
介護ロボット紹介①プラザに展示している

2022.12.14

【価格】28,000円（税別）
【重量】0.45㎏
【特徴】機械的動力を用い
ず、弾性体（ゴム材）の伸
長により腰にかかる負担を
軽減します。アシスト機能
＆コルセット効果で腰痛対
策！

㈱スマートサポートスマートスーツ®

移乗支援①

【価格】450,000円（税別）
【重量】2.8㎏
【特徴】軽量・バッテリー不要。
前屈時に胸部を支えるエクス
ジェル内蔵チェストパッドで回
旋動作も身体の動きを妨げず支
え続ける構造。左右から体幹を
サポートし、背骨周辺にかかる
負荷を分散します。前かがみ姿
勢時の肩～腰への負担が40～
50％軽減します。

㈱加地
ヒューマン・アシスト・デバイス

レイボ エクソスケルトン

【価格】136,000円（税別）
【重量】3.8㎏
【特徴】空気圧で動くアシス
トスーツです。最大25.5㎏
fの力で腰への負担軽減や
力仕事をサポートします。
電力を使わないため、水場
や屋外の作業もOKです。

㈱イノフィス
マッスルスーツ
Ｅｖｅｒｙ

事業団ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ

「りはみん」

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 なごや福祉用具プラザ

介護ロボットの情報紹介
介護施設で
役に立つ

こんにちは。福祉用具・介護ロボットの展示やご相談、介護に関する実習や研修
を行っている「なごや福祉用具プラザ」です。

今、介護現場では労働の負担や介護人材の不足など深刻な課題が山積みです。そ
の解決策の一つに日本の介護ロボット技術の活用が期待されています。利用者が安
心して介護を受け続けることができ、介護職員も安心して長く働ける職場づくりを
考える方に、なごや福祉用具プラザでは介護ロボット等の導入・活用を支援してい
ます。業務の改善、介護人材の定着をお考えの方は気軽にお問い合わせください。

介護ロボットの体験・相談の問い合わせは電話・メールにて
なごや福祉用具プラザ(介護ロボット担当)まで

電 話 ：052-851-0051
メール：robot@nagoya-rehab.or.jp
住 所 ：〒466-0015 名古屋市昭和区御器所通3丁目12-1 御器所ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ３F
なごや福祉用具プラザ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.nagoya-rehab.or.jp/plaza
営業時間：火～日曜日 AM10:00～PM6:00（月曜日、祝休日、年末年始を除く）

※月曜日が祝休日にあたる日は、翌火曜日も休み

㈱ジェイテクト

【希望小売価格】
298,000円（税別）

【重量】1.6㎏
【特徴】装着者の動きに応じて
アシストするアクティブパ
ワーアシストスーツ。衣服の
ような優しい着心地で動きや
すく長時間でも快適な介護作
業を実現し、介護者の腰の負
担を軽減します。

J-PAS fleairy



介護ロボット紹介②プラザに展示している

【価格】880,000円（非課税）
【重量】30㎏
【特徴】ベッドから車椅子への
乗り移りやトイレで車椅子から
便座への乗り移り介助をサポー
トします。ご利用者を前から抱
え上げて、コンパクトに移動が
できます.幅広い体格の方に対
応できる Hug T1-02 もありま
す。介護保険対象品

㈱FUJI

移乗サポートロボット

Hug L1

【価格】980,000円（税別）
【重量】52㎏
【特徴】痛みの少ない介護と使
いやすさを追求し誕生。特許の
シリコンレッグサポートが痛み
の少ない立ち上がりを実現。
日々の移乗介助のなかでリハビ
リ練習もできる製品です。
別売スリング①立位用スリング
②使い捨て③移乗用スリング

ｱﾙｼﾞｮ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
電動立位補助器

サラフレックス

移乗支援②

マッスル㈱

【希望小売価格】
998,000円（非課税）
【重量】70㎏
【特徴】ベッド車椅子間の移乗
介助をアシストします。抱き
上げ式で介護をうける方の体
重をSASUKEが担います。アー
ムの調整で臥位～座位の適し
た姿勢を保持することが出来
ます。

