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令和4年度かわさき基準認証
福祉製品を募集します！

応募締切：令和4年7月29日（金）

KAWASAKI Innovation Standard

募集対象企業
●川崎市内に事業所等の拠点を持ち、当該製品の開発や製造を行う企業
●川崎市内に拠点を持ち、当該製品の販売を行う企業
●川崎市内への拠点の立地を具体的に検討している川崎市外の企業
●川崎市内に拠点を持つ企業と、共同で製品の開発を（予定）している川崎市外の企業

認証スケジュール

募集対象製品
●介護保険の対象となる福祉用具、
　障害者総合支援法に基づく補装具、日常生活用具
●共用品・ユニバーサルデザイン製品
●自助具、介護・介助支援機器

川崎市外の企業が応募する場合、
「介護ロボットの重点 6 分野」に該
当する製品であること

◆移動支援　◆移乗支援　◆入浴支援　◆排泄支援
◆見守り（コミュニケーション）支援　◆介護業務支援

介護ロボットの重点 6 分野
（厚生労働省・経済産業省）

【第二次審査】（10 〜２月）
ウェルテック評価

東工大・産総研と連携した科学
的知見に基づく製品の安全性・
性能等評価

モニター評価
高齢者や障害者、介護者に製品
を使用していただく評価

【認証製品発表・認証式】（３月）
（認証後の支援）
・川崎市内の介護施設等への製
品導入支援
・各種セミナーにおける講演、
製品紹介等の支援
・ウェルテック評価結果等の
フィードバック等、改良に向
けた伴走支援

【第一次審査】（８〜９月）
書類審査

申請書類の調査や専門家からの
意見聴取

詳細はこちらをご覧ください
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川崎市福祉製品導入促進・開発支援補助金の　
申請を受け付けます！

KAWASAKI Innovation Standard

（※）消費税及び地方消費税相当分については補助対象外となります。

導入促進補助金 開発支援補助金

事業内容
かわさき基準（ＫＩＳ：KawasakiInnovation
Standard）認証福祉製品等（認証期間内に限る。）
を市内の事業所等に導入する際に必要な経費を
助成します。

福祉製品、共用品及び福祉サービスの開発及び改
良等にかかる経費を助成します。

対象者 モニター評価等支援事業所を有する法人又は団体 市内事業者又は当補助対象事業を市内事業者と
共同で行う市外事業者　※詳細はHP参照

対象経費
（※）

（１）購入費又は借受料
（２）運搬費
（３）設置又は配置にかかる工事費

専門家謝金、原材料費･消耗品費、機械工具等費、
外注加工費、研究開発委託費、産業財産権導入費、
技術指導費、その他経費

補助額 ＜補助率＞　　　補助対象経費の２分の１以下
＜補助限度額＞　30万円

＜補助率＞　　　補助対象経費の３分の２以下
＜補助限度額＞　100万円

公募期間
令和５年１月31日（火）まで
※先着順(予算が上限に達した時点で受付終了と
します。)

令和４年８月10日（水）まで

申請方法 申請書類を直接持参し、ご提出ください。（先着順
のため）

申請書類を直接持参又は郵送にてご提出くださ
い。

人格・尊厳の
尊重

活動能力の
活性化

ニーズの
総合的把握

利用しやすさ

利用者の
意見の反映

安全・安心

自己決定

ノーマライ
ゼーション

かわさき基準（KIS）では、新たな福祉製品の創出・活用、さらには活用から生じる価値の創造・発信の
循環が広く社会に伝播していくために向き合うべき根源的な理念として、「自立支援」を中心概念と
する8つの理念を「かわさき基準の理念」として定めています。

かわさき基準（KIS）8 つの理念

詳細はこちらのHPを
ご覧ください。

川崎市
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かわさき基準  認証福祉製品
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川崎市は平成 20 年度より、「自立支援」を中心とした 8 つの理念により構成された独自の基準、「かわさき基準（Ｋ
ＩＳ）」により高齢者や障害のある方、介護者の両ニーズに合った優れた福祉製品を認証しています。令和 3 年度ま
での14 年間で合計 275 製品を認証しました。令和3 年度に9 製品の応募の中から認証した７製品をご紹介します。
※かわさき基準は福祉製品のあり方を定めた基準であり、製品認証にあたっては、各製品が基準の考え方に
沿って作られているかという視点で審査を行います。個々の認証製品について、川崎市が安全性や効能を保
証するものではありません。

＜製品紹介項目について＞
製品種別 介護保険適用可否 介護ロボット該当可否
製品名 製品紹介
価格 想定される利用シーン

製品写真 審査過程での特徴的なモニター評価の意見
※モニター評価にご協力いただいた方のご意見であり、製品の性能を保証するものではありません。

新規認証製品のご紹介
〜 KAWASAKIInnovationStandard 〜

令和 3 年度

ケイ・ホスピア（株）
お問い合せ先：044-871-5510（代表）／ 044-871-5514（フットケア事業部）

移乗・移動（つえ） No.001

概要説明

介護保険適用製品

楽スマ ® スリーベース
22,000 円（非課税） 製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１本杖と同程度の超軽量 320ｇの多点杖で、自立する点が
外出時に便利です。杖先のゴムを3点タイプにしたことで、
接地面積を大きくし安定感が増しました。スムーズなけり
出しが可能で歩行をサポートします。杖伸縮用の縦長のボ
タンやグリップ部分のスリムネック構造は手の小さい方や
握力の弱い方でも握れるように工夫されています。
安全・安心の SGマーク取得製品です。
想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
活動意欲がある方で、歩行が比較的安定しており、お一人
か見守り程度で外出や散歩を楽しみたい方向けです。歩行
の補助的役割としての使用を想定しています。
ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・歩きやすく、どこにでも行ける気がする。
・外出に意欲を持てるようになった。
・�他の多点杖より、地面や床面の接地が良く、使いやすく
感じた。
・�1 点杖より軽く安定性があるため、力の弱い高齢者のニー
ズに合っていると感じた。
・ぐらつきや付き損ねがなく、安心感がある。
・使用することで、歩行の促進と安定感を感じた。
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介護保険適用製品 介護ロボット製品

介護ロボット製品

e 伝之介くん ®

見守りモニタ「AiSleep Entry」

198,000 円
（一式 => 写真参照 / 税抜）

センサーマット :120,000 円（税抜）
小型 IoT サーバ :79,000 円（税抜）

コアフューテック（株）
お問い合せ先：044-430-5501

販売元：トレンドマスター（株）　開発元：（株）TAOS研究所
お問い合せ先：トレンドマスター（株） 044-422-1641　（株）TAOS研究所 045-620-7647

見守り

見守り No.002

No.003

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「離床してからでは遅い。」との考えで、「起床」、「端座位立
ち上がり」、「離床」の３段階で利用者の動きを、ベッド頭
部側に設置した赤外線カメラ（プライバシーを尊重し、録
画はしません）で検知後、離れた受信器に通知します。独
自無線方式を使用し、別途の無線工事は不要のため簡易に
導入できます。ナースコールにも接続可能です。
想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
１階の利用者の動きを、２階の家族に伝える等、在宅での介護
の支援に活用できます。また介護施設・医療施設、障害者支援
施設等では、夜間等特に限られた人数で複数の作業を同時にこ
なさなければならない中で、特定の利用者の動きをリアルタイ
ムで検知・通知して、見守る側の負担を軽減します。
ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・�利用者が、夜間にトイレに行く時等、起き上がりの時点
でセンサーが反応し、直ぐに駆け付けられるので見守り
が可能で転倒リスクを防げると感じた。
・�センサーマットに比べ、故障、ケガ、衛生面での心配が無い。
・�Wi-Fi に影響されない点が良い。
・�ちょうど良い大きさで、使いやすく、持ち運びしやすい。
・�利用者が監視されていると感じることがなく、精神的負
担の軽減に繋がると感じた。

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高齢者の安全確保や介護者の負担軽減を目的として作られ
た見守りモニターです。センサーマットをべッドに敷き、
電源を入れるだけで簡単に設置ができます。
非接触で心拍や呼吸などのバイタルデータ、睡眠状態、離床、
起き上がりの状態等を高速で検知・発報ができ、インター
ネット環境が不要で即日の使用が可能です。
想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
夜間の離床や起き上がりが多く、転倒リスクの高い方、睡
眠状態が不明な方、トイレの回数が多い方に加えて、呼吸
状態が懸念される方や、IT が得意ではない方、インターネッ
ト環境がない方等でも利用が可能です。通信エリアに制約
があるため、小規模施設やグループホーム等の場で通信エ
リアを限定して、特に活用していただけます。
ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・�センサーの反応が良く、誤報も少ないと感じた。
・�寝返りの回数を表示できるセンサーは他にないので、見
守りに有効と感じた。
・�多くの情報から自分がケアに必要な情報を取捨選択できるため良い。
・�呼吸数や脈拍、離床時間が分かり、寝かせたままにならず、
ケアの向上につながると感じた。
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介護ロボット製品

