
北海道介護ロボット普及推進センター展示介護ロボット一覧 ① 

No 分類 製品名 メーカー名 製品説明 （URL） 

１ 
移乗支援 

（装着型） 

マッスルスーツ エブリィ 

 

※道央センターのみ見学可能 

(株)ｲﾉﾌｨｽ 

 

中腰作業の効率アップに。 | マッスル

スーツ エブリィ-MUSCLE SUIT 

EVERY | 製品情報サイト 

２ 
移乗支援 

（装着型） 

レイボエクソスケルトン 

 

（株）加地 

 

【レイボ エクソスケルトン】パワーアシ

ストスーツ | 加地 - Powered by 

イプロス (ipros.jp) 

３ 
移乗支援 

（装着型） 

J-PAS fleairy 

 

(株)ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 

 

アシストスーツなら株式会社ジェイテ

クト│フレアリー│J-PAS fleairy 

(active-life.jp) 

４ 
移乗支援 

（非装着型） 

Hug L1-01 

 

※道央センターのみ見学可能 

(株)FUJI Hug L1 (fuji.co.jp) 

５ 
移乗支援 

（非装着型） 

Hug T1-02 

 

(株)FUJI Hug T1 (fuji.co.jp) 

６ 
移乗支援 

（非装着型） 

スカイリフト 

 

ｱｲ・ｿﾈｯｸｽ(株) 
スカイリフト | アイ・ソネックス株式会

社 (nasent.net) 

７ 
移乗支援 

（非装着型） 

ロボヘルパーＳＡＳＵＫＥ 

 

ﾏｯｽﾙ(株) 
マッスル株式会社 SASUKE 

(musclerobo.com) 

 

https://musclesuit.co.jp/
https://musclesuit.co.jp/
https://musclesuit.co.jp/
https://premium.ipros.jp/laevo/product/detail/2000555080/
https://premium.ipros.jp/laevo/product/detail/2000555080/
https://premium.ipros.jp/laevo/product/detail/2000555080/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://active-life.jp/jpasfleairy/
https://www.fuji.co.jp/items/hug/hugl1
https://www.fuji.co.jp/items/hug/hugt1
https://www.nasent.net/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E7%A7%BB%E4%B9%97%E3%83%BB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E7%94%A8%E5%85%B7/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88/
https://www.nasent.net/%E5%95%86%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E7%A7%BB%E4%B9%97%E3%83%BB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E7%94%A8%E5%85%B7/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88/
https://www.musclerobo.com/
https://www.musclerobo.com/


北海道介護ロボット普及推進センター展示介護ロボット一覧 ② 

No 分類 製品名 会社名 製品説明 （URL） 

８ 
移乗支援 

（非装着型） 

電動昇降フルリクライニング                   

キャリー 

 

ピジョンタヒラ株式会社 

プロフィットケアシリーズ 電動昇降フ

ルリクライニングキャリーFC-320｜

車いす｜移動のケア｜商品紹介｜ピジ

ョンタヒラの健康・介護用品ガイド 

(pigeontahira.co.jp) 

９ 移動支援 

J-Walker 

 

※道央センターのみ見学可能 

(株)ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 

J-walker テクテック│自立推進トレ

ーニングロボット│株式会社ジェイテ

クト (active-life.jp) 

１０ 移動支援 

パナソニック 歩行             

トレーニングロボット 

 

Panasonic 

歩行トレーニングロボット[Walk 

training robo] - 商品情報［法人］ - 

Panasonic 

１１ 見守り支援 

眠りSCAN eye 

 

 

ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ(株) 

眠りSCAN | ベッドオプションパラマ

ウントベッド株式会社 | 

PARAMOUNT BED 

１２ 見守り支援 

シルエット見守りセンサ 

 

キング通信工業（株） 

高齢者見守りシステム（シルエット見守

りセンサ） | キング通信工業株式会社 

(king-tsushin.co.jp) 

１３ 見守り支援 

ANSIEL 

 

積水化学工業（株） 

【離床・起上り通知センサー】アンシエル

(ANSIEL)｜積水化学工業株式会社 

(s-ansiel.com) 

１４ 見守り支援 

aams 

 

(株)バイオシルバー 
aams | 株式会社バイオシルバー 

(biosilver.co.jp) 