ROBOHELPER SASUKE

RT.ワークス㈱ RT.ワークス㈱

【価格】133,800円（税別）
【重量】9㎏
【特徴】歩行車タイプのロ
ボットアシストウォーカー。
坂道でも電動アシストで、
安心・快適な歩行をサポー
トしてくれる歩行車です。
体を支えながら歩けます。
介護保険対象品

移動支援

【価格】228,000円（税別）
【重量】15㎏
【特徴】シルバーカータイプ
のロボットアシストウォー
カー。ハンドル部のセンサー
や6軸モーションセンサーで
人の動きや路面状況をセンシ
ングしてアシスト・ブレーキ
調整を行い、通信機能による
GPSでも見守り可能です。

ﾛﾎﾞｯﾄｱｼｽﾄｳｫｰｶｰRT.1 ﾛﾎﾞｯﾄｱｼｽﾄｳｫｰｶｰRT.2

【価格】180,000円（税別）
【重量】0.55㎏
【特徴】名古屋工業大学との
共同開発で佐野明人教授の受
動歩行理論に基づいて作られ
た装着型の歩行支援機。無動
力（モーターやバッテリーを
使用しない）でバネと振り子
の動きが作用し、脚の振り出
しをアシストします。

㈱今仙技術研究所

【価格】45,164円（税別）
【重量】0.38㎏
【特徴】ACSIVEをベースに軽量
化・簡単な装着で使用が可能
な歩行支援機です。無動力
（モーターやバッテリーを使
用しない）でバネと振り子の
動きが作用し、脚の振り出し
をアシストします。

㈱今仙電機製作所
歩行支援機 ACSIVE

無動力歩行アシスト

aLQ by ACSIVE

㈱ﾓﾘﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

【価格】24,700円（税別）
【重量】0.25㎏
【特徴】前屈姿勢をサポート
するウェア。体幹の前屈を支
える背部の脊柱起立筋・大腿
二頭筋の負担を約17％軽減し
ます。装着したままサポート
力を解除することもでき、休
息やトイレも可能です。

腰部サポートウェア

rakunieラクニエ



介護ロボット紹介③プラザに展示している

入浴支援

【価格】35,700円（税別）
【重量】20㎏
【特徴】浴槽での立ち座り
や出入りをサポートしま
す。電動でシート部分が
昇降するため、入浴介助
の負担も軽減します。
介護保険対象品

TOTO㈱バスリフト
介護ロボットの相談 (担当窓口)

なごや福祉用具プラザ

介護ロボット担当

電話：052-851-0051

ﾒｰﾙ：robot@nagoya-rehab.or.jp

排泄支援①

【価格】97,000円（税別）
【重量】21㎏
【特徴】処理に水を使わず、
フィルムを熱圧着によって密
封する自動ラップ式排泄処理
ユニットを搭載したシンプル
なポータブルトイレ。臭いが
気にならず、後始末もラップ
済み袋を廃棄するだけで行え
ます。介護保険対象品

日本セイフティー㈱

【価格】744,000円（税別）
【重量】79㎏
【特徴】水洗ポータブルトイ
レ。工事が不要な真空ユニッ
トとセットで使用の場合には、
汚水は密閉容器に貯留でき、
臭いの心配も不要。押しやす
いジェリービーンスイッチで
洗浄操作も簡単です。温水洗
浄便座。一部介護保険対象品

アロン化成㈱㈱アム

【価格】298,000円（税別）
【重量】26㎏
【特徴】お部屋に排泄物を残
さない水洗タイプのトイレで
す。煩わしい後始末の必要が
なく、臭いも気になりません。
給水排水は、壁に小さな穴を
開けたり、窓などを利用して
上水道管、下水道管に接続し
ます。一部介護保険対象品