シティーリフト UP
（直線階段の場合）
月額 13,200 円・初期費用 275,000 円（税込）

（曲線階段の場合）
月額 19,800 円・初期費用 308,000 円（税込）

シティーリフトかわさき（株）
お問い合せ先：044-750-0716

移乗・移動（昇降機）No.004

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曲線階段に設置できるレンタル専用のいす式階段昇降機。
階段の形状に合わせて曲線部のレールを 1種類のピースで
形成するため、任意のカーブを作り出すことができ、短期
間で設置が可能です。来週退院するからすぐに設置して欲
しい、終末期医療のため使用は短期間のみというような様々
なニーズに対応可能な製品です。レンタル対応のため費用
負担が抑えられます。
想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
緊急や使用が短期間となる設置等の様々なシーンに対応で
きるため、今まで階段昇降機の利用を諦めていた幅広いユー
ザーに使用して欲しいと考えています。また初期費用の出
費を抑えたい方等におすすめです。
ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・音が静かで気にならない。
・乗車時に安定しており、安全に対する不安を感じない。
・レールの設置が早いという点が優れている。
・すぐに利用したい時に助かる。
・室内移動が容易になり、外出意欲が向上すると感じる。

コミュニケーション No.005

【役割分担】自立・働くために必要な力

職業適性

基本的労働
習慣

対人スキル

日常生活管理

健康管理

概念理解、情報保障、自己・他者・相互理解

ⓒ

シームレスバディ ®（Seamless Buddy）
13,200 円（税込）／
月（1 事業所／ 2 アカウント）〜

ダンウェイ（株）
お問い合せ先：044-740-8837

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
障害児者の能力を可視化できるツール。一定期間毎の個別
支援計画からモニタリング・評価に加え、合理的配慮や教
材等のデータを蓄積できます。さらに、障害特性＋基本評
価（概念理解／情報保障等）や職能評価の結果から、AI が
合理的配慮や教材を提案します。
想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
障害児者（知的／精神／発達等）を中心として、家族はも
ちろんのこと、支援する学校や福祉事業所、雇用する企業
等にシームレスに活用して欲しいと考えています。障害児者
の能力を客観的に数値化することで、教育と福祉と企業間
での効果的なマッチングや職場定着の効果が期待できます。
ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・�特別支援学校でも同様にアセスメントを行うことで、そ
の後就業する企業でも活用を期待できる。
・�職業スキルを伸ばすため、合理的配慮が必要であるとい
う課題が発見できる。
・�一般職業適性検査等では「適性なし」という結果が多いが、
得意不得意が明確になって良かった。
・�過去との比較を視覚的に捉えられる。
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介護ロボット製品

リリアムスポット ® 2
99,000 円（税込・送料込）

（株）リリアム大塚
お問い合せ先：0120-543-563（フリーダイヤル）

排泄 No.007

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�超音波で膀胱内の尿のたまり具合の目安の確認ができます。
ボタン１つで操作することが可能で、音声ガイダンスと音
で操作をナビゲートします。尿のたまり具合の目安を10段
階の目盛りで表示し、トイレ介助の適切なタイミングの予
測を支援します。

想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
頻尿症状を有する方のトイレ誘導の適切なタイミングの為
のコミュニケーションや、あまりトイレに行かない方の膀
胱機能の把握に活用できます。

ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・�利用者本人に蓄積した尿量を目盛りで見せて説明でき、
納得される場面があった。
・�排尿前後で測定してみたが、排尿量と概ね一致した。
・�認知症の方や、要介護 3以上の方に向いていると感じた。

介護業務支援 No.006 介護ロボット製品

介護保険業務ソフト「ファーストケア」
価格：要問合せ

（株）ビーシステム
お問い合せ先：044-959-5885（代表）044-281-3475（営業部）

製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
介護サービス事業所の多様な業務シーンで使用できます。
利用者管理、予算実績管理（利用票提供票等）、計画書等の
帳票作成、請求業務等の事務的な業務はパソコンで、記録
作業は持ち運べるiPadで行う等の使い分けが可能です。（バ
イタル機器との直接連携あり）目的に応じたデバイスで業
務ができます。

想定される利用シーン
（こういった使い方をして欲しい／使って欲しい対象者など）
毎月の請求業務を簡略化して作業効率改善を図りたい方、
記録業務を手書きで行っていて紙での保存にお困りの方（記
録の IT 化を目指したい方）、
記録の質について平準化を図りたいとお考えの方などにお
すすめです。

ＫＩＳ認証審査の際に挙がった印象的なモニター評価の意見
・�介護の現場に紙を持っていく必要が無くなり、会議等に
も iPad で記録の詳細を確認・�共有しながら参加できる。

・�アフターフォローやサポートの体制も整っている。

8



移
乗
・
移
動

移乗・移動（車いす）� No.008

Permobil F5VS

ペルモビール（株）
tel.03-6659-9500

スタンディング機能搭載の車いす。
座位からスタンディングに至るす
べての姿勢で走行可能。360 万円〜

移乗・移動（車いす）� No.009

Permobil M3 Corpus

ペルモビール（株）
tel.03-6659-9500

中輪駆動電動車いす。前輪駆動技術
を中輪駆動に注ぎ、まるで歩いてい
るかのような小回りを実現！
101 万 6 千円〜

移乗・移動（車いす）� No.011

座位保持ティルトリクライニング
ラクレスト PR-2000B

ピジョンタヒラ（株）
tel. 03-3661-4312

座位保持が出来なくなった方にも、その方の身体の形や活動目的に
適応した、車いす調整がレバーハンドル操作のみ ( 工具不要）で実
現可能。中折れ・座面奥行き・サイドサポート他、多彩な調整機能
を搭載した、ティルトリクライニング車いす。19 万 9 千円（非課税）

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.010

座位保持自走型ラクリオ
PR-1000B

ピジョンタヒラ（株）
tel. 03-3661-4312

座位保持が難しくなった方にも姿勢崩れなく座って頂け
る骨盤ホールド ( 張り調整）機能付き。座面角度は、４°
〜 18°簡単レバー操作で調整可能。自身の力で自走を可
能とする、自走型ティルト車いす。119,000 円（非課税）

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.012

ウルトラシリーズ NA-U7
エアリー仕様

日進医療器（株）
tel.03-3943-5200

工具なしで座幅調整可能な車いす
（19 万 8 千円／エアリー仕様
1 万 4 千円）

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.013

マイチルト・ミニ３Ｄ

（株）松永製作所
tel.0584-35-1180

超コンパクトサイズの車いす
（23 万 4 千円（非課税））

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.014

ラギー

（株）クラモト
tel.03-3994-2861

トラベルスクーター【ブギ・ウギ・
ラギー】（34 万 8 千円）

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.016

レル・ライト

（有）さいとう工房
tel.03-3621-0508

1m 幅の廊下でも U ターン出来、
ティルト ･ リクラ ･ 座角変換 ･ 座高
下げ等が出来る、多機能 6 輪型電動
車いすです。178 万円〜

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.015

おそうじ車いす

（有）さいとう工房
tel.03-3621-0508

市販の業務用掃除機に、ワンタッチで合体、分
離出来る電動車いすです。ジョイスティック操
作だけなので、障害者も高齢者も就労できます。
電動車椅子本体 80 万円 /
掃除機セット価格 130 万円

移乗・移動（車いす）� No.017

COGY（コギー）  M／Ｌ

シナネンサイクル（株）
tel.03-6478-7840

歩行困難な方でもどちらかの足が少
し動かせれば自力で自由に移動でき
る足こぎ車いす（M サイズ 32 万 9
千円／ L サイズ 37 万円）

介護保険適用製品
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移乗・移動（その他）� No.019

Permobil スマートドライブ

ペルモビール（株）
tel.03-6659-9500

必要な時に車いすを電動でアシスト！
後ろからのアシストを受けることによ
り、車いすを漕ぐ回数が減り、疲れや怪
我のリスクを軽減。74 万 8 千円（税込 )

