
   

 

 

 

 

 

 

 

  

出展者名 主な出展品目 一口コメント 

各種先進の 

支援機器 

  

三昌商事㈱ ・歩行モニタリングシステム 

「Q`z TAG ｗalk」 

・歩行機能回復用装具 

「トランクソリューション」 

・見守りシステム「Carebird」 

・10m の往復歩行をするだけで、歩き方のクセ

やバランスを表示 

・専門職員が不在でも短時間に測定可能 

・体力測定の記録業務が大幅に軽減 

・非接触センサーで、バイタル異常を自動検知 

サクサ㈱ ・サクサ・ボイスクラウド 

 

・人の音声から感情を推定、画像や色で表示 

・メンタルケアや対面業務を支援 

㈱エルエーピー ・パワーアシストシリーズ 

・MR式パワーアシストハンド 

・脳血管疾患などで、麻痺になられた方の関節

運動のリハビリをサポートするロボット 

㈱ノアコンツェル ・服薬支援システム  

「服やっくん」 

・施設の誤薬事故をゼロにします 

・誤薬から施設や職員を守ります 

・服薬業務を効率化できます 

セントケア・ホールディング㈱ ・簡易認知機能スケール 

「あたまの健康チェック」 

・クラウド型認知症機能スケール 

㈱プロビデント ・リハビリ支援「Norimaki（のりまき）」 

・「mikke.club(みっけくらぶ）」 

・リハビリマッサージ 

・徘徊検知、見守り支援 

工房 SＥRA ・転倒予防に役立つ運動器具 

「足上げ君」 

・転倒予防のための足の運動器具 

・ゲーム感覚で飽きずに運動できます 

・天然木と生分解プラでできています 

㈱金星 ・入浴介助機器・装置 

「ピュアット」 

・極微細気泡が全身を洗浄 

・ソープもこすり洗いも不要で肌に優しい 

・入浴介助の時間と負担を軽減 

移乗支援ロボット   

㈱イノフィス ・移乗支援ロボット 

「マッスルスーツ Edge」 

・腰負担軽減、最大補助力 25.5kgf 

・モーター、バッテリー不要  

・スイッチ操作やセンサー検知が不要 

マッスル㈱ ・移乗支援ロボット 

「ロボヘルパーSASUKE」 

・一人で移乗介護が可能、負担軽減 

・シートで包み、揺れない安心の移乗 

出展者名 主な出展品目 一口コメント 

高齢者見守り 

緊急通報 

  

綜合警備保障㈱ ・HOME ALSOKみまもりサポート 

・みまもりタグ 

・遠隔地の家族を見守り。緊急通報システムみま

もりタグアプリにより、位置検索 

ノーリツプレシジョン㈱ ・予測型見守りシステム 

「Neost Care」 

・ベッドを使って実演 

キング通信工業㈱ ・シルエット見守りセンサ ・起き上がり、はみ出し、離床を区別して知らす 

・シルエット画像で様子を確認、履歴保存 

㈱iSEED ・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 

・低コストの新世代ナースコール 

・新技術 LoRaを採用した無線ナースコール 

・受け端末にスマホ端末を活用 

トーテックアメニティ㈱ ・高齢者見守りシステム 

「見守りライフ」 

・ベッドセンサによる見守りシステム  

・利用者の動き・体重・バイタルを検知  

・事故リスクの低減と業務負担を軽減 

ドーンコーラス（合同会社） ・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」 

・座位離床、室温異常、心拍・呼吸停止等通知 

・利用者の状態を PCやスマホに一覧表示 

・過去データも閲覧可能 

㈱フジクラエンジニアリング ・「見守り・通話システム」（ナースコール） 

（ナースコール、マットセンサー、カメラ、

トランシーバーの機能をもつ） 

・オール無線化システム、配線不要の為、短時

間で設置可能 

・必要な分だけレンタルとして導入可 

㈱メディカルプロジェクト ・高齢者見守りシステム 

クラウド型見守りセンサー 

「シッタープロ」 

・マットレス下に設置したセンサーから利用者の

呼吸・脈拍・離在床を検知 

・施設、在宅に対応 

㈱リコー ・高齢者見守りシステム 

リコーみまもりベッドセンサーシステム 

・荷重センサーを設置することで、離床のタイミ

ングがわかり、転倒・転落のリスク軽減 

ジーコム㈱ ・高齢者見守りシステム 

「ココヘルパ」 

（無線ケアコールシステム） 

・映像＋通話で夜間時の業務負担を軽減 

・老朽化した設備も最新スマートフォンの 

コールシステムにアップデート 

㈱Z－Works ・高齢者見守りシステム 

「LiveConnect Facility」 

・センサーと AI を活用し、居室内の状況をフロ

ア・ユニット単位で 1 面 48 室まで一覧化して

確認可能 

㈱DREAM TOKYO ・高齢者見守りシステム 

「Dream Care」 

・プライバシーに配慮した録画機能 

・部屋の様子確認のスナップショット機能 

・異常発生時のアラート機能 

㈱バイオシルバー ・高齢者見守りシステム 

「aams.介護」 

・非接触・非拘束のマット型生体センサー 

・リアルタイム性に優れています 

・ナースコールとの連動が可能です 

エイアイビューライフ㈱ ・高齢者見守りシステム 

「A.I.viewlife」（見守りセンサー） 

・介護現場の見える化（プライバシー保護） 

・居室全域での危険予兆と危険動作の検知 

・検知履歴（画像）の自動記録   

㈱ファンタスティック ・高齢者見守りシステム 

「Fantastic-eyes」 
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11月 15日（金）12時～17時 

