
醒富国顎韻語諒闇緋個感知機器: 1 7101 1

家族コール2AポケットタイプHKP-2A
テクノスジャパン/ TAiS:0031 8-000058

ベッドからの離床をポケット受信器で報知します

詣

;

家族コール2BポケットタイプHKP-2B
テクノスジャパン/ TAIS:003 1 8-000059
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床センサー

憶1 000×高さ500×厚み4(mm)

約1 500g PVC

●型式/MSI OOOK

●ケーブル長/約2.4m
●色/アイボリー
●防満仕様/IPe 1

コンソール10
●型式/HTHI 0-1 00K

ポケット受信器

幅93×高さ53×奥行1 2(mmJ

約65g(内議電池を含む) ABS樹脂

●型式/HRP80･80｣

●色/外枠は白.その他は黒

●電源/内蔵電池､

充電用ACアダプタ付(DCSV)

●8グループ. 1 0チャンネル設定可能

●報知方法/3種類

[電子音(音量:大･小･なし) ･

バイブレーター(ON-OFF) ･液晶表示]

樹睡四四四四曜容顔

5iOO0円

囲田園謳認題詞蘭画

1 7000円

ベッド上の起き上がりをポケット受信器で認知します
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家族コール2CポケットタイプHKP-2C
テクノスジャパン/ TAlS:0031 8-000060

ベッドセンサー　　　　　ポケット受信器

館800×高さ250×厚み10(mm)晴93×高さ53×奥行12(mm)

g PVC　　　約65g (内蔵

●型式/BPS8025K

●ケーブル長/約1.4m

●色/アイボリー

●防滴仕様/IP6 1

コンソール10
●型式/HTHI 0-1 00K

●型式/冒 RP80-80｣

●亀/外枠は白､その他は黒

●電源/内蔵電池.

充電用ACアダプタ付(DC与V)

●8グループ. 1 0チャンネル設定可能

●報知方法/3種類

[電子音(昔重大･小･なし) ･

バイブレーター(ON-OFF) ･液晶表示]

団匪四日躍動血腫容閤

51000円

麗認謹~黒亨TT騒溺/≡

500円

-雀劃閏醸田圃蘭画

1 7000円

赤外線で離床･彿掴行動を検知します

検知距離を
設定できるので
使い方簡単

車重垂｢

諒重電-一審路頭襲擢-琵

電源は電池/ACアダプタ両用鼎桑態郎畳語の議鋳繰電襲彊嬢薫談義蝕藍-晶撞蕊常の護

罷麗新聞轡

家族コール2DポケットタイプHKP-2D
テクノスジャパン/ TAIS:0031 8-000082

ハイパー･赤外線センサーK

掴1 1 0×高さ70×厚み35 (mm)

約1 50g ABS樹臆

●型式/iBS180HK2　●色/グレー

●聴/006 9Vアルカリ電池1倍またはAC 1 OOVのCアダプタ付)

●電池寿命/約3ケ月(電池使用時)

●センサー/反射型赤外線センサー及びモーションセンサー

●検知範囲/最大1 ｡8m (設置環境により異なります)

●検知逼離設定/0,5･1 ･1.5m選択可能

●検知時間設定/0.5･1 ･2秒選択可能

●方向確認/約3 0砂聞赤色LED点滅(テストボタンo n時)

●8グループ､ 1 0チャンネル設定可能

ポケット受信器

旧93×高さ53×奥行12(mm)

緋5g(内蔵電池を含む)　ABS削旨

●型式/HRP80-80｣

●色/外枠は白.その他は黒

●電源/内輔弼.翻ACアダプタ付(DC与の

●8グループ. 1 0チャンネル設定可能

●謡知方法/3種類腫子音(音量:六･小･拡し) I

バイブレーター(ON-OFF) ･液晶表示】

自在クランプ
●型式/TJCP-1

燭駆回援田辺脚韻

5iOO0円

董露饗艶麗醗馨

500円

茎;楽園語呂

1 7000円

ドアや窓を開くとポケット受信器で報知します

a ACCORD CLUB

ドアスイッチK　　　　　　　　　ポケット受信器

①幅50×高さ12×厚み12(mm)センサ一部　幅93×高さ53×厚み12(mm)

②幅50×高さ1 0×厚み1 2(mm)

約32g ABS樹脂　　●型式/HRP80-80｣2

●型式/DRSl･K　●ケーブル長/約30cm　　●色/外枠は白､その他は黒

●色/グレー　　　　　　　　　　　　　●電源/内蔵電池､

充電用ACアダプタ付(DCSV)