介護保険適用製品

移乗・移動（車いす）� No.018

COGY（スモールサイズ）

シナネンサイクル（株）
tel.03-6478-7840

歩行困難な方でもおもちゃで遊ぶよ
うに足を動かすことができる足こぎ
車いす（39 万 8 千円）

介護保険適用製品

移乗・移動（その他）� No.020

ROHOクアドトロ
セレクトクッション

ペルモビール（株）
tel.03-6659-9500

床ずれ予防用クッション。4 つの独立し
た空気層の空気量を制御することで利
用者に適した形状になり、安定した座位
を維持できる。47,000 円〜 71,000 円

介護保険適用製品

移乗・移動（その他）� No.021

着せかえ
CHACOシート

アソシエCHACO
tel.044-900-8844

TPO に合わせて色柄・機能を付け
加えて使える着せ替え車いすシート

（別色・素材有り　5,690 円〜）

移乗・移動（昇降機）� No.022

車いす式階段昇降機
オメガ

シティーリフトかわさき（株）
tel.044-750-0716

屋外対応。急傾斜、急カーブ、らせ
ん階段等ほとんどの階段に設置可能
な車いす式階段昇降機（350 万円〜）

移乗・移動（昇降機）� No.023

車いす用階段昇降機
『シンフォニー』

広洋産業（株）
tel.03-3984-5640

デザイン性と安全性を兼ね揃えた車
いす用階段昇降機。使用していない
時は折りたたんで収納することがで
きます。（価格要問合せ）

移乗・移動（昇降機）� No.024

車いす用段差解消階段『フレックスステップ』

広洋産業（株）
tel.03-3984-5640

階段が車いす用段差解消機に変形す
る製品。歩行者の方も車いすの方も、
同じスペースを共有できる唯一の段
差解消機（価格要問合せ）

移乗・移動（歩行器）� No.025

ロボットアシストウォーカー
RT.2（アールティーツー）

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
tel.03-6205-8986

ロボット機能搭載の歩行車。センサー
で人の動きや路面状況を探知。リアル
タイムでアシスト / ブレーキが作動。
声でもアシスト、おしゃべり機能付き。
11 万 8 千円（税抜）

介護保険適用製品

移乗・移動（つえ）� No.026

かるがも４ポイントステッキ

フランスベッド（株）
メディカル川崎営業所
tel.044-430-0294

角度に合わせて杖先が 360 度可動
するステッキ（16,000 円〜）

介護保険適用製品

移乗・移動（つえ）� No.027

MyCane® Ⅱ

（株）KOSUGE
tel.050-3372-3002

耐衝撃・視認性に優れ、およびガタ
つきが発生し難い軽い折り畳み式の
白杖　

（7,200 円〜）
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移乗・移動（つえ）� No.028

四点杖補助グリップ付
立ちと座りがしやすい補助グリップ
付 4 点杖（8,000 円）
※ 2022 年 10 月 3 日受注分より、
9,000 円に変更になります。

介護保険適用製品

移乗・移動（つえ）� No.029

ARUKUTOMO（アルクトモ）

（株）発明ラボックス
tel.03-6273-9360

杖 に 装 着 す る シ ョ ル ダ ー ベ ル ト
（9,800 円）

移乗・移動（つえ）� No.030

ステッキjam®

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
tel.03-6205-8986

テーブルなどに取り付けて使用する
ステッキホルダー
3,800 円（税抜）

移乗・移動（段差解消）� No.031

FREE-SLOPE（フリースロープ）

（株）ミスギ
tel.044-431-1134

軽くて丈夫。車椅子用折り畳み式
スロープ（98,000 円）

移乗・移動（段差解消）� No.032

安心スロープ

（株）ミスギ
tel.044-431-1134

簡単に高さ調整可能な段差解消
スロープ（3,500 円）

移乗・移動（段差解消）� No.033

車椅子用 アルミスロープ

（株）ミスギ
tel.044-431-1134

置くだけ簡単！車椅子用アルミ
スロープ（73,500 円〜）

介護保険適用製品

移乗・移動（段差解消）� No.034

段差らく〜だAF600（アクティブレーター４）

（株）メイキコウ
tel.03-3555-9001

床埋め込み不要で設置できる段差
解消機 (55 万 2 千円〜 )

介護保険適用製品

移乗・移動（段差解消）� No.035

段差解消機 もちあげくん

（株）ハーツエイコー
tel.045-984-1882

ステンレス製で耐久性に優れた
オーダーメイド型段差解消機
価格要問合せ

介護保険適用製品

移乗・移動（段差解消）� No.036

ポルカプレート

ナスエンジニアリング（株）
tel.03-6859-7800

車いすもスムーズに移動可能。表面
に水玉模様の凹凸を配した滑り止め
性の高いステンレス床（価格要問合
せ）

移乗・移動（昇降機）� No.037

直線階段用階段昇降機
“レバントアウトドア”

ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン（株）
tel.03-5575-3071

屋外対応。手動旋回により安全な
方向を向いて止まれる直線階段用
階段昇降機（90 万円〜 100 万円）

フランスベッド（株）
メディカル川崎営業所
tel.044-430-0294
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移乗・移動（昇降機）� No.038

曲線階段用階段昇降機
“S200”

ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン（株）
tel.03-5575-3071

昇降時に階段形状に合わせてイス
座面の向きを旋回できる曲線階段
用階段昇降機（150万円〜180万円）

移乗・移動（昇降機）� No.039

直線階段用階段昇降機
“ジョイス”

ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン（株）
tel.03-5575-3071

自動旋回により安全な方向を向いて
止まれる直線階段用階段昇降機

（60 万円〜 90 万円）

移乗・移動（リフト）� No.040

マキシツイン低床型

アビリティーズ・ケアネット（株）
tel.03-5388-7200

操作性を重視した床走行リフト
（Sハンガー・Mハンガー96万円（非課税）
L ハンガー 98 万円（非課税））

移乗・移動（リフト）� No.041

移乗サポートロボット
Hug　L1

（株）FUJI
tel.0566-55-8800

ベルトやスリングシートを使わず
に、簡単操作でらくらく移乗（88
万円（非課税））

介護保険適用製品 介護ロボット製品

移乗・移動（リフト）� No.042

モーリフトスマート150

パシフィックサプライ（株）
tel.03-5635-5015

コンパクトで機能性に優れた
防水型床走行リフト（54 万円）

介護保険適用製品

移乗・移動（リフト）� No.044

床走行式電動介護リフト

パラマウントベッド（株）
tel.042-795-8800

ベッドから車いすへの移動等、様々な移
乗動作を補助し、介護する方の負担を軽
くすることを目的に作られた床走行式
電動介護リフト。40 万 5 千円（非課税）

介護保険適用製品

移乗・移動（その他）� No.045

マッスルスーツEvery

（株）イノフィス
tel.0120-046-505

オムツ交換の中腰・移乗の腰が楽に！
人工筋肉の伸縮で身体を支える構造。
電気不使用のアシストスーツ。簡単装
着。耐水性が特徴。13 万6 千円(税抜)

介護ロボット製品

移乗・移動（リフト）� No.043

ROBOHELPER
SASUKE

マッスル（株）
tel.06-6229-9550

抱き上げ式のロボット介護機器。ほ
とんど揺れることなく、安心・安定
した移乗介助を実現する介護ロボッ
ト。99 万 8 千円（非課税）

介護保険適用製品 介護ロボット製品

移乗・移動（その他）� No.046

ピーチスカートⅡ
（大腿骨近位部骨折軽減製品）

（有）とみ
tel.03-3558-2455

服の上から着用でき、巻くだけで腰回
りの約 50％をプロテクターで包み込
む大腿骨近位部骨折予防製品 S 〜３L
サイズまで 15,000 円〜 25,000 円

移乗・移動（その他）� No.047

セーフヒップ アクティブ

ソルブ（株）
tel.045-773-7787

転倒時の大腿骨頸部への衝撃を和ら
げるヒッププロテクター

（14,800 円）
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移乗・移動（運転装置）� No.056