水洗式ポータブルトイレ

流せるポータくん3号

自動ラップ式トイレ

ラップポン・ブリオ(S)

水洗ポータブルトイレ

キューレット

ﾄﾘﾌﾟﾙ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

【価格】49,500円（税別）
【重量】0.026㎏
【特徴】超音波により膀胱の膨
らみを検知し、トイレのタイミ
ングをスマートフォンにお知ら
せするウェアラブルデバイス(装
着型の機器)。法人向けDfree
Professionalは複数の利用者の
蓄尿量をリアルタイムで確認し
たり、排尿傾向が分析できます。

排泄予測デバイス

DFree Personal 介護ロボットのご相談は
なごや福祉用具プラザまで
お気軽に来所又は電話･メールで
お問い合わせください。

事業団ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ

「りはみん」

【価格】149,600円（税込）～
【重量】25㎏
【特徴】自動ラップ式排泄処理
ユニットを搭載したポータブル
トイレ。アームサポートの跳ね
上げ、キャスター・ペーパーホ
ルダー付き、座面・肘掛け調節
が可能、災害時に利用できる緊
急袋付（2枚）。
介護保険対象品

日本セイフティー㈱
自動ラップ式トイレ

ラップポン･プリート(S)

mailto:robot@nagoya-rehab.or.jp


介護ロボット紹介④プラザに展示している

見守り・コミュニケーション支援①

【価格】300,000円（税別）
【重量】0.8㎏
【特徴】シルエット画像で判別
することによって、利用者の
プライバシーに配慮しながら、
徘徊やベッドからの落下など
の問題を未然に解決すること
が可能です。不要な訪室を減
らし、履歴から何が起こった
のか確認できます。

キング通信工業㈱

【価格】150,000円（税別）
【重量】1.1㎏
【特徴】マットレス下にセン
サーを敷いて、体動を検知、
スマートフォンに通知します。
振動＆圧力センサーを利用し
て側臥位、バイタルサインの
検知が可能となります。オプ
ションでカメラなども併設で
きます。

㈱エイビスシルエット見守りセンサ みまもりシステム

【価格】178,000円（税別）
【重量】 ― ㎏
【特徴】ベッドのマットレス下
に敷く非接触型のセンサーです。
ご利用者から離れたところでも
Wi-Fi環境があれば、パソコン
やスマートフォンでご利用者の
心拍・呼吸・離床・睡眠の状態
を見ることができるので、見守
りなどにお役立ていただけます。

㈱バイオシルバー

見守り介護ロボット

aams(ｱｱﾑｽ）
【価格】458,000円（税別）
【重量】1.17㎏
【特徴】転倒事故予防として様々
な危険動作の予兆を高精度で検
知し、端末で確認ができます。
居室の状況はプライバシーに配
慮したシルエット画像。不要な
訪室の削減が可能。入居者の状
態把握ができることで個別のケ
アに活かせます。介護記録シス
テムやインカムとの連携も検討
できます。

ﾉｰﾘﾂﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱

次世代予測型見守りｼｽﾃﾑ

Neos+Care(ﾈｵｽｹｱ）

【価格】問い合わせ下さい
【重量】0.57㎏
【特徴】独自開発の高精度セ
ンサーにより、離床までの
段階検知が出来ます（体
動・起始・起上）。離床検
知・心拍呼吸データの取得
が可能です。スマホ・PCで
の一括管理も行えます。

積水化学工業㈱

離床検知センサー

ANCIEL(ｱﾝｼｴﾙ）
【価格】200,000円（税別）
【重量】1.5㎏（1台当たり）
【特徴】ベッドの脚に設置し
た荷重センサーが利用者様の
状態を検知します。ベッド上
での活動状態を常時確認でき
ます。8種類のアイコンで、
動き出し・起き上がり・端座
位・離床などの行動を表示し
ます。