●8グループ､ 1 0チャンネル設定可能

諾盤?o o K　　　●競器主潮表示,

回読箭= l詔醗葦講i i,go講話

灘税込



ケアロボコール⑪
テクノスジャパン

ケアロボコール2A陛式:HKC-2A] mS:00318_000071

ベッドからの離床を報知します
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ケアロボコール2C [型式‥HKC-2C] TA-ら:00318rOOOO73

超音波と赤外線で離室.緋個行動を報知します

標準セット

コードレス･マットスイッチ

(マットを踏むと感知)
M51 200RF

風随四囲躍動四曜圏

1 4iOO0円 1 )400円

圏｡妻王ts　華垂亘

2i800円

潔 2Cタイプは標準添付の｢固定スタンド｣で床に設置桐能.もしくはオプションの｢自在クランプ｣で

パイプや板等に取付可能です｡

ケアロボ2

●型式:TTCR2　●サイズ約300×200×260(mm)

●材質:ABS樹臆.フェルト　●電源:ACアダプタ(DC5V)

●赤外線カメラ内蔵

コードレス･マットスイッチ

●型式:MS1 200RF

●サイズ1200×500×4(mm)

語勢擢g ●材質‥PVC
●電池付無線送信器内蔵 ㊨㊨

標準セット

コードレス

超音波･赤外線センサーUiS200

軍記謂i露語請I i,=8=蒜

コードレス超音波･赤外鯨センサー

●型式:UIS200

●サイズ1 10×70×35(mm)

●重量:約1 50g

●材質:ABS樋脂
●色:クレー

●無線送信器内蔵
●電源:ACアダプタ(DC5V)又は
006P eVアルカリ電池

●取付: ｢固定スタンド｣で床に設置が可能､もしくは

オプションの｢自在クランプ｣でパイプや板等に

取付可能です｡

一誌減ら捲荒淫 佝y��6I�"�5�7ﾘ��+�8��ｸ8ｸ,Y_�&ﾒ�

(アドレスは与件まで登録可能) 

画像錦織の有無 �*�.��

関目工事の有無 儻9wb�

通信設備の環境設定 (wifi環境等) 儻9wb�

適層溜金 佇隗ｩ.逢｣�ﾃ#��冷��Y¥｢��

ACCORD CLUB鬱



醍諒闇囲国語認画餅同感知機器: 17101 1

超音波離床検知システム(care憂)
ハカルプラス

つ棺がるモデルタイプTAIS:01398_000013

親機と子機が有線(コンセント聞通信)と無線の両方でつながっているので

通信が通りにくい施設でも安定して通知が届きます

霞i∝-つつ二∽ " ~ i ～ ~ i ~ ~~ ~ ~ ~ i i ~ i i ~ ~ ~ ii i i i ~ii i~■ii､i:iii:ii､iiii=ii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=i`二i"~m"~~"~=ii=ii､iii=iii=ii=i`"≡"=ii~i"ニ

ハイブリッド通信とは!

一般の電気コンセントを利用して

通信を行います(有線通信)

○嵩蒜諸詣
※孟認諾離合鵬る

ケーブルを使わず.電波を使って

通信を行います(無線通信)

○認諾謹近いほど

※麗諾噸い

m~~一一一一～-＼

コンセント同通信と無線の

両方の信号を出して通信してい

るので.通信が通りにくい施設

でも安定して通知が届きます!

"　　←

二権道､

註.十､-　幸や

コンセント同通信タイプmS‥01398-000002

親機と子機を有線(コンセント問通信)でつなげる

在宅介護や小規模施設向けのタイプ

エリア&動きで膿床をキャッチ!

●スタッフ問連携機能搭載!!
スタッフ問で魅床への
対応を共有できます｡
対応ボタンを押すと.他のペンダン
トの膿床侶報が消去され,居室での
スタッフの鉢合わせを防止すること
ができます｡

離床情誼を昔&振動でお知らせ1

ペンダント　麗麗
･無線で情舘を遠醐
･専用ACアダプターで充電
･ストラップホール付き

(諾否訂｢

籠醗観醸稀議琵議霧饗宴

①魅床最援　一人1 00伴までの離床拷問を記録｡

⑨6度分宿1時間毎の離床情穀をパーセント表示｡

③驚〃時間　措定時間のみの検知拘能｡ (夜間のみ.etC･･･)

④一時億止時間　一時停止の解除忘れ防止橿能｡

練音訓こ. 1 2種類のメロディ

親機:剛72×奥制1 1 ×高さ97 (mm)　親機:425g ABS眉指憩燃性VO

孟撥羅漢謹X5寵)'mm'諾意親_‥1 SO富
ペンタン笠競う1h9,0Lmamt･　ペンダント:60g

帰陣四四四四閣閤

8iOO0円

霧議題馨鷺麗髪整髪覆詔

800円

聖聖堂襲商議恐察垂垂垂

1 i600円
※税込

t

H運動

SS臆SSSSS噸

検知した離床情報を親機iこ送働

超音波センサー　麗子援　　　護露題
･非接触鋲ので耐久性抜執　　　　　　　･超音波センサーで検知し醐
･捜定なしの簡単設置　　　　　　　　(居室韓､個人番号)をコンセント間

