 ホームページURL https://innophys.jp/

移乗介助(装着型)

排泄介助、移乗介助といった腰に負担のかかる作業をされる方

メーカー希望小売価格49.8万円（税抜）

マッスルスーツEdge
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

装着者の思い通りの動きをアシストし、腰部にかかる負荷を低減します！

　ＨＡＬ®介護支援用は、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のような介護動作において、腰部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。

湘南ロボケアセンター株式会社
　TEL：0466-31-0821  FAX：0466-31-0822
　ホームページURL http://www.robocare.jp/shonan/

移乗支援 お問い合わせください。

ロボットスーツHAL 介護支援用 腰タイプ（CB02)
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

自立支援型移乗介助ロボット「愛移乗くんⅡ」
ベッドから車椅子等への移乗動作をサポート

・脚が全く使えない方でも使用可能です。
・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
  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。（トイレ介助も２人→１人）

株式会社アートプラン
福祉機器部　電話番号：0749-25-1294
http://www.artplan.ne.jp/

下肢に障害が有っても上体を動かせる方

移乗介助(非装着型) 688,000円 
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

移乗サポートロボットＨｕｇ Ｌ１
かるがる移乗、ボタン2つで簡単操作。スリングシートも不要です！

座位間の移乗や手洗い、脱衣所での立位保持をサポートします。
Hugが身体をしっかりと支えるため、100kgの方まで安心・安全に移乗ができます。
コンパクトな設計になっているため家庭等の狭い場所でも使うことができ、Hug本体が軽い
ので楽に移動できます。また、準備に手間取らず、どなたでも簡単に操作することができ
ます。

被介護者を持ち上げる動作が減る為、腰への負担が軽減され腰痛予防効果があります。
２人介助を１人介助へ。また、オムツではなくお手洗いに行くことでＱＯＬの向上も。

株式会社ＦＵＪＩ
 RS事業本部 第一営業部第4営業課
 https://www.fuji.co.jp/

移乗介助(非装着型) 
排泄支援

お問い合わせください。
（リース可）

脚力が弱ってきた方、端座位が不安定な方。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

ROBOHELPER　SASUKE
「お姫様だっこ」のようにシートごとベッドから抱き上げます。

「お姫さまだっこ」のようにシートごとベッドから抱き上げます。
介護を受ける方の体重をSASUKEが担います。
介護をうける方のためにシート全面で身体を支えて体圧を分散　
揺れの少ない安定した移乗。身体上での機器の取り付けがなく視界を遮らない開放感。
介護をおこなう方のために、腰部への負担を軽減、操作手順はとてもシンプル　
着座後の姿勢調整が殆どなく負担軽減　、一人でも軽い力で移乗介助が可能　

安定した移乗と　簡単な操作で介護をおこなう方、介護をうける方双方の身体的負担　
精神的負担を軽減することができます。

マッスル株式会社　ヘルスケア部
 電話番号　06-6229-9550
 http://www.musclecorp.com/index.php

一人では移乗ができない方
（体重　120kg以下の方・身長　140cm～180cmの方）

移乗介助(非装着型) ￥998,000(希望小売価格）　
レンタルはお問合せ下さい。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）
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介護士の単純作業をロボットが代替し、介護士の時間を捻出します

　人間の頭脳(AI)、目(3Dビジョンカメラ)、両腕(アームとグリッパー)と足(自律走行)に
相当する機能を持つヒューマノイドロボット。
　介護士や入居者の顔や所有物等を登録することでAIが識別可能。自分でエレベータに
搭乗し、フロアを跨いで運搬可能。主に運搬、見回り業務を代替できる。

介護士が入居者をケアする時間を増やすことができます。

丸文株式会社
　aeolus_robot@marubun.co.jp

介護支援型

　介護士

リース販売のみ
20万円/月(3ヶ月契約時)

Aeolus製ロボット「EC3000」



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格

ココへルパ
無線ケアコールシステム

　介護施設専用設計の全く新しい無線式のコールシステムです。
　先端の無線周波数を活用し、信頼性の高いワイヤレスネットワークに加え、スマートフォ
ン＆最新のIoT技術を積極的に活用しておりながら、介護スタッフ様が簡単に利用できる仕組
みを多数採用しておりますので、業務効率を向上させることができるのはもちろんのこと、
利便性、経済性の高いシステムとしてご提供致します。