㈱リコーﾘｺｰみまもりﾍﾞｯﾄﾞｾﾝｻｰｼｽﾃﾑ

【価格】問い合わせ下さい
【重量】0.23㎏
【特徴】工事不要で簡単に設
置できる電球型ネットワー
クカメラです。スマート
フォンで外出先からでも映
像を見ることができ、ご家
庭や介護施設での高齢者の
見守りにお役立ちします。

㈱DRAGON AGENCY
電球型ネットワークカメラ

テラスアイ

【価格】166,000円（税別）
【重量】1㎏
【特徴】徘徊を画像付きメー
ルで介助者へ報知します。
徘徊感知センサーはご本人
に合わせて4種類から選べ
ます。お知らせ先は5件ま
で設定が可能となります。

㈱テクノスジャパンケアロボ１



見守り・コミュニケーション支援②

介護ロボット紹介⑤

【価格】420,000円（税込）
【重量】2.5㎏
【特徴】アザラシ型ロボット。
センサーがあり、光を感じ、自
分の名前を覚え、なでられたり
抱き上げられると鳴き声やしぐ
さで喜びを表現するなど、自然
なコミュニケーションを実現す
る先進のテクノロジーを搭載し
ています。

㈱知能システム
メンタルコミットロボ

パロ

プラザに展示している

トレンドマスター㈱

【価格】6,980円（税別）～
【重量】0.12㎏～
【特徴】猫は好きだがうち
で飼えない方のために、猫
の代理として生まれた、撫
でると鳴く猫ちゃんです。
お子様からご高齢の方々ま
で、猫の癒しをお届けしま
す。

なでなでネコちゃん
シリーズ

㈱ﾀｶﾗﾄﾐｰｱｰﾂ

【価格】16,800円（税別）
【重量】1㎏
【特徴】ロングセラーの会
話ロボットです。お話し約
3,000通り、童謡50曲。目
が動き、6つのセンサーも
搭載し、11種の音声を認識
します。

おはなししようね！

夢の子ユメル・ネルル

群馬電機㈱

【価格】19,800円（税別）
【重量】0.29㎏
【特徴】15秒×10件のメッ
セージを録音し、指定した時
刻に再生できます。「今日は
何日？」「今何時？」と話し
かけると音声で日時を回答し
ます。認識ワードで話しかけ
ると約500通りの会話を楽し
めます。

おしらせハリくん
【価格】46,000円（税別）
【重量】0.4㎏
【特徴】高齢者の見守りを目的と
したロボットです！スマホの操
作でロボットを通じ、心地よい
距離感で見守り可能。セット
アップも簡単でLTE内蔵のため、
Wi-Fiも不要です。
(月額料金)通信料＋ｻｰﾋﾞｽ利用料
本体購入ﾌﾟﾗﾝ1,400円/月(税別)
本体ﾚﾝﾀﾙﾌﾟﾗﾝ2,700円/月(税別)

合同会社ネコリコ
BOCCO emo LTEモデル
Powered by ネコリコ

㈱東郷製作所

【価格】68,000円（税別）
【重量】1.2㎏
【特徴】赤ちゃん型コミュニ
ケーションロボット。目口首が
動き、本当の赤ちゃんの声を採
用しています。泣いたり、喜ん
だり、寝たりする他、抱っこし
やすい作りで、介護抵抗ある方
とのコミュニケーションツール
として効果実績があります。

スマイビS

【価格】問い合わせ下さい
【重量】18㎏（50ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰの場合）

【特徴】非装着・非接触型のﾓｰｼｮ
ﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾂｰﾙ(ｿﾌﾄｳｪｱ)。センサー
の前に立つだけで体の骨格や音
声を読み取り、直感的に楽しく
運動することができます。利用
には、制御システム(WindowsPC)、
センサー(Kinectなど)、モニ
ター等が必要になります。

TANOTECH㈱ﾓｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑTANO

【価格】問い合わせ下さい。
【重量】2.5㎏
【特徴】どなたでも簡単にご利用
いただける見守りロボット。会
話や予定のお知らせなどに加え、
専用アプリとの連携により、ビ
デオ通話や内蔵カメラによる見
守りにも対応。
月額ﾚﾝﾀﾙ価格 5,480円（税別）
※ベーシックプランの場合

