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□期 日 令和元年１１月１１日（月）１３時～１６時
□会 場 秋田ビューホテル ４階

介護ロボット展

１ 対 象 者 ・介護サービス事業者 ・ロボット開発・産業関係者

・中学・高校・大学・専門学校の教員及び学生、保護者

・介護・福祉行政担当者 ・一 般

※事前申込み不要。介護ロボットに興味のある方はどなたでも参加できます。

２ 時 間 １３時 ～ １６時（入場開始 12時 30分～ ）

３ 会 場 秋田ビューホテル ４階 飛翔の間

〒010-0001 秋田市中通 2-6-1

４ 入 場 料 無 料

５ 出展規模 県内・外の２４事業者（令和元年 10 月 8日現在）

※出展内容は、別紙「出展機器・出展者（予定）リスト」から御確認ください。

６ 展示製品 介護ロボット

７ プログラム（予定）

12:30～ 入場開始 介護ロボット見学・体験

13:00～ セレモニー

16:00 閉会

※来場者は、入場開始の 12時 30分から 16時 00分までの間、

介護ロボットを見て触れて体感することができます。

【お問い合わせ先】

秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険班 山田

電 話 ０１８－８６０－１３６３ E-mail Chouju@pref.akita.lg.jp

移乗介護、移動支援、排泄支援、入浴支援、見守り・コミュニケーション

支援、介護業務支援、ＩＣＴを活用した機器 等

＜実施予定内容＞

・秋田県介護サービス事業所認証評価制度 認証式

・介護ロボット導入事業者からの事例発表

・出展者からの製品紹介（プレゼンテーション） 等

主催：秋田県

2019 AKITA 介護ロボット展
同時開催！！「認証法人参加による介護のお仕事相談会」

開 催 概 要
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□期 日 令和元年１１月１１日（月）１３時～１６時
□会 場 秋田ビューホテル ４階

介護のお仕事相談会

１ 対 象 者 ・求職者

・中学・高校・大学・専門学校の教員及び学生とその保護者

・一般

※事前申込み不要。介護に興味・関心のある方、介護現場のお話を聞きたい方は

どなたでも参加できます。

２ 時 間 １３時 ～ １６時（受付 12時 30分～ ）

３ 会 場 秋田ビューホテル ４階 光琳の間

〒010-0001 秋田市中通 2-6-1

４ 入 場 料 無 料

５ 参加（予定）事業者（令和元年 10月 8日現在）

「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」の認証法人

（あいうえお順）

【お問い合わせ先】

秋田県健康福祉部長寿社会課 介護保険班 山田

電 話 ０１８－８６０－１３６３ E-mail Chouju@pref.akita.lg.jp

①社会福祉法人あけぼの会（大仙市）

②社会福祉法人いなかわ福祉会（湯沢市）

③医療法人運忠会（秋田市）

④社会福祉法人大館圏域ふくし会（大館市）

⑤社会福祉法人県南ふくし会（大仙市）

⑥医療法人三愛会

アルテンハウゼ手形住吉町（秋田市）

⑦社会福祉法人新秋会（秋田市）

⑧特定医療法人仁政会（潟上市）

⑨医療法人正観会（秋田市）

⑩医療法人正和会（潟上市）

⑪社会福祉法人正和会（潟上市）

⑫社会福祉法人大仙ふくし会（大仙市）

⑬株式会社虹の街（秋田市）

⑭社会福祉法人花輪ふくし会（鹿角市）

⑮社会福祉法人比内ふくし会（大館市）

⑯社会福祉法人平鹿悠真会（横手市）

⑰株式会社福わらい（横手市）

⑱社会福祉法人北杜（秋田市）

開 催 概 要

主催：秋田県

認証法人参加による介護のお仕事相談会

同時開催！！「 2019 AKITA 介護ロボット展 」
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【出展機器・出展者（予定）リスト】 令和元年10月8日現在