回転シートシリーズ

（合）東洋モータース
tel.045-620-8936

運転席、助手席、セカンドシート
に取り付け可能な後付け式昇降式
回転シート（657,800 円（税込）〜）

移乗・移動（運転装置）� No.057

車椅子収納システムカロリフト

（合）東洋モータース
tel.045-620-8936

設置位置を仕様に合わせて自由に
選択出来る車椅子収納リフト

（41 万円（税込）〜）

移乗・移動（その他）� No.048

どんどんウォーク

（株）コーポレーションパールスター
tel.0846-45-0116

高齢者の躓きを予防。つま先を持ち
上げる機能を持つ靴下。
1,650 円（税込）

移乗・移動（てすり）� No.049

ラ・クリップⓇ

（株）東海技研工業
tel.0573-65-6888

新発想の自立起立補助具。ベッドから
の起き上がりや立ち上がり・車いす等
への移乗動作が、引くことで容易にで
きる手すり。98,000 円（税抜）

介護保険適用製品

移乗・移動（てすり）� No.050

バディー

（株）モルテン
tel.03-3625-8510

突っ張るだけで使用できる手すり
（50,600 円（税込））

介護保険適用製品

移乗・移動（てすり）� No.051

ルーツ エントランス

（株）モルテン
tel.03-3625-8510

玄関周りの生活動作をサポート
片手すり仕様：181,500 円（税込）
両手すり仕様：269,500 円（税込）

介護保険適用製品

移乗・移動（その他）� No.052

防寒＆撥水 車いす用コート

アソシエCHACO
tel.044-900-8844

車いすに座ったままスピーディーに
着脱可能な防寒・撥水の両面コート
下：10,500 円〜 上：17,000 円〜

移乗・移動（その他）� No.053

盲導犬一本棒ハーネス

（有）松橋製作所
tel.044-587-8581

ユーザー・盲導犬の負担を軽減
（14,500 円）

移乗・移動（運転装置）� No.054

nikodrive
ハンドコントロール

（株）ニコ・ドライブ
tel.045-550-5902

脱着簡単。足が不自由な方がお好き
な車をすぐに運転できる手動式アク
セルブレーキ（手動運転装置）

（10 万円 ( 税抜 ))

移乗・移動（運転装置）� No.055

アクセル／ブレーキ操作用スマート手動
装置

（合）東洋モータース
tel.045-620-8936

アクセルリング横にレバー式のブ
レーキを取り付けることで両手での
運転操作を可能にする手動装置

（608,000 円（非課税）〜）
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排
　
泄

※「ユニ・チャームいきいきダイヤル」
受付時間 (祝日を除く )月曜~金曜日 9:30 〜 17:00

移乗・移動（運転装置）� No.058

携行型着脱式手動運転装置
SWORD（ソード）

（株）今野製作所
tel.03-3890-3406

下肢障害者のドライバー自身で簡単
に着脱できる携行型着脱式手動運転
補助装置（18 万 2 千円）

移乗・移動（その他）� No.059

JINRIKI QUICK (マルチバックなし)
JINRIKI QUICKⅡ(マルチバック付き)

リコージャパン（株）
tel.050-3534-4025

車いすに簡単装着・車いすけん引装置。
49,800 円（税抜）：JINRIKI QUICK 
64,800 円（税抜）：JINRIKI QUICK Ⅱ

介護保険適用製品

移乗・移動（その他）� No.060

視覚障がい者歩行誘導ソフトマット
歩導くん ガイドウェイ

錦城護謨（株）
tel.03-3433-2631東京支社

みんなが安心して移動できる
ユニバーサルデザインの誘導路

（価格要相談）

排泄� No.061

DFree Professional

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
tel.03-5459-1295

排尿前後のお知らせ＆排尿リズムの
見える化で個別排泄ケアを強力サ
ポート。(6 か月利用 9 万円〜、3 年
利用 30 万円〜）

排泄� No.062

排泄ケアシステム  Helppad

（株）aba
tel.047-494-6823

業界初！においセンサーで排泄を検
知し、排泄記録のデジタル化が可能
な製品。オムツケアの質の向上、負
担軽減を実現。オープン価格

排泄� No.063

ライフリー  うす型軽快パンツ
スルッとはけてピタッとフィットす
るうす型軽快パンツ。オープン価格

介護保険適用製品

排泄� No.064

ライフリー  さわやかパッド男性用
ズボンにしみない、目立たない男性
用軟失禁パッド。オープン価格

介護保険適用製品

排泄� No.065

オンリーワンケア
前後フリーパンツ

（株）光洋
tel.045-781-1870

前後どちらでも履け、横モレにも強
いかんたん装着大人用紙パンツ。
オープン価格

介護保険適用製品

排泄� No.066

ディスパース
オンリーワン幅広テープ

（株）光洋
tel.045-781-1870

モレにくさと当てやすさに工夫した
テープ型紙おむつ。オープン価格

介護保険適用製品

排泄� No.067

オンリーワンパンツにはるだけ  ほねガード

（株）光洋
tel.045-781-1870

簡単装着で安心！おむつに貼るヒッ
ププロテクター。オープン価格

※「ユニ・チャームいきいきダイヤル」
受付時間 (祝日を除く )月曜~金曜日 9:30 〜 17:00

ユニ・チャーム（株）
tel.0120-041-062

ユニ・チャーム（株）
tel.0120-041-062

介護保険適用製品 介護ロボット製品
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排泄� No.076

水洗ポータブルトイレ
キューレット

アロン化成（株）
tel.0120-86-7735

介護ロボット ( 排泄支援 ) 水洗ポー
タブルトイレ（価格要問合せ）

介護保険適用製品 介護ロボット製品

入浴� No.077

wellsリフトキャリー

積水ホームテクノ（株）
tel.03-6328-0624

入浴介助の負担を軽減します
150 万円

介護ロボット製品

排泄� No.068

木製きらく片付け簡単トイレ
肘掛跳ね上げN

（株）リッチェル
tel.076-478-2218

処理袋をセットして片付
け簡単。
80,000 円（税抜）

介護保険適用製品

排泄� No.069

ラップポン・ブリオ（Ｓ）

日本セイフティー（株）
tel.0120-208-718

排泄物を熱圧着により自動でラップ
するポータブルトイレ。92,500 円
※ 2022 年 10 月 1 日から価格が
97,000円（税抜）〜に変更になります。

介護保険適用製品 介護ロボット製品

排泄� No.070

ラップポン・ブリート（Ｓ）

日本セイフティー（株）
tel.0120-208-718

排泄物を熱圧着により自動でラップ
するポータブルトイレ。肘掛が跳ね
上げ式で脚にキャスター付。
136,000 円（税抜）〜

介護保険適用製品 介護ロボット製品

排泄� No.071

ZA FREE （前広便座）

さつき（株）
tel.06-6252-4751

オストメイトの排泄処理等、排泄ケ
アがしやすい温水洗浄前広便座。
79,800 円（税抜）〜

介護保険適用製品

排泄� No.072

消臭袋  大人の紙おむつ用BOX

（株）マルアイ
tel.055-272-1114

ポリ袋に練りこまれた消臭成分が
98％以上の臭いをカットするおむ
つ処理袋。オープン価格

排泄� No.074

福祉バイオトイレカー

優成サービス（株）
tel.046-235-6069

屋外イベントや災害時など電源のな
い場所で使用できる車いす用リフト
を搭載した自己完結型のバイオトイ
レカー。10 万円〜

排泄� No.075

水洗式ポータブルトイレ
「流せるポータくん3号」

（株）アム
tel.076-288-8655

ベッドサイドに置く水洗式トイレ
（34 万 8 千円 ( 税抜 ))