㈱ＭＪＩタピアポケット



介護ロボット紹介⑥プラザに展示している

介護ロボットの相談 (担当窓口)

なごや福祉用具プラザ

介護ロボット担当

電話：052-851-0051

ﾒｰﾙ：robot@nagoya-rehab.or.jp

なごや福祉用具プラザ公式Youtubeﾁｬﾝﾈﾙ
より機器紹介を行っています。

https://www.youtube.com/channel/UCXR4
qQLA6eVr3UVsUhJK5zQ

【価格】8,000円（税別）
【重量】0.5㎏
【特徴】赤ちゃんをあやし
たり、話しかけたりする事
で、お子様には優しさや思
いやりを育てます。お年寄
りには、心の安定とコミュ
ニケーション促進にも効果
的なぬいぐるみです。

トレンドマスター㈱こんにちは赤ちゃん

【価格】8,980円（税別）
【重量】0.35㎏
【特徴】撫でると鳴く、呼べ
ば答える秋田犬の仔犬。音
に反応したり、鳴き声の変
化により、注意や集中など
の脳活動の活性化に役立ち
ます。

トレンドマスター㈱
なでなでワンちゃん
秋田犬HACHI

見守り・コミュニケーション支援③

竹田印刷(株)

【価格】¥498,000円(税別)
【重量】0.395㎏
【特徴】シャープ(株)の「ロボホ
ン」と連動したアプリケーション
です。一緒にラジオ体操やダンス
をしたり、「かるた」の読み上げ
や、「おりがみ」の折り方を説明
するなど介護施設のレクリエー
ションに活躍します。
月額ﾚﾝﾀﾙ価格:¥15,000(税別)～
(年間保守料込み)

ロボシルバーパーク

mailto:robot@nagoya-rehab.or.jp


ダイヤ工業㈱

【価格】68,000円（税別）
【重量】1.53㎏
【特徴】薬の服用時間になる
と「音声と光で」服薬を促
し、生活リズムも報知しま
す。「のみ忘れアラーム機
能」があり、ケアロボ１・
携帯電話に報知できます。

㈱テクノスジャパン

加藤電機㈱

【価格】250,000円（税別）
【重量】0.75㎏
【特徴】空気の力で動く人
工筋肉が指の動作補助を行
うグローブ。屈伸タイプは
ボタンを押すと握る、もう
一度ボタンを押すと開く仕
組みになっています。伸展
タイプもあります。

【価格】問い合わせ下さい
【重量】 ― ㎏
【特徴】対象者の居場所をPC
やスマートフォンで確認でき
ます。対象者の携帯用お守り
袋や靴も別途用意があります。
SANレーダーで屋内の詳細な居
場所も確認でき、外出を知ら
せる通知機能もあります。名
古屋市はいかい高齢者捜索シ
ステム事業助成対象商品

その他①

くすりコール

パワーアシストグローブ SANﾌﾗﾜｰ見守りｼｽﾃﾑ

介護ロボット紹介⑦プラザに展示している

ダイヤ工業㈱

【価格】150,000円（税別）
【重量】0.33㎏
【特徴】シンプルな構造の
対向3指の電動義手です。
様々な日用品を操作できる
対向3指、採型不要で容易
に着脱可能なサポータソ
ケット、筋隆起による操作
システムが特徴です。

電動義手 Finch

【価格】問い合わせ下さい
【重量】0.03㎏
【特徴】GPS位置情報をもと
に、いなくなった人の居場
所を通知する端末です。依
頼があれば、現地への配車
対応なども行います。名古
屋市はいかい高齢者捜索シ
ステム事業助成対象商品