ココへルパは音声だけでなく、映像でも入居者様の姿を確認できるので、優先順位がつけ
やすく、施設の労力削減に繋がります。

ジーコム株式会社
 電話番号：03-57537577
　https://www.gcomm.co.jp/

介護支援型
見守り支援(介護施設型)

高齢者施設、または障がい者施設のご入居者・スタッフ様

システム製品につき、施設規模に
より価格が変動致します。
お問い合せ下さいませ。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

居室での寝たままでの入浴ができる「超微細な粒子を使ったお風呂」

　設備工事なし、簡単に移動ができる、居室での寝たままでの入浴ができる「超微細な
 粒子を使ったお風呂」です。
　ミストによる洗浄可能です。
　設備工事なしで居室での入浴が可能です。
　水圧がなく、お体への負担が軽いです。

株式会社EINS（アイン）
 電話番号：06-6648-72222        
 ホームページURL http://www.eins-1.jp

入浴支援 お問い合わせください。

ナノミストバスベッドタイプ
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

36

ピュアット
入浴時間３０％削減。こすり洗い不要。新技術の介助支援装置。

浴槽内にウルトラファインバブルを発生させ、お湯に浸かるだけで、身体の表皮や皮脂、
拘縮箇所の汚れ等を浮かせて落とすことが可能。洗い残しを減少させ、利用者に均一な
清潔性の提供が可能。
（職員の技術差による不均等さの解消）
コンパクトな設計で、持ち運びも出来る為、設置工事不要。

入浴時における介助者の負担軽減。入浴者の肌への負担軽減。

株式会社金星　営業部　企画営業課
電話番号：03-3511-8441
http://www.kinboshi-inc.co.jp/

入浴介助が必要な方、こすり洗いや洗剤により肌の負担がある方、
麻痺による拘縮で洗い残しがある方、既往歴により洗身が困難な方。

入浴支援
120万円
（デモ機貸出有。お問い合わせください。） 



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

ベッドに敷いて使用する尿便検知可能なにおいセンサ

　Helppadは、業界初の「におい」で便と尿を検知するセンサーです。
　ベッドに敷くだけで、簡単にセットできるシンプルな設計。
　機器を身体に装着しないので、装着型の製品と比べ肌への負担が少なく、日常生活の動作を妨げる
ことなく利用できます。
　また、手間のかかる排泄パターン表を自動生成します。

株式会社aba　
　電話番号：047-494-6823
　ホームページURL　https://www.aba-lab.com/

排泄支援
介護支援型

オープン価格

Helppad（ヘルプパッド）

要介護者、障がい者

　排泄パターン表を自動生成。おむつの定時交換の空振りを減らす等、スタッフの負荷を

減らします。排泄通知に基づき、個別に重点的なケアをすることも可能です。

アロン化成株式会社　ライフサポート事業部東京支店
 電話番号：03-3502-1422
 ホームページURL https://www.aronkasei.co.jp/anju/
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

水洗式ポータブルトイレ｢流せるポータくん3号」
ベッドサイドに置ける水洗式のポータブルトイレです。

　排泄支援のロボットとして介護施設様でご利用頂いております。
　ボタンをポンと押すだけで既存トイレと同じ様に排泄物を処理してくれます。
　介護施設様では既存トイレの増設としてのご利用や居室にバケツ式のポータブルトイレの
かわりに設置し、臭いの問題や介護業務の削減にご利用頂いております。

施設スタッフ様のポータブルトイレの清掃業務が無くなります。

株式会社アム　福祉事業部
　【TEL】076-288-8655
　　http://www.am-co.co.jp/

ポータブルトイレをご利用の方｡
オムツからポータブルのご利用にチャレンジしている方にお薦め致します。

排泄支援 【希望小売価格】
　標準便座タイプ\298,000(税別)　
【希望小売価格】
　洗浄便座付きタイプ\348,000(税別
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