介護保険適用製品 介護ロボット製品

排泄� No.073

嘔吐物・汚物スピード処理剤
「オブツポイポイ」

（株）環境衛生
tel.03-6268-9407

素早く、ウイルスや細菌の除去を可
能にした、二酸化塩素配合の処理
剤です。2,500 円（ボトル単価）/　
300 円（アルミパック単価）

排
　
泄

入
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入浴� No.078

手動式入浴リフト バスラック

精工技研（株）
tel.03-3716-5142

電機を一切使わず、簡単で軽い力
で操作できる手動式入浴リフト
180 万円（税抜）〜

入浴� No.079

シャワー温浴システム　

積水ホームテクノ（株）
tel.03-6328-0624

浴用イスに座り温まる新入浴方法
10 万 8 千円（税抜）

入浴� No.080

やわらかシャワーチェアクレオ

（株）リッチェル
tel.076-478-2218

骨盤をしっかりサポートチェア
30,000 円（税抜）

介護保険適用製品

睡眠� No.081

離床支援
マルチポジションベッド

フランスベッド（株）
tel.046-265-5180

寝姿勢から立ち上がりまでを 4 つのポ
ジションでサポート！シーティングポジ
ションで座位を安定させることができ、
背や膝の角度調整も可能。99 万円（税込）

介護保険適用製品

睡眠� No.082

超・超低床
フロアーベッド

フランスベッド（株）
tel.046-265-5180

昼は介護ベッド、夜はお布団。万が
一落ちても安心超低床ベッド。
42 万 5 千円

介護保険適用製品

睡眠� No.083

オスカー

（株）モルテン
tel.03-3625-8510

自動体位変換付きエアマットレス
213,400 円（税込）

介護保険適用製品 介護ロボット製品

睡眠� No.084

引きずり型避難マット
「ストレッチグライドR（レスキュー）タイプ」

パラマウントベッド（株）
tel.042-795-8800

緊急時に患者を寝かせたまま搬送で
きるマットレス（オープン価格）

睡眠� No.085

ここちあ結起

ケイ・ホスピア（株）
tel.044-871-5510

（株）アイビージャパン
tel.044-520-3222

ケイ・ホスピア（株）
tel.044-871-5510

（株）アイビージャパン
tel.044-520-3222

「体圧分散」と「ずれ軽減」全く新
しいベッド連動型エアマットレス
21 万円

介護保険適用製品

睡眠� No.086

メーティスPRO
進化した背上げ機能で、早期離床を
助ける電動介護用ベッド（オープン
価格）

住宅� No.087

ユニバーサルデザインドア
ケアシスト

（株）ノダ
tel.03-5687-6236

部屋側・廊下側のどちらから押して
も開く両折れ戸。省スペースで大き
な開口を実現（23 万 8 千円〜）

睡
　
眠

入
　
浴
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見守り� No.088

高齢者見守りシステム
「見守りライフ」

トーテックアメニティ（株）
tel.03-5657-3216

既存のベッドに離床予知センサを取
り付けるだけで導入できる高齢者見
守りシステム。オープン価格

介護ロボット製品

見守り� No.090

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（株）
mail. zjc_healthcare@jp.ricoh.com

ベッド上の利用者状態を素早く検知
する見守りシステム。参考体重の自
動測定も可能。価格要問合せ

介護ロボット製品

見守り� No.089

見守り介護ロボット
aams（アアムス）

（株）バイオシルバー
tel.045-548-5478

高感度非接触型バイタルセンサーを搭載。
心拍、呼吸、体動、睡眠状態をリアルタイ
ム波形で表示可能。アラート条件は利用者
ごとに個別に設定できる。オープン価格

介護ロボット製品

見守り� No.092

無線ケアコールシステムココヘルパ

ジーコム（株）
tel.03-5753-7577

映像と会話によるナースコール。リ
モートによる夜間の巡回見守りまで
サポート。オープン価格

介護ロボット製品

介護ロボット製品

見守り� No.091

ライブコネクト

（株）Z-Works
tel.03-5988-7403

WiFi 不要！工事不要！簡単に使え
る！センサーにより施設全体を見え
る化することで、職員の死角を無く
し利用者の重大事故防止・職員の負
担軽減を実現します。
オープン価格

介護ロボット製品

見守り� No.096

エスパシア
様々な療養環境に合わせやすい、デ
ザイン・機能を搭載した医療・介護
向けベッド（70 万円）

介護ロボット製品

見守り� No.095

シルエット見守りセンサ

キング通信工業（株）
tel.03-3705-8540

離床状況をシルエット画像で把握で
きるプライバシーに配慮した見守り
システム（30 万円）

介護ロボット製品

見守り� No.094

スリープモニター
介護保険適用製品

見守り� No.097

ルナナース(離床センサ)

AI TECHNOLOGY（株）
tel.03-6695-1801

起床、端座位、離床を検知可能。清
潔感と安心感のあるデザインの離床
センサー（価格要問合せ）

見守り� No.093

OWLSIGHT(アウルサイト)
福祉用

（株）イデアクエストイノベーション
tel.03-6423-8845

赤外光センサーと人工知能を用い
た、被介護者を非接触・無拘束でス
マホで見守れるシステム（価格要問
合せ）

介護保険適用製品 介護ロボット製品

（株）ワイヤレスコミュニケーション研究所
tel.042-444-4794

睡眠・寝返り・覚醒・座位・離床を
リアルタイムにモニタ表示 !

（オープン価格）

ケイ・ホスピア（株）
tel.044-871-5510

（株）アイビージャパン
tel.044-520-3222
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コミュニケーション� No.102

OriHime eye + Switch

（株）オリィ研究所
mail.helpdesk@orylab.com
お問合せ　https://orylab.com/support/

透明文字盤と ” 同じ感覚 ” で操作で
きる、新しい意思伝達装置※ 45 万
円 ( 非課税 ) 補装具費支給制度実績
あり

コミュニケーション� No.104

難聴者用磁気ループ
（ヒアリングループ）

（株）シグマ映像
tel.045-750-1251

難聴者の聞こえを支援する難聴者用
磁気ループ（17 万円〜）

コミュニケーション� No.103

マイトビーI-16

（株）クレアクト
tel.03-3442-5401
mail.info@creact.co.jp

視線だけで文字を書いたり、メール、
インターネット、リモコン操作も可
能な視線入力装置（139 万円）

コミュニケーション� No.101

i.スマートボイスⅡ

（株）伊吹電子
tel.044-888-3796

電池不要。充電式の海外でも利用で
きる音声拡聴器（15,000 円）

コミュニケーション� No.099

クリアーボイス

（株）伊吹電子
tel.044-888-3796

聴きたいときだけ耳に当てれば大
きく聞くことができる音声拡聴器
(9,800 円 )

コミュニケーション� No.100

ボン・ボイス

（株）伊吹電子
tel.044-888-3796

直接聴覚器官に振動を伝える骨伝導
耳掛け式音声拡聴器（19,800 円）

見守り� No.098

見守りケアシステム
M2

フランスベッド（株）
tel.046-265-5180

４つのセンサが利用者の動作を検知
する離床センサ内蔵型ベッド

（オープン価格）

介護ロボット製品

コミュニケーション� No.105

旅のことばカード（認知症とともによ
りよく生きるためのヒントカード）

（株）クリエイティブシフト
mail.contact@ml.creativeshift.co.jp

認知症とともに生きる・語りあうコ
ミュニケーションツール。
2,000 円（税込）

コミュニケーション� No.106

LiveTalk

富士通（株）
mail.contact-livetalk@cs.jp.fujitsu.com

発話をテキストに自動変換しリアル
タイムで情報共有できるソフトウェ
ア

（19.5 万円、2 年目以降 6 万円 / 年）

コミュニケーション� No.107

Nu board（ヌーボード）

欧文印刷（株）
tel.03-3817-5920

持ち運びに便利なリングノート形式
のホワイトボード。
筆談用としても役立ちます。

（1,380 円〜）

コ
ミ
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自助具� No.115

MOMOシリーズ

テクノツール（株）
mail. office@ttools.co.jp

上肢機能が低下した人に向けたアー
ムサポート。価格要問合せ

更衣・整容� No.117

らくらくKAWASAKIネクタイ

アソシエCHACO
tel.044-900-8844

片麻痺の方や指・腕が動きにくい方
も片手で装着できるネクタイ

（2,890 円〜）

コミュニケーション� No.108

OriHime

（株）オリィ研究所
mail. helpdesk@orylab.com
お問合せ　https://orylab.com/support/

誰でも簡単に遠隔操作できる分身ロ
ボット。価格要問合せ

コミュニケーション� No.110

なでなでワンちゃん
秋田犬 HACHI

トレンドマスター（株）
tel.044-422-1641

撫でると鳴き、呼ぶと応える犬型
のコミュニケーションロボット。
8,980 円（税抜）

介護ロボット製品

コミュニケーション� No.109

こんにちは赤ちゃん

トレンドマスター（株）
tel.044-422-1641

あやすと喜ぶ、話しかけるとお返事
する、赤ちゃん型コミュニケーショ
ンロボット。
8,000 円（税抜）

介護ロボット製品

姿勢保持� No.112

個別昇降テーブル
ここあ

ピジョンタヒラ（株）
tel.03-3661-4312

利用する方に合わせてそれぞれの天板が高さ
調整できる 4 人用の昇降テーブル。車いす
でのアプローチやシルバーカーの横づけもス
ムーズな、1本脚テーブルです。20万円（税抜）