つばめ自動車㈱
みつけたくん名古屋

㈱第一ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

【価格】68,500円（税別）
【重量】0.784㎏
【特徴】あらかじめ録音し
た身近な方の声を設定した
時間に再生することが出来
る。薬の飲み忘れ防止やデ
イサービスの予告など、高
齢者の自立生活を支援しま
す。レンタル3,000円/月～

声かけくん

㈱aba

【価格】問い合わせ下さい
【重量】1.2㎏
【特徴】匂いセンサーが排泄を
検知・見える化し、手探りでの
排泄ケア業務を標準化します。
ベッド上に敷いたシートから検
知した排泄データをパソコンへ
通知、排泄傾向をグラフ化して
排泄予測をします。使用には本
体とパソコンが必要です。

排泄ケアシステム

ヘルプパッド

㈱アイキューラボ

【価格】8,800円（税別）
【重量】0.015㎏
【特徴】おむつセンサーを装
着すれば、装着者がおむつ内に
おしっこをした際にスマート
フォンへ通知。Bluetooth4.0対
応で接続も簡単。おしっこの回
数、おむつの交換時間などの記
録はクラウドで記録され、アプ
リで確認できます。

介護用おむつセンサー

Adult Smart Diaper



※画像・説明文はメーカーHP・パンフレットを参考にしています。

介護ロボット紹介⑧

まもるっく 綜合警備保障㈱新まもるくん つばめ自動車㈱

【価格】問い合わせ下さい
【重量】0.06㎏
【特徴】屋外での見守りを
実現したセキュリティサー
ビスです。トラブル時の駆
けつけはもちろん、通話機
能搭載で安否確認を行うこ
とも可能です。名古屋市は
いかい高齢者捜索システム
事業助成対象商品

【価格】2,600円（税別）
【重量】0.08㎏
【特徴】緊急ブザースイッ
チを引くと通報が上がり、
付近を走行中のつばめタ
クシーの警備員資格者が
かけつけます。
24時間365日対応。

その他②

プラザに展示している

あんしん花子GPS ㈱サイチ

【価格】問い合わせ下さい
【重量】0.025㎏
【特徴】靴の中に入れたり、身
に着けることで、認知症高齢者
を見守るためにメール通知や位
置情報が検索できます。アプリ
は不要。機種も携帯会社も選び
ません。名古屋市はいかい高齢
者捜索システム事業助成対象商
品※オプション：ACアダプター、専
用シューズ、シューズ加工

まもりこ 合同会社ネコリコ

【価格】12,000円（税別）
【重量】0.04㎏
【特徴】小さな端末を冷蔵庫に設
置するだけで高齢者を見守りま
す！冷蔵庫の開閉を検知し異常
時のみご家族のスマホへ通知し
ます。LTE内蔵のためWi-Fi不要
ですぐに始められます。
(月額料金)通信料＋ｻｰﾋﾞｽ利用料
500円/月(税別)

㈱トレイル

【価格】(両足)9,000円（税別）
【重量】0.54㎏
【特徴】専用の靴底にかんたん
GPSを入れることで徘徊感知が
できる。靴は黒色マジック
テープタイプ、茶色ひもタイ
プ（横ファスナー）の2種類。
内蔵するGPS（1年間の通信料・
初期設定費込）は別売23,500円
（税別）。

うららかGPSウォーク® G-001

介護ロボットの相談 (担当窓口)