尿・便の処理を全て自動で行う自動排泄処理ロボット

　尿・便の処理を全て自動で行う自動排泄処理ロボットです。
AIの制御技術により要介護者の排泄物をセンサーが認識し、吸引・洗浄・温風乾燥まで全て
自動で行います。
・医療用ジェルが身体に密着するため、90度寝返りしても漏れない 
・ジェルが体圧を分散させるので、長時間使用しても床ずれになりにくい 
・ワイヤレス&防水加工でヘッドのメンテナンスが簡単 
・排泄後すぐに処理するためカップ内は常に清潔で衛生的 
・排泄物はタンクに密封されるため嫌な臭いが部屋に充満しない 
・排泄履歴を24時間自動記録

アルトンジャパン株式会社
 電話番号：03-6240-2120
 ホームページURL http://www.altonjapan.co.jp/

排泄支援 お問い合わせください。

iCarebot
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格

水洗ポータブルトイレ キューレット
動かせる水洗トイレ　汚水を下水へ流す仕様と工事不要で設置できる仕様が選べます。

・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。

・自分で排泄物を流せます。介助する方への気遣いを軽減します。
・排泄物を流すのでニオイがお部屋に広がるのを防ぎます。
・ひじ掛けの高さや便座の高さの調整ができます。

アロン化成株式会社　
ライフサポート事業部東京支店　
電話番号：03-3502-1422
https://www.aronkasei.co.jp/anju/

・トイレへの移動で転倒リスクが高い利用者。
・ポータブルトイレの臭気や処理に気兼ねをして排泄を遠慮している利用者。
・排泄物の処理負担を軽減させたい職員。

排泄支援 52.5万円～62万円
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ
排泄物の処理負担を軽減する排泄支援ロボット

・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。

ポータブルトイレの汚物処理とニオイの問題を解決します。

アロン化成株式会社　
ライフサポート事業部東京支店　
電話番号：03-3502-1422
https://www.aronkasei.co.jp/anju/

排泄支援

・トイレへの移動で転倒リスクが高い利用者。
・ポータブルトイレの臭気や処理に気兼ねをして排泄を遠慮している利用者。
・排泄物の処理負担を軽減させたい職員。

128,000円～163,500円(税抜)

41



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

サクサ・ボイスクラウド（音声感情推定）
音声から心の動きを見える化するコミュニケーション支援

サクサ・ボイスクラウド「音声感情推定」は人の音声から感情を推定するサービスです。

端末に話しかけると、話者の感情を画像や色で表示することができます。
国ごとの言語、言葉には依存しないため、特別な準備をすることなくご利用頂けます。

※本サービスは企画段階のため仕様変更や休止の可能性があります。

・発語が困難な方との意思疎通支援
・話者へのメンタルケア支援
・多言語スタッフとの対話支援

サクサ株式会社　
インキュベーション推進部　電話番号：03-5791-5523
https://www.saxa.co.jp/

主に発語が困難なご利用者

コミュニケーション・セキュリティ 未定（企画検討中） 
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

PALRO　ビジネスシリーズ高齢者福祉施設向けモデルⅢ
介護職員の小さな相棒。レクリエーションはお任せください。

　PALRO（パルロ）は、高齢者の介護予防や生活機能改善を促すとともに、高齢者を
支える介護者の負担軽減を担うコミュニケーションロボットです。
　日常会話のお話相手、レクリエーションの司会進行、健康体操のインストラクター
を行いながら、施設のあらゆる場面で介護者のお手伝いをします。
　100人以上の方の顔と名前を覚え、自ら自発的に話しかけるPALROは、高齢者の注目を
集め、介護者が身体介助を行うわずかな時間を生み出します。
また、介護予防効果の高い多彩なレクを365日日替わりで司会進行から行います。

声かけによる高齢者の生活機能改善、介護者に対しては、介護者のレク考案の負担軽減や、
身体介助へスムーズに移行できるという効果が実証実験でも証明されています。

富士ソフト株式会社 パルロセンター
 電話番号：050-3000-2136
 ホームページURL https://palro.jp/

コミュニケーション・セキュリティ レンタル月額　30,000円（24ヶ月レンタル特別価格）
（PALROアップグレードサービス、動産保険、メーカー
保証含む）販売価格　670,000円
PALROアップグレードサービス　36,000円（年額）
※価格はすべて税別
　別途有償で初期セットアップ出張サービスも
  ご用意しています。座位保持が30分以上可能な利用者