 

https://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/25.html
https://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/25.html
https://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/25.html
https://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/25.html
https://www.pigeontahira.co.jp/habinurse/04/01/25.html
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://active-life.jp/jwalker/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://tech.panasonic.com/jp/walk_training/
https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0053580
https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0053580
https://www.paramount.co.jp/product/detail/index/20/P0053580
https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos_solution/
https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos_solution/
https://www.king-tsushin.co.jp/solution/wos_solution/
https://www.s-ansiel.com/
https://www.s-ansiel.com/
https://www.s-ansiel.com/
http://www.biosilver.co.jp/aams/
http://www.biosilver.co.jp/aams/


北海道介護ロボット普及推進センター展示介護ロボット一覧 ③ 

No 分類 製品名 会社名 製品説明 （URL） 

１５ 見守り支援 

Aeolus Robot                 

（アイオロス・ロボット） 

 

※道央センターのみ見学可能 

アイオロス ロボティクス 
..:: アイオロスロボティクス ::.. 

(aeolusbot.com) 

１６ 見守り支援 

見守りケアシステム 

M-2（ﾄｰﾀﾙﾛｯｸｷｬｽﾀｰ）

 

ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ(株) 

見守りケアシステム M-2 | 医療・福祉

施設 - フランスベッド株式会社 

(francebed.co.jp) 

１７ 見守り支援 

ベット内蔵型離床センサー    

ⅰサポート

 

シーホネンス(株) 

ベッド内蔵型離床センサー「iサポート」 

| シーホネンス[離床センサー/見守り

介護ロボット 製品機能・特長] 

(seahonence.co.jp) 

１８ コミュニケーション 

LOVOT 

 

GROOVE X （株） LOVOT[らぼっと] 

１９ コミュニケーション 

Romi 

 

(株)ﾐｸｼｨ 自律型会話ロボットRomi（ロミィ） 

２０ コミュニケーション 

Tapia（タピア） 

 

NTT DOCOMO 

MJI – コミュニケーションロボットで

人と人・社会をつなぐ 

(mjirobotics.co.jp) 

２１ コミュニケーション 

PALRO 

 

※道央センターのみ見学可能 

富士ソフト(株) 
会話ロボット最先端！ PALRO(パル

ロ)【公式】 富士ソフト 

 

https://aeolusbot.com/
https://aeolusbot.com/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
https://medical.francebed.co.jp/iryofukushi/mimamori_m2/
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
http://www.seahonence.co.jp/hp/sensor/i-support_characteristic.html
https://lovot.life/
https://romi.ai/
https://mjirobotics.co.jp/
https://mjirobotics.co.jp/
https://mjirobotics.co.jp/
https://palro.jp/
https://palro.jp/


北海道介護ロボット普及推進センター展示介護ロボット一覧 ④ 

No 分類 製品名 会社名 製品説明 （URL） 

２２ 排泄支援 

家具調トイレセレクトR 

自動ラップ 

 

ｱﾛﾝ化成(株) 

家具調トイレセレクトR自動ラップノー

マル ｜ 【安寿】の介護用品 ｜ アロン

化成 (aronkasei.co.jp) 

２３ 排泄支援 

サニタリー利用記録                

システム 

 

NEC 
http://angel-

i.jp/publics/index/71/ 

２４ 生活支援 

コミューン 

 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ(株) 

聴こえやすい音を届ける comuoon

（コミューン）｜ユニバーサル・サウンド

デザイン株式会社 (u-s-d.co.jp) 

２５ 生活支援 

FUKU助 

 

(株)メディカルスイッチ 

見守り服薬支援ロボット「ＦＵＫＵ助」 - 

株式会社メディカルスイッチ 

(medical-switch.com) 

２６ 生活支援 

Kebbi＋ 

検温ソリューション 

 

NUWA ﾛﾎﾞﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 

【検温ソリューション】NUWA 『Kebbi 

Air』 | 大喜産業 - Powered by イ

プロス (ipros.jp) 

 

https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
https://www.aronkasei.co.jp/anju/products/533612/
http://angel-i.jp/publics/index/71/
http://angel-i.jp/publics/index/71/
https://u-s-d.co.jp/
https://u-s-d.co.jp/
https://u-s-d.co.jp/
https://www.medical-switch.com/
https://www.medical-switch.com/
https://www.medical-switch.com/
https://premium.ipros.jp/daiki-sangyo/product/detail/2000594752/
https://premium.ipros.jp/daiki-sangyo/product/detail/2000594752/
https://premium.ipros.jp/daiki-sangyo/product/detail/2000594752/