コミュニケーション� No.111

なでなでねこちゃん
ＤＸシリーズ

トレンドマスター（株）
tel.044-422-1641

撫でると本物の猫の声で鳴く猫型
のコミュニケーションロボット。
6,980 円（税抜）

介護ロボット製品

更衣・整容� No.116

オーラルピース

プラス（株）ジョインテックスカンパニー
tel.03-6205-8986

万一飲み込んでも体内で分解・消化
する歯磨き粉

（1,000 円〜 1,200 円（税抜））

姿勢保持� No.113

SUNSUMI（サンスミ）

澄建設（有）
tel.048-482-5472

様々な厚みのテーブル・机に簡単に
取り付け可能な姿勢保持用肘置台

（14,000 円〜）

自助具� No.114

片手でラクラク！！
「おくすりこくり」

さくら工房3124 
tel.078-651-5268
mail. okusurikokuri@gmail.com

お水を飲む感覚で錠剤薬やサプリ
メントが服用できるコップ

（1,500 円）
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更衣・整容� No.118

着やすいボレロ

アソシエCHACO
tel.044-900-8844

指や肩が動かしにくい方でも羽織る
だけの着やすいボレロタイプ。マグ
ネットボタンで、らくらく開閉。
※別色・素材有り 8,980 円〜

リハ＆レク� No.120

RETISSA DisplayⅡ

（株）QDレーザ
tel.044-328-6808

視力に依存しない網膜投影ディスプ
レイ。オープン価格

リハ＆レク� No.122

歩行解析デバイス
AYUMI-EYE

（株）早稲田エルダリーヘルス事業団
tel.03-5447-5470

「歩きたい！」という意欲を引き出
す最先端の歩行評価ツール。
10,000 円〜

更衣・整容� No.119

らくらくベスト＆ひざ掛け

アソシエCHACO
tel.044-900-8844

ボタンをはずすと一枚布状になる寝
たままでも着脱可能なベスト＆ひざ
掛け※別色・素材有り 19,600 円〜

リハ＆レク� No.121

HOYA MW10 HiKARI

ViXion（株）
tel.03-6205-9548

夜盲症の方向けの暗所視支援眼鏡。
395,000 円

リハ＆レク� No.123

リカンベントバイク
XBR55、XBR95

（株）ダイヤコジャパン
tel.03-6808-3385

大きな背もたれで安定した使用感。
運動を通して、体力作りに最適。
XBR55　330,000 円（税抜）
XBR95　360,000 円（税抜）

リハ＆レク� No.124

（株）Moff
tel.050-5306-0210

タブレットとセンサーで、身体状況
を見える化し、加算取得も対応する
総合機能訓練支援サービスです。価
格要問い合わせ

機能訓練支援･見える化サービス
｢モフトレ｣

リハ＆レク� No.125

TANO（タノ）

TANOTECH（株）
tel.0463-73-5490

センサーで骨格を読み取り、体をコ
ントローラーにしてリハビリ / レク
リエーション / 測定等、180 種類以
上のコンテンツを楽しめます。価格
要問合せ

介護ロボット製品

リハ＆レク� No.126

DK ELDER SYSTEM FREEDAM HD

（株）第一興商
tel.045-242-9541

生活機能の維持向上（運動・口腔・
認知）を目的に開発された、介護予
防・健康増進コンテンツの配信シス
テム。160 万円（税抜）

リハ＆レク� No.127

JOYSOUND FESTA・FESTA2

（株）エクシング
tel.0120-141-224

900 種類以上の音楽療養コンテンツ
を提供するトータルヘルスケア支援
機器。価格要問合せ
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リハ＆レク� No.128

デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」
リハプラン

（株）Rehab for JAPAN
tel.050-5491-7318

個別機能訓練加算と LIFE 提出が誰
でも簡単・安心に。14,800 円 / 月
〜

リハ＆レク� No.130

脳バランサー
キッズ

レデックス（株）
tel.042-799-0269

ゲーム感覚で認知機能を確認でき、個別発達
支援計画を作成して支援することができる。
認知機能のトレーニングとアセスメントをす
るソフトウェア。月額 7,500 円（オプション
追加で 10,000 円〜）税抜

リハ＆レク� No.129

元気はつらつ  トレパチ！テーブル

豊丸産業（株）
tel.03-3835-2422

運動機能や頭脳の活性化を図る認知
症予防を目的に開発された専用アプ
リを内臓した、多機能型認知症予防
食卓テーブル。価格要問合せ

リハ＆レク� No.132

パワーアシストハンド

（株）エルエーピー
tel.046-204-9343

手指間接の屈伸運動を継続的に行う
リハビリテーション補助機器。
コントロールボックス 39 万 8 千円
グローブ 5 万 9800 円

リハ＆レク� No.131

ICT治具

ダンウェイ（株）
tel.044-740-8837

直感的な操作性とシンプルな機能で、
障害のある方や高齢者の方でも、簡
単にホームページを製作することが
できるソフト。
法人 26,400 円（税込）/ 年

リハ＆レク� No.133

ロボットスーツHAL®シリーズ

CYBERDYNE（株）
tel.029-869-8448

生体電位信号を感じ取って動作する
世界初の装着型サイボーグ。
価格要問合せ
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今後、川崎市 YouTube チャンネルにて
認証製品紹介動画を順次公開予定です。

KAWASAKI Innovation Standard

川崎市 PR 動画のご紹介

かわさき基準（KIS）PR 動画

ウェルテック PR 動画

かわさき基準（KIS）認証の付加価値を高め
ることによって、川崎市内の企業の皆様を
中心に製品の応募を促進することに加え、
認証製品を利用者（高齢者・障害者・介護
者等）に幅広く認知してもらい、販路拡大
を支援していく狙いがあります。

川崎市が東京工業大学・産業技術総合研究
所と共同で運営する福祉製品・サービスの
開発支援施設「ウェルテック」の紹介動画
です。
川崎市内企業を中心に支援対象とし、科学
的知見に基づく製品の安全性・性能等評価
を実施し、評価結果をフィードバックする
等、製品化に向けた伴走支援を実施します。

動画は
こちらから！

動画は
こちらから！

動画は
こちらから！
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あ
㈱アイビージャパン／ケイ・ホスピア㈱　　エスパシア…………………… 17