（但し、利用者が使用に際して拒否感が見られる場合は使用の中断をお願い致します。）

43



■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

介護施設でのスタッフによる服薬事故を防止するシステム

　施設内でスタッフがご利用者様に配薬する際に、モバイル端末を利用し「渡し間違い」
をチェック・防止することができます。また、服薬チェックの内容が自動で記録されます。
　他にも「渡し忘れ」を防止するためにメールでお知らせをする機能がございます。

 介護スタッフによる服薬作業を、スキルや経験を問わずより確実なものにすることが
できます。
 また複雑になっていたチェック作業を簡素化することも可能です。

株式会社ノアコンツェル  東京支店  システム開発事業部
 電話番号：03-6811-0763    
 ホームページURL http://fukuyakkun.nkz-system.com/

その他

施設の介護スタッフ

イニシャルコスト　10～40万円程度
ランニングコスト　1～4万円/月程度
※ランニングコストは１年・５年パックを
  ご用意。

服薬支援システム服やっくん
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

自動寝返り支援ベッド　FB-640A
体位変換に要する労力を軽減し、療養者を起こさず床ずれを予防。

体位変換を自動で行い、床ずれを予防します。
看護者、介護者の労力を軽減し、腰痛などの身体的負担も軽減します。
背上げ時も胃ろうの方に対し、5度傾けることが可能となっております。
24時間自動運転で設定した時間と角度を保ちベッドを傾けます。

アンケートを実施しましたら夜間の見守りにおける負担が楽になったと答えた方が83％、
仕事量も13％程削減できたと報告が上がっております。

フランスベッド株式会社　
病院神奈川営業所　TEL：046-265-5180
https://www.francebed.co.jp/

夜間ご自身で寝返りできない方。褥瘡の発生の可能性がある方。

その他 参考上代　1,312,000円　
販売価格はご相談下さい。
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

高齢者の転倒を予防する足首の底屈背屈運動器具　　　

　高齢者の転倒を予防する足首の底屈背屈運動器具です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
足首を曲げるとピンポン玉が目の前を落下します。ピンポン玉の動的刺激があるため、
飽きずにゲーム感覚で運動できます。通所デーサービスなどの介護施設で使用していた
だいています。
　電動式ではないので、自分の筋肉を使って運動してください。
　足首以外に太ももの運動器具としても使用できます。

足首が柔軟になり転倒原因のすり足が改善されます。

工房ＳＥＲＡ　代表　稲住 義憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 TEL：090-4136-8423　FAX：042-743-1184　メール：yk-inazumi@jcom.home.ne.jp
 URL　https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/

その他

　転倒リスクの高い高齢者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　麻痺のリハビリ治療に使用される場合は、専門職の指導の下でご使用ください。

販売価格　3万８千円（消費税・送料別）
購入またはリースを希望される方は
メールか電話でお問い合わせください。

足の運動器具「足上げ君」
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■ 分野

■ 対象者

■ 主な機能や特徴

■ 導入効果

■ 問い合わせ先

■ 販売価格（レンタル価格）

　高齢者の転倒を予防する足首の底屈背屈運動器具です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
足首を曲げるとピンポン玉が目の前を落下します。ピンポン玉の動的刺激があるため、
飽きずにゲーム感覚で運動できます。通所デーサービスなどの介護施設で使用していた
だいています。
　電動式ではないので、自分の筋肉を使って運動してください。
　足首以外に太ももの運動器具としても使用できます。

工房ＳＥＲＡ　代表　稲住 義憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 TEL：090-4136-8423　FAX：042-743-1184　メール：yk-inazumi@jcom.home.ne.jp
 URL　https://kobo-sera.sakura.ne.jp/wp/

脳血管疾患などの麻痺の方へリハビリ訓練機

　脳血管疾患などで麻痺が残った足首に装着、空気を使い他動的に足首を動かします。
　訓練量の確保や訓練前のウォーミングアップなどに、家庭や施設で簡単に利用できる
リハビリテーション補助ロボットです。