機器名称

メーカー名

ＨＡＬ 腰タイプ作業支援用

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社

リショーネＰｌｕｓ

パナソニックエイジフリー株式会社

移乗サポートロボット　Ｈｕｇ　Ｌ１

株式会社ＦＵＪＩ

ＡＴＯＵＮ　ＭＯＤＥＬ　Ｙ

株式会社ＡＴＯＵＮ

マッスルスーツ

株式会社イノフィス

自動排泄処理装置　マインレット爽

株式会社エヌウィック

自動ラップ式トイレ「ラップポン」

日本セイフティー株式会社

Ｗｅｌｌｓ　リフトキャリー

積水ホームテクノ株式会社

Ａ．Ｉ．Ｖｉｅｗｌｉｆｅ

エイアイビューライフ株式会社

Ｎｅｏｓ＋Ｃａｒｅ（ネオスケア）

ノーリツプレシジョン株式会社

ベッド見守り支援ソリューション

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

見守りセンサー　ａａｍｓ.介護

株式会社バイオシルバー

ＰＡＬＲＯ

富士ソフト株式会社

見守り介護ロボット　ケアロボ

株式会社テクノスジャパン

離床センサー・離床識別方式による検知システム

株式会社テクノデザイン

眠りスキャン

パラマウントベッド株式会社

離床・見守りセンサー

株式会社メディカルプロジェクト

ほのぼのＮＥＸＴ

エヌ・デーソフトウエア株式会社

NO 分類 出展者名 所在地

1 移乗 ＮＥＣフィールディング株式会社秋田支店 秋田市

2 パナソニックエイジフリーショップ秋田 秋田市

3 株式会社ＦＵＪＩ
愛知県
知立市

4 山形パナソニック株式会社 山形市

5 山二環境機材株式会社 秋田市

6 排泄 株式会社エヌウィック 仙台市

7 山二環境機材株式会社 秋田市

8 入浴 積水ホームテクノ株式会社盛岡営業所 盛岡市

9 見守り・
コミュニ

ケーション

エイアイビューライフ株式会社
東京都
千代田区

10 Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会社
東京都
調布市

11 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社秋田営業所 秋田市

12 株式会社かんきょう 秋田市

13 株式会社ジェー・シー・アイ秋田支店 秋田市

14 株式会社テクノスジャパン仙台営業所 仙台市

15 株式会社テクノデザイン 秋田市

16 パラマウントベッド株式会社仙台支店 仙台市

17 株式会社メディカルプロジェクト 静岡市

18 ＩＣＴ エヌ・デーソフトウエア株式会社
山形県
南陽市

2019　AKITA 介護ロボット展
令和元年11月11日（月）開催
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【出展機器・出展者（予定）リスト】 令和元年10月8日現在

機器名称

メーカー名
NO 分類 出展者名 所在地

2019　AKITA 介護ロボット展
令和元年11月11日（月）開催

介護事業者支援システム　HOPE LifeMark-WINCARE

富士通株式会社

福祉の森　見守りシステム

株式会社日立システムズ

ＴＡＮＯ　アルファシステムEdition

ラッキーソフト株式会社

歩行姿勢測定システム

ＮＥＣフィールディング株式会社

ほのぼの ＴＶ 通話システム

エヌ・デーソフトウエア株式会社

Ｖｏｉｃｅｆｕｎ（音声入力支援システム）

エヌ・デーソフトウエア株式会社

ほのぼのＴａｌｋ＋＋（デジタルインカム）

エヌ・デーソフトウエア株式会社

自立推進歩行器 Ｊ－Ｗａｌｋｅｒテクテック

株式会社ジェイテクト

歩行アシスト

本田技研工業株式会社

服薬支援ロボ

ケアボット株式会社

ＷＨＩＬＬ　Ｍｏｄｅｌ　ＣＫ

本田技研工業株式会社

自動寝返り支援ベッド

フランスベッド株式会社

ＷＩＦＩ インカム「クリアトークカム」

株式会社ティ－ビーアイ

19 ＩＣＴ 株式会社シグマソリューションズ 秋田市

20 株式会社日立システムズ東北支社 仙台市

21 その他 株式会社アルファシステム 秋田市

22 ＮＥＣフィールディング株式会社秋田支店 秋田市

23 エヌ・デーソフトウエア株式会社
山形県
南陽市

24 エヌ・デーソフトウエア株式会社
山形県
南陽市

25 エヌ・デーソフトウエア株式会社
山形県
南陽市

26 株式会社ジェイテクト
愛知県
刈谷市

27 株式会社虹の街　福祉用具センター虹の街 秋田市

28 株式会社虹の街　福祉用具センター虹の街 秋田市

29 株式会社虹の街　福祉用具センター虹の街 秋田市

30 フランスベッド株式会社病院仙台営業所 仙台市

31 丸木医科器械株式会社 仙台市
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