㈱アイビージャパン／ケイ・ホスピア㈱　　ここちあ結起………………… 16

㈱アイビージャパン／ケイ・ホスピア㈱　　メーティスPRO……………… 16

アソシエCHACO　　着せかえCHACOシート……………………………… 10

アソシエCHACO　　着やすいボレロ………………………………………… 20

アソシエCHACO　　防寒＆撥水…車いす用コート… ……………………… 13

アソシエCHACO　　らくらくKAWASAKIネクタイ……………………… 19

アソシエCHACO　　らくらくベスト＆ひざ掛け…………………………… 20

㈱aba　　排泄ケアシステム…Helppad… …………………………………… 14

アビリティーズ・ケアネット㈱　　マキシツイン低床型…………………… 12

㈱アム　　水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん3号」……………… 15

アロン化成㈱　　水洗ポータブルトイレ…キューレット… ………………… 15

い
㈱イデアクエストイノベーション　　OWLSIGHT(アウルサイト)福祉用…… 17

㈱イノフィス　　マッスルスーツEvery……………………………………… 12

㈱伊吹電子　　i.スマートボイスⅡ…………………………………………… 18

㈱伊吹電子　　クリアーボイス……………………………………………… 18

㈱伊吹電子　　ボン・ボイス…………………………………………………… 18

え
AI…TECHNOLOGY㈱　　ルナナース(離床センサ)………………………… 17

㈱エクシング　　JOYSOUND…FESTA・FESTA2…………………………… 20

㈱エルエーピー　　パワーアシストハンド………………………………… 21

お
欧文印刷㈱　　Nu…board（ヌーボード）……………………………………… 18

㈱オリィ研究所　　OriHime… ……………………………………………… 19

㈱オリィ研究所　　OriHime…eye+Switch… ……………………………… 18

か
㈱環境衛生　　嘔吐物・汚物スピード処理剤「オブツポイポイ」…………… 15

き
㈱QDレーザ　　RETISSA…DisplayⅡ………………………………………… 20

キング通信工業㈱　　シルエット見守りセンサ…………………………… 17

錦城護謨㈱　　視覚障がい者歩行誘導ソフトマット…歩導くん…ガイドウェイ……… 14

く
㈱クラモト　　ラギー………………………………………………………… ……9

㈱クリエイティブシフト　　旅のことばカード（認知症とともによりよく生きるためのヒントカード）…… 18

㈱クレアクト　　マイトビーI-16……………………………………………… 18

け
ケイ・ホスピア㈱　　楽スマⓇ…スリーベース… ……………………………… ……5

こ
コアフューテック㈱　　e…伝之介くんⓇ……………………………………… ……6

㈱光洋　　オンリーワンパンツにはるだけ…ほねガード… ………………… 14

㈱光洋　　ディスパース…オンリーワン幅広テープ… ……………………… 14

㈱光洋　　オンリーワンケア前後フリーパンツ…………………………… 14

広洋産業㈱　　車いす用階段昇降機『シンフォニー』……………………… 10

広洋産業㈱　　車いす用段差解消階段『フレックスステップ』…………… 10

㈱コーポレーションパールスター　　どんどんウォーク………………… 13

㈱KOSUGE　　MyCaneⓇⅡ… ……………………………………………… 10

㈱今野製作所　　携行型着脱式手動運転装置SWORD（ソード）… ……… 14

さ
㈲さいとう工房　　おそうじ車いす………………………………………… ……9

㈲さいとう工房　　レル・ライト……………………………………………… ……9

CYBERDYNE㈱　　ロボットスーツHAL®シリーズ………………………… 21

さくら工房3124　　片手でラクラク！！「おくすりこくり」……………… 19

さつき㈱　　ZA…FREE（前広便座）… ………………………………………… 15

し
ジーコム㈱　　無線ケアコールシステムココヘルパ……………………… 17

㈱Z-Works　　ライブコネクト… …………………………………………… 17

㈱シグマ映像　　難聴者用磁気ループ（ヒアリングループ）……………… 18

シティーリフトかわさき㈱　　車いす式階段昇降機オメガ……………… 10

シティーリフトかわさき㈱　　シティーリフトUP… ……………………… ……7

シナネンサイクル㈱　　COGY（コギー）……M／Ｌ…………………………… ……9

シナネンサイクル㈱　　COGY（スモールサイズ)… ……………………… 10

す
澄建設㈲　　SUNSUMI（サンスミ）…………………………………………… 19

せ
精工技研㈱　　手動式入浴リフト　バスラック…………………………… 16

積水ホームテクノ㈱　　wellsリフトキャリー……………………………… 15

積水ホームテクノ㈱　　シャワー温浴システム　………………………… 16

そ
ソルブ㈱　　セーフヒップ…アクティブ… …………………………………… 12

た
㈱第一興商　　DK…ELDER…SYSTEM…FREEDAM…HD……………………… 20

㈱ダイヤコジャパン　　リカンベントバイク　XBR55、XBR95………… 20

TANOTECH㈱　　TANO（タノ）… ………………………………………… 20

ダンウェイ㈱　　ICT治具……………………………………………………… 21

ダンウェイ㈱　　シームレスバディ®（Seamless…Buddy）………………… ……7

て
ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱　　曲線階段用階段昇降機　“S200”…… 12

ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱　　直線階段用階段昇降機　“ジョイス”…… 12

ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱　　直線階段用階段昇降機　“レバントアウトドア”…… 11

テクノツール㈱　　MOMOシリーズ………………………………………… 19…
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と
㈱東海技研工業　　ラ・クリップⓇ… ………………………………………… 13

合東洋モータース　　アクセル／ブレーキ操作用スマート手動装置…… 13

合東洋モータース　　回転シートシリーズ………………………………… 13

合東洋モータース　　車椅子収納システムカロリフト…………………… 13

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」…… 17

㈲とみ　　ピーチスカートⅡ（大腿骨近位部骨折軽減製品）……………… 12

豊丸産業㈱　　元気はつらつ　トレパチ！テーブル……………………… 21

トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱　　DFree…Professional… …………… 14

トレンドマスター㈱　　こんにちは赤ちゃん……………………………… 19

トレンドマスター㈱　　なでなでねこちゃん…DXシリーズ………………… 19

トレンドマスター㈱　　なでなでワンちゃん…秋田犬…HACHI……………… 19

トレンドマスター㈱…/…㈱TAOS研究所　　見守りモニタ「AiSleep…Entry」…… ……6

な
ナスエンジニアリング㈱　　ポルカプレート……………………………… 11

に
㈱ニコ・ドライブ　　nikodrive…ハンドコントロール… …………………… 13

日進医療器㈱　　ウルトラシリーズ　NA-U7　エアリー仕様… ………… ……9

日本セイフティー㈱　　ラップポン・ブリオ（S）……………………………… 15

日本セイフティー㈱　　ラップポン・ブリート（S）… ……………………… 15

の
㈱ノダ　　ユニバーサルデザインドア…ケアシスト… ……………………… 16

は
㈱ハーツエイコー　　段差解消機…もちあげくん… ………………………… 11

㈱バイオシルバー　　見守り介護ロボット…aams（アアムス）……………… 17

パシフィックサプライ㈱　　モーリフトスマート150……………………… 12

㈱発明ラボックス　　ARUKUTOMO（アルクトモ）… …………………… 11

パラマウントベッド㈱　　引きずり型避難マット「ストレッチグライドR（レスキュー）タイプ」…… 16

パラマウントベッド㈱　　床走行式電動介護リフト……………………… 12

ひ
Vixion㈱　　HOYA…MW10…HiKARI………………………………………… 20

㈱ビーシステム　　介護保険業務ソフト「ファーストケア」……………… ……8

ピジョンタヒラ㈱　　個別昇降テーブルここあ…………………………… 19

ピジョンタヒラ㈱　　座位保持自走型ラクリオ…PR-1000B… …………… ……9

ピジョンタヒラ㈱　　座位保持ティルトリクライニング…ラクレスト…PR-2000B…… ……9

ふ
㈱FUJI　　移乗サポートロボット…Hug…L1…………………………………… 12

富士通㈱　　LiveTalk…………………………………………………………… 18

プラス㈱ジョインテックスカンパニー　　オーラルピース……………… 19

プラス㈱ジョインテックスカンパニー　　ステッキjam®… ……………… 11

プラス㈱ジョインテックスカンパニー　　ロボットアシストウォーカー…RT.2（アールティーツー）…… 10

フランスベッド㈱　　超・超低床フロアーベッド…………………………… 16

フランスベッド㈱　　見守りケアシステム　M2…………………………… 18

フランスベッド㈱　　離床支援…マルチポジションベッド… ……………… 16

フランスベッド㈱…メディカル川崎営業所　　かるがも４ポイントステッキ…… 10

フランスベッド㈱…メディカル川崎営業所　　四点杖補助グリップ付… … 11

へ
ペルモビール㈱　　Permobil…F5VS… ……………………………………… ……9

ペルモビール㈱　　Permobil…M3…Corpus… ……………………………… ……9

ペルモビール㈱　　Permobil…スマートドライブ…………………………… 10

ペルモビール㈱　　ROHOクアドトロセレクトクッション… …………… 10

ま
㈲松橋製作所　　盲導犬一本棒ハーネス…………………………………… 13

マッスル㈱　　ROBOHELPER…SASUKE… ………………………………… 12

㈱松永製作所　　マイチルト・ミニ３Ｄ……………………………………… ……9

㈱マルアイ　　消臭袋…大人の紙おむつ用BOX……………………………… 15

み
㈱ミスギ　　安心スロープ…………………………………………………… 11

㈱ミスギ　　車椅子用…アルミスロープ… …………………………………… 11

㈱ミスギ　　FREE-SLOPE（フリースロープ）………………………………… 11

め
㈱メイキコウ　　段差らく〜だAF600（アクティブレーター４）… ……… 11

も
㈱Moff　　機能訓練支援･見える化サービス｢モフトレ｣…………………… 20

㈱モルテン　　オスカー……………………………………………………… 16

㈱モルテン　　バディー……………………………………………………… 13

㈱モルテン　　ルーツ　エントランス……………………………………… 13

ゆ
優成サービス㈱　　福祉バイオトイレカー………………………………… 15

ユニ・チャーム㈱　　ライフリー…うす型軽快パンツ………………………… 14

ユニ・チャーム㈱　　ライフリー…さわやかパッド男性用…………………… 14

り
リコージャパン㈱　　JINRIKI…QUICK…(マルチバックなし)……/…JINRIKI…QUICKⅡ(マルチバック付き)…… 14

リコージャパン㈱　　リコー…みまもりベッドセンサーシステム… ……… 17

㈱リッチェル　　木製きらく片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN…………… 15

㈱リッチェル　　やわらかシャワーチェアクレオ………………………… 16

㈱Rehab…for…JAPAN　　デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」リハプラン…… 21