16日（土）10時～16時 

会 場 ： けやきプラザ  （我孫子駅南口 徒歩1分） 

出展品案内  ☎ ０４－７１６５－２８８6 

～介護者の負担を減らす新しい福祉用具～ 
事業所の介護人材不足・家族の負担軽減対応 



   

   

会社・団体名 主な出展品目 一口コメント 

福祉車両   

・千葉トヨタ自動車㈱ 

・ネッツトヨタ千葉㈱ 

トヨタハートフルプラザ 

千葉中央 

・シエンタ車椅子仕様車  

・ルーミー助手席リフトアップシート車 

 

㈱ホンダカーズ千葉 ・ホンダ フリード 

・ホンダ N-BOX 

 

 

ダイハツ千葉販売㈱ タント 

スローパー 

 

・7月に発表した新型タントの展示 

・車椅子での乗車体験 

・助手席ターンシート体験 

 

移動機器関連   

㈱スズキ自販千葉 スズキセニアカー ・運転免許返納後、移動手段としてご利用される

方が増えています。会場で試乗してみませんか 

㈱モビリカ ・電動車椅子・歩行アシストロボット 

RT.ワークス RT1／2、ペルモビール F5 

ペルモビールスマートドライブ 

Luggie、ペルモビール TR 

・電動車椅子等の障害者用補装具の特注製作 

㈱イーアス ・座面付固定型歩行器Ｒｅｃ01 

・車椅子用クッション防水カバー・シーツ 

・さらふわ防水ベッドパッド 

・我孫子市の福祉用具メーカーです 

・移動先で座れる歩行器ができました 

・さらふわな防水ベッドパッドです 

㈱松永製作所 車椅子 

MH－グラン、NEXT－５２B 

 

㈱モルテン ・据え置き型コンパクトリフト リーチ 

・車椅子Wheeliy 

・手すり ルーツエントランス 

・玄関の段差を解消する据え置き型リフト 

・玄関周りの手すり 

用 品   

丸菱工業㈱ ・車椅子用クッション 

・介護用椅子・各種クッション 

・高齢者の姿勢をサポートするチェア 

・快適な座り心地の車椅子クッション 

㈱タイカ ・アルファプラ F／R、防災用具・枕 

・スマイルシート L 

・床ずれ防止用具・災害備蓄用マット 

・車椅子付属品・体位変換器等 

徳武産業㈱ ・介護用靴 あゆみシューズ ・各種介護シューズ試してみませんか 

㈱エイゼット 

＆㈱近澤製作所 

・介護用おむつ  

㈱サイモン ・ルーペ各種 ・コンパクトグラス 

・ポラシールド ・フォグストップ 

・特殊老眼鏡 ・くもり止め 

（合同会社）ライフブレインズ 認知症の方向け、外出時身元確認ツール 

「IDインソール」 

・実用的な簡単なタグで効果抜群 

会社・団体名 主な出展品目 一口コメント 

ベッド回り   

フランスベッド㈱ ・マルチフィットベッド 

・マルチフィット車椅子 

・WHILL Model CKホワイト 

・体型、症状に合わせてベッドが対応 

・円背対応の新しい車椅子 

・新しい移動スタイルの車椅子 

パラマウントベッド㈱ ・ベッド Rento 

・エアマットここちあ利楽 

・見守りシステム「眠りスキャン」                

 

千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター 

・床走行式リフト、ベッド 

＊リフト体験を実施予定 

・意外と快適！ 

・移乗用リフトの体験コーナー 

・リハビリ専門職がご案内します 

体験・ワークショップ 

・団体紹介 

  

あいおいニッセイ同和損保㈱ ・自動車運転適正診断装置 

「事故アクセスチェッカー」 

 

㈱リノキノ ・手芸ワークショップ・手芸療法体験 

・各種サービス紹介・作品展示  

 

(一社)日本音楽レ・クリエー

ション指導協会 

・「音楽の持つ力、歌・コミュニティー 

 人を共鳴させる力」 紹介 

 

千葉県福祉ふれあいプラザ 

介護実習センター 

・コミュ二ティカフェ開店  

（NPO）メディカルケア協会 ・誤嚥性肺炎予防体操紹介 ・加齢とともに衰える食べる機能をえんげちゃん

体操で鍛えて、健康長寿を手に入れましょう 

（社福）エスポワールわが家 ・寄り添う認知症ケア「ユマニチュード」

の体験 

・ビデオを見ながら 

「ユマニチュードを体験してみませんか！」 

（NPO）龍ケ崎市回想法セン

ター 

・回想法紹介 

・徘徊対応「IDインソール」 

・高齢者の居場所づくり相談も受けます 

千葉県福祉経営協同組合 ・外国人介護人材関係案内  

RUN伴+あびこ実行委員会 ・RUN伴＋あびこ２０１９パネル展示 ・9月 21日 世界アルツハイマーデー 

「認知症にやさしい街を目指し、今年も RUＮ伴

＋あびこ２０１９開催」 

（一社）日本福祉用具供給協 

   会 

・災害用非常食・災害用帽子 

・協会パネル＆パンフレット等  

 

（公益社団）長寿社会文化協会 ・高齢者疑似体験・片側麻痺疑似体験 

・認知症疑似体験・健康マージャン 

 

共催・協力団体   
千葉県在宅サービス事業者

協議会 

・福祉用具相談 

・団体紹介 

 

我孫子市介護サービス事業

者連絡協議会 

・デイサービス作展示、パネル展示 

・団体紹介 

 

（公益社団）かながわ福祉サー

ビス振興会 

・介護ロボット普及推進事業紹介  
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