なごや福祉用具プラザ

介護ロボット担当

電話：052-851-0051

ﾒｰﾙ：robot@nagoya-rehab.or.jp

mailto:robot@nagoya-rehab.or.jp


展示・体験機器一覧 問合せ先①

マッスルスーツ　every ㈱イノフィス 0120-046-505

レイボエクソスケルトン ㈱加地 045-452-3551

J-PAS　fleairy ㈱ジェイテクト
㈱豊通オールライフ

052-533-5182

スマートスーツ® ㈱スマートサポート 011-206-1462

rakunie ラクニエ ㈱モリタホールディングス 06-7220-0119

移乗サポートロボット　HugL１ ㈱FUJI 0566-81-8276

ROBOHELPER SASUKE マッスル㈱ 06-6229-9550

SaraFlex（サラフレックス） アルジョ・ジャパン㈱ 03-6435-6401

ロボットアシストウォーカー　RT.1

ロボットアシストウォーカー　RT.2

ACSIVE（アクシブ） ㈱今仙技術研究所 058-379-2744

aLQ by ACSIVE ㈱今仙電機製作所　開発部 0568-63-3033

水洗式ポータブルトイレ　流せるポータくん3号 ㈱アム 076-288-8655

水洗ポータブルトイレ　キューレット家具調トイレアロン化成㈱ 052-203-0396

ラップポン・ブリオ（S）

ラップポン・プリート（S）

トイレ誘導 DFree Personal トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ 03-5459-1295

バスリフト TOTO㈱ 0120-03-1010

シルエット見守りセンサ キング通信工業㈱ 052-934-0381

みまもりシステム ㈱エイビス 097-536-0999

aams ㈱バイオシルバー 045-548-5478

Neos＋Care（ネオスケア） ノーリツプレジジョン㈱ 073-456-3966

ANSIEL（アンシエル） 積水化学工業㈱ 03-6744-5786

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 052-527-6853

電球型ネットワークカメラ　テラスアイ ㈱DRAGON AGENCY 052-569-5230

在宅 ケアロボ１ ㈱テクノスジャパン 079-288-1600

タピアポケット ㈱MJI 03-5860-2250

TANO TANOTECH㈱ 0463-73-5490

0763-62-8686 

/ 06-6942-8072

スマイビS ㈱東郷製作所 0120-947-175

おしらせハリくん 群馬電機㈱ 0277-73-2417

BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ 合同会社ネコリコ 03-5687-6775

夢の子　ユメル・ネルル ㈱タカラトミーアーツ 0570-041173

なでなでねこちゃんシリーズ

なでなでねワンちゃん秋田犬

こんにちは赤ちゃん（女の子）

ロボシルバーパーク シャープ㈱
竹田印刷(株)

052-871-6358

トレンドマスター㈱ 044-422-1641

入浴

見守り・

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

施設

パロ ㈱知能システム / 大和リース㈱

06-6975-6650

装着

排泄
排泄物処理

日本セイフティー㈱ 03-6369-2223

移乗

装着

非装着

移動

屋外 RT.ワークス㈱

分野 項目 機器名 メーカー 問合せ先



展示・体験機器一覧 問合せ先②

分野 機器名 メーカー 問合せ先

その他

くすりコール ㈱テクノスジャパン 079-288-1600

パワーアシストグローブ
ダイヤ工業㈱ 086-282-1245

Finch

うららかGPSウォーク® G-001（ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ・黒） ㈱トレイル 078-382-3637

SANフラワー見守りシステム 加藤電機㈱ 0569-21-6182

介護用おむつセンサー Adult Smart Diaper アイキューラボ 052-269-3233

声かけくん ㈱第一システムエンジニアリング 0566-26-7117

排泄ケアシステム ヘルプパッド ㈱aba 047-494-6823

みつけたくん名古屋
つばめ自動車㈱ 052-231-9955

新まもるくん

まもるっく 綜合警備保障㈱ 052-680-9001

あんしん花子GPS ㈱サイチ 0563-59-5252

まもりこ 合同会社ネコリコ 03-5687-6775





介護ロボットの体験・相談は電話・メールにて
なごや福祉用具プラザ(介護ロボット担当)までご連絡ください。

なごや福祉用具プラザ
TEL ：052-851-0051
Mail：robot@nagoya-rehab.or.jp

住所：〒466-0015 名古屋市昭和区御器所通3丁目12-1
御器所ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ３F

HP：https://www.nagoya-rehab.or.jp/plaza
営業時間：火～日曜日 AM10:00～PM6:00

（月曜日、祝休日、年末年始を除く）
※月曜日が祝休日にあたる日は、
翌火曜日も休み