㈱リリアム大塚　　リリアムスポットⓇ２…………………………………… ……8

れ
レデックス㈱　　脳バランサーキッズ……………………………………… 21

わ
㈱ワイヤレスコミュニケーション研究所　　スリープモニター………… 17

㈱早稲田エルダリーヘルス事業団　　歩行解析デバイス…AYUMI-EYE…… 20
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あ
ICT治具　　ダンウェイ㈱……………………………………………………… 21

i.スマートボイスⅡ　　㈱伊吹電子…………………………………………… 18

OWLSIGHT(アウルサイト)福祉用　　㈱イデアクエストイノベーション…… 17

アクセル／ブレーキ操作用スマート手動装置　　合東洋モータース…… 13

ARUKUTOMO（アルクトモ）　　㈱発明ラボックス… …………………… 11

安心スロープ　　㈱ミスギ…………………………………………………… 11

い
e…伝之介くんⓇ　　コアフューテック㈱……………………………………… …6

移乗サポートロボット…Hug…L1　　㈱FUJI…………………………………… 12

う
wellsリフトキャリー　　積水ホームテクノ㈱……………………………… 15

ウルトラシリーズ　NA-U7　エアリー仕様　　日進医療器㈱… ………… …9

え
エスパシア　　㈱アイビージャパン／ケイ・ホスピア㈱…………………… 17

お
嘔吐物・汚物スピード処理剤「オブツポイポイ」　　㈱環境衛生…………… 15

オーラルピース　　プラス㈱ジョインテックスカンパニー……………… 19

オスカー　　㈱モルテン……………………………………………………… 16

おそうじ車いす　　㈲さいとう工房………………………………………… …9

OriHime　　㈱オリィ研究所… ……………………………………………… 19

OriHime…eye+Switch　　㈱オリィ研究所… ……………………………… 18

オンリーワンケア前後フリーパンツ　　㈱光洋…………………………… 14

オンリーワンパンツにはるだけ…ほねガード　　㈱光洋… ………………… 14

か
介護保険業務ソフト「ファーストケア」　　㈱ビーシステム……………… …8

回転シートシリーズ　　合東洋モータース………………………………… 13

片手でラクラク！！「おくすりこくり」　　さくら工房3124……………… 19

かるがも４ポイントステッキ　　フランスベッド㈱…メディカル川崎営業所…… 10

き
着せかえCHACOシート　　アソシエCHACO……………………………… 10

機能訓練支援･見える化サービス｢モフトレ｣　　㈱Moff…………………… 20

着やすいボレロ　　アソシエCHACO………………………………………… 20

曲線階段用階段昇降機　“S200”　　ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱…… 12

く
クリアーボイス　　㈱伊吹電子……………………………………………… 18

車いす式階段昇降機オメガ　　シティーリフトかわさき㈱……………… 10

車椅子収納システムカロリフト　　合東洋モータース…………………… 13

車椅子用…アルミスロープ　　㈱ミスギ… …………………………………… 11

車いす用階段昇降機『シンフォニー』　　広洋産業㈱……………………… 10

車いす用段差解消階段『フレックスステップ』　　広洋産業㈱…………… 10

け
携行型着脱式手動運転装置SWORD（ソード）　　㈱今野製作所… ……… 14

元気はつらつ　トレパチ！テーブル　　豊丸産業㈱……………………… 21

こ
高齢者見守りシステム「見守りライフ」　　トーテックアメニティ㈱… … 17

COGY（コギー）……M／Ｌ　　シナネンサイクル㈱…………………………… …9

COGY（スモールサイズ)　　シナネンサイクル㈱… ……………………… 10

ここちあ結起　　㈱アイビージャパン／ケイ・ホスピア㈱………………… 16

個別昇降テーブルここあ　　ピジョンタヒラ㈱…………………………… 19

こんにちは赤ちゃん　　トレンドマスター㈱……………………………… 19

さ
座位保持自走型ラクリオ…PR-1000B　　ピジョンタヒラ㈱… …………… …9

座位保持ティルトリクライニング…ラクレスト…PR-2000B　　ピジョンタヒラ㈱…… …9

ZA…FREE（前広便座）　　さつき㈱… ………………………………………… 15

SUNSUMI（サンスミ）　　澄建設㈲…………………………………………… 19

し
視覚障がい者歩行誘導ソフトマット…歩導くん…ガイドウェイ　　錦城護謨㈱… ……… 14

シティーリフトUP　　シティーリフトかわさき㈱… ……………………… …7

シームレスバディ®（Seamless…Buddy）　　ダンウェイ㈱………………… …7

シャワー温浴システム　　　積水ホームテクノ㈱………………………… 16

手動式入浴リフト　バスラック　　精工技研㈱…………………………… 16

JOYSOUND…FESTA・FESTA2　　㈱エクシング…………………………… 20

消臭袋…大人の紙おむつ用BOX　　㈱マルアイ……………………………… 15

シルエット見守りセンサ　　キング通信工業㈱…………………………… 17

JINRIKI…QUICK…(マルチバックなし)……/…JINRIKI…QUICKⅡ(マルチバック付き)　　リコージャパン㈱…… 14

す
水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん3号」　　㈱アム……………… 15

水洗ポータブルトイレ…キューレット　　アロン化成㈱… ………………… 15

ステッキjam®　　プラス㈱ジョインテックスカンパニー… ……………… 11

スリープモニター　　㈱ワイヤレスコミュニケーション研究所………… 17

せ
セーフヒップ…アクティブ　　ソルブ㈱… …………………………………… 12

た
TANO（タノ）　　TANOTECH㈱… ………………………………………… 20

旅のことばカード（認知症とともによりよく生きるためのヒントカード）　　㈱クリエイティブシフト…… 18

段差解消機…もちあげくん　　㈱ハーツエイコー… ………………………… 11

段差らく〜だAF600（アクティブレーター４）　　㈱メイキコウ…………… 11

ち
超・超低床フロアーベッド　　フランスベッド㈱…………………………… 16

直線階段用階段昇降機　“ジョイス”　　ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱…… 12

直線階段用階段昇降機　“レバントアウトドア”　　ティーケー・ホームソリューションズ・ジャパン㈱…… 11

て
DK…ELDER…SYSTEM…FREEDAM…HD　　㈱第一興商……………………… 20

デイサービス向け「介護リハビリ支援ソフト」リハプラン　　㈱Rehab…for…JAPAN…… 21

ディスパース　オンリーワン幅広テープ　　㈱光洋……………………… 14

DFree…Professional　　トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱… …………… 14
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と
どんどんウォーク　　㈱コーポレーションパールスター………………… 13

な
なでなでねこちゃん…DXシリーズ　　トレンドマスター㈱………………… 19

なでなでワンちゃん…秋田犬…HACHI　　トレンドマスター㈱……………… 19

難聴者用磁気ループ（ヒアリングループ）　　㈱シグマ映像……………… 18

に
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ウェルテック
施設概要

〇川崎市複合福祉センター「ふくふく」内に模擬環境ラボを備えたウェルテックを開設し、
　福祉の現場のニーズを的確にとらえた福祉製品等の改良・開発を支援する環境を整備しています。
〇ウェルテックでのラボスペースでの取組に加え、総合リハビリテーション推進センターや
　特別養護老人ホーム、障害者支援施設等と連携し、実践的な検証・評価を実施する体制を整備しています。

「ウェルテック」はふくふく１階にあります。  広さは約67㎡（打合せ・交流スペース含む）です。模擬環境ラボを整備し、福祉製品等の検証・評価を実施します。

川崎市
複合福祉センター
ふくふく
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特別養護老人ホーム 川崎ラシクル

障害者支援施設　川崎ラシクル

川崎市発達相談
支援センター

川崎市ひきこもり
地域支援センター

川崎らしくる保育園 定期巡回・臨時対応型
訪問介護看護 川崎ラシクル

Kawasaki Welfare
Technology Lab

看護小規模多機能型
居宅介護 川崎ラシクル

川崎南部
就労援助センター

南部リハビリテーションセンター
（南部日中活動センター）

総合リハビリテーション推進センター 南部リハビリテーションセンター
（南部地域支援室・南部在宅支援室） 総合研修センター

関係機関と連携した
ウェルテックの運営

〇ウェルテックは、東京工業大学・産業技術総合研究所（AIST）・川崎市の３者が連携して運営し、
　常駐の研究員を中心に企業への伴走支援を実施します。

Kawasaki Welfare Technology Lab「ウェルテック」のご紹介

〇ウェルテック内の模擬環境ラボは、介護ベッドや多機能トイレを備えた福祉施設の
　個室ユニットを再現し、現場に近い状況で福祉製品等の検証・評価を実施します。
〇ウェルテックを拠点に、安全性・性能・リスク要因の評価を行うなど、市内企業等の
　福祉製品等の改良・開発に向けた伴走支援を実施します。

ウェルテックでの
取組概要

模擬環境ラボ
洗面台

介護ベッド

多機能
トイレ

製品等の評価、ディスカッションのほか
各種会議・セミナーや面接・研修が可能
なスペースを併設しています。

交流スペース

発行元　　川崎市経済労働局イノベーション推進部　TEL：044－200－3226

連携 連携 ・高齢者等の行動を映像データ化し、ＡＩによる特異性抽出による安全性・リスク分析を行います。
・データプラットフォームの構築や企業への科学的知見に基づく助言等の伴走支援を実施します。