通信で親機に送信

●スタッフ問連携機能搭載珪
スタッフ間で膿床への
対応を共有できます｡
対応ボタンを押すと.他のペンダン
トの離床情報か消去され､居室での
スタッフの鉢合わせを防止すること
ができます｡

-躍灘崖縁鰭賓護溺牽謙翰議懲

織害波センサーの榛知を.遠晴操作で
一時l即雪原止することができます｡

穀魚鱗通信か不安定積頃合.飛越運眉の中継機を

別途ご導入いk:磨く繍合がございます｡

謀議謀議許で艶;莞諾器蓄電　L藷､
i簡単設遭.簡単増設､簡単移動がi

l可能です｡一一___-__-_______～｣●設置時､通信確認は必ず実施してください｡

●コンセント同通信は同一電灯トランス内で通信可能です｡電灯トランスが違う塙合は通信できませんので.御了承下さい｡

センサーの取付金具を変えれ

ば､いろいろなところへ設置でき

ます｡取付金具は､市販のデジカ

メ用の三脚も使用できます｡

親機:剛72×奥行1 1 1×高さ97(mm)　　　親機:470g　子機:255g AB油脂難燃性VO

子機幅70×奥行48×高さ1 1 ら(mm)　　　　超音波センサー:1 30g

超音波センサ一個125×奥行82×高さ37(mm)ペンダント120g
ペンダント:鳴55×奥行90×高さ22 (mm)

髪ACCORD CLUB

胸腔班の朝出曜閤

8iOO0円

曝露
800円

｢調"二.茎　雪雲

l i600円
類税込



人感センサー付緋個感知器pwo2-1 1MS-AC
プラツツ/ TAIS:00631-00031 2

一人で一名を見守るタイプ
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受信機:幅58×奥行1 7×高さ1 1 6(mm)樹描ケース部噛90×奥行1 40×高さ30(mm)

マット部:掴71 0×奥行1 00×高さ1 0(mm)人感センサー:婦40×奥行39×高さ43(mm)

●無籍到達達雄/見通し1 com

緋個お知らせ閲見ちゃん
竹中エンジニアリング

ご利用者様の負担が軽減
マットレスの下に敷くので

ご利用者様は見守られていることに

∴∴∴ 亢8,8*ｸ-ﾂ�
∴一センサーマット ��

田幽四囲躍動四曜容函

67000円

麗露萎露葦璽麗露霧

600円

語藍菩認諾麗稽藷=

1 7200円

ドアや窓から出られる緋個をお知らせします

送信機

HcT-115
国

トイレの入口に取付け､使用されることをいち早く

介助者に伝え､転倒防止に!

画重囲

鮒 (.一一､､ 劔�� 唐� ��

メ.._国 ∵ 

忠/- 
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曇蒙/~一一一一饗馨躍懸 劔����

65gも句電波到遠距離, 65'

約100m
ヽ､ ""二｢…､

営スタッフステーション

【運用】
●出入口のドアやベランダの窓欄けられると､小電力電

波を送信し. 1 00m以内の受信削こお知らせします｡

【ド7･窺センサー送信機】
(簡単割り
●スライドドアや開音扉などに語草は取付けできます｡

ネジや両面テープなどの付属品を同掴しています｡

(大切スイッチ付き)
●スタッフやご家族は.スイッチ切にして扉を開けるこ

とで電波送膚されません｡

国論】
●専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8

年)

(配際工事不要)
●送信機から.受信龍までの電波到達踵膿は見通し約

1 00mです｡ご家族や既設ナースコールがない場所に

も箇章に穀霞できます｡

●禿らかじめ電波登録し､すぐにご使用いただけます｡

●卓上受信膳セットTAiS:00021 -0001 1 9

帰陣四囲園田糊閤

5iOOOR

曲目　　茎･き鮭三°"

1 7000円

●送信機HCT-1 1 5 TAiS:00021-0001 1 8

樹函四四四四輯函

27000円 講i圏=4=読書

･･,扉に取り付け

彿綱検知用途に!
施設や個人宅のベランダ窓に取り付け､

転落防止用途は

+:i 一㌧∴∴ i-∴∴∴∴ � ��･∴∴ ������∴∴ ��i�ﾒﾆﾆﾂﾘ���
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