利用者様の自主訓練に最適です。

株式会社エルエーピー
電話番号：046-204-9343
ホームページURL http://lap-atom.co.jp/

その他

　日常生活動作を把握されたいご入居者様全般

参考売価　239,800円～747,800円（税別）

パワーアシストシリーズ
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介護 ・ 生活支援ロボット
　　　　普及推進協議会について

※　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会とは

　介護ロボットを開発するメーカー側と、実際に活用する施設などの「ミスマッチ」の解消
のため、両者への正しい情報提供を行うため、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会が、
「介護・生活支援ロボット普及推進協議会及び介護・生活支援ロボット活用研究会」を設立
しました。

　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会は、神奈川県や市町村、民間企業やＮＰＯ等
「公」と「民」の連携協力のもと、平成９年３月に設立されました。
　
　高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、
先駆的な事業を展開してきました。
　介護サービス事業所の情報を一元的に収集できる「介護情報サービスかながわ」や、
介護職員の研修機会を提供する「かなふくセミナー」、行政から受託している「要介護
認定調査事務」適正な事業運営が行われているか確認する「実地指導事務」など、介護
をバックアップする事業に精力的に取り組んでいます。

　このような実績をふまえ、超高齢社会を迎えるにあたり、介護・生活支援ロボット普及
推進協議会を立ち上げ、介護ロボットの普及・定着を目指して活動しております。

介護 ・ 生活支援ロボット
　　　　普及推進協議会について
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株式会社iSEED
株式会社aba
合同会社アシスティブ
アルトンジャパン株式会社
株式会社アイン
株式会社アム
アロン化成株式会社
株式会社アートプラン
株式会社イノフィス
エイアイビューライフ株式会社
株式会社エルエーピー
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
工房SERA
キング通信工業株式会社
株式会社金星
サクサ株式会社
三昌商事株式会社
湘南ロボケアセンター株式会社
東邦ホールディングス株式会社
トーテックアメニティ株式会社
ドーンコーラス合同会社 杉並事業所
NISSHA株式会社
株式会社ノアコンツェル 東京支店
フランスベッド株式会社
株式会社ＦＵＪＩ
株式会社フジクラエンジニアリング
富士ソフト株式会社
丸文株式会社
マッスル株式会社
株式会社メディカルプロジェクト
株式会社リコー
ジーコム株式会社
株式会社Z-Works
大和ハウス工業株式会社 東京本社
株式会社DREAM TOKYO
株式会社バイオシルバー
パラマウントベッド株式会社 横浜支店

介護・生活支援ロボット普及推進協議会　委員　紹介
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活用研究会　委員

株式会社メディカルピュア湘南　グループホームあんずの家
社会福祉法人三光会　特別養護老人ホーム大野北誠心園
株式会社ケアクオリティ
社会福祉法人光友会　湘南希望の郷
社会福祉法人隆徳会　特別養護老人ホーム サニーヒル横浜
社会医療法人社団三思会　介護老人保健施設さつきの里あつぎ
社会福祉法人吉祥会　介護老人福祉施設 寒川ホーム
社会福祉法人大和清風会　高齢者介護福祉施設サンホーム鶴間
社会福祉法人秀峰会　高津　山桜の森
社会福祉法人伸こう福祉会
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　新鶴見ホーム
社会福祉法人清光会　特別養護老人ホーム新横浜さわやか苑
社会福祉法人泉心会　高齢者総合支援センター泉心荘
社会福祉法人ユーアイ二十一　太陽の家
社会福祉法人和みの会　特別養護老人ホーム和みの園
医療法人社団孝和会　介護老人保健施設 能見台パートリア
社会福祉法人同塵会　特別養護老人ホーム芙蓉苑
株式会社リフシア
社会福祉法人合掌苑
社会福祉法人小田原福祉会　特別養護老人ホーム潤生園
社会福祉法人東洋会　ジョイアス城山
社会福祉法人地域福祉協会　逗子ホームせせらぎ
社会福祉法人三栄会　特別養護老人ホーム ベルホーム
神奈川県　県立さがみ緑風園
神奈川県　県立中井やまゆり園
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
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