
ヘルステックサービス

WiFi アクセスポイント※ スマートフォン

ルーター※

WiFiアクセスポイント※

システム構成概要

MelCare見まもりサポート

MelCareセンサー

人感センサー

ベッドセンサー

ドアセンサー/窓センサー

MelCareクラウド
データ解析

スタッフルーム居　室

施設内

MelCareパンフレット（A4_6ページ_表面）　12月26日 現在

サイネージ用PC（全体確認表示用）

AI

見まもり
「転 倒」

見まもり
「生活リズム」

ヘルステックサービス

三菱電機の安心見まもりサポート

見えるケアは、「MelCare」で。

「すこやか空気」
見まもり

※通信環境を構成するための機器は、本システム製品の内容には含まれません。設置の際は追加費用が発生致します。

お問い合わせ先

ビジネスイノベーション本部
三菱電機株式会社

推奨使用範囲

使用可能範囲

推奨設置場所

＊本システムや機器は医療機器ではありません。
＊本システムや機器は、見まもりを支援するものです。危険防止を保証するものではありません。
＊当社は本システム、機器、サービスに起因する被介護者または介護者の損害について責任を負いません。
＊本仕様は断りなく変更する場合がありますので予めご了承ください。

心拍数・呼吸数
睡眠状態

ドア/窓の開閉
離床
トイレ入室

温度15℃～32℃  湿度30％～80％（結露なきこと）

温度0℃～40℃  湿度20％～85％（結露なきこと）

部屋全体が俯瞰できる位置

転倒
居室の温度/湿度/CO₂/気圧/照度
熱中症危険度

ベッドセンサー名　　　　称

W140×H180×D63mm

ドアセンサー/窓センサー人感センサーMelCareセンサー

約W800×D20mm外 形 寸 法

約0.9kg 質　　　　量

100VAC電 源 仕 様

5V、4A定格電気容量

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac通 信 機 能

25W消 費 電 力

設
置
環
境

主な検知内容

約W50×D10mm約W30×D30mm

AI

「転 倒」
見まもり

「すこやか空気」
見まもり

「生活リズム」
見まもり

毎日ちゃんと
睡眠がとれて
いるのかな？

なにか異常は
起きてないかな？

お部屋の換気、
できているかな？

お部屋の中で
転んでないかな？

こまめに訪室するのは
ちょっと大変…

介護・高齢者施設スタッフのみなさん、
こんな心配ごとありませんか？

そこで、「MelCare」は、
3つの安心見まもりサポートをご用意。

AIを使ったセンサー技術で、

ご入居者の様子を常に見まもり。

変化をいち早くスタッフへお知らせします。

気温が高いけど
室温は
大丈夫かな？

審査委員セレクション『私の選んだ一品』 にも選出。

『介護施設向け高齢者見守りサービス』として
MelCareがグッドデザイン賞2022を受賞

審査委員コメント

「２年前から家族が介護施設に入居しており、介護業界の課題が「自分の事」となりました。介護
業界の課題に対するデザイン的な解決の提案はありますが、転倒センサーとスマホとの連携、
入居者の現況が直感的に把握しやすい施設マップのUI等、介護の現場で本当に求められている
ものにフォーカスしていると感じました。今後への期待を込めて、「私の一品」とさせて頂きます。」

〒100-8310  東京都千代田区丸の内二丁目7番3号　（東京ビル）

2023年1月作成X-XAB-2-CA772-C　本2301〈IP〉

E-mail : big.MelCare@nd.MitsubishiElectric.co.jp
より詳しい内容は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/business-innovation/melcare/mimamori



3つの見まもりサポートで、負担を軽く、効率よく。 スタッフ・ご入居者・ご家族へ、さらなる安心ケアを。

睡眠深度や離床回数を記録
ご入居者の様子を離れていてもスマートフォンを使って
把握でき、業務効率がアップします。

ご様子 確認

「生活リズム」
見まもり

睡眠リズム

離床検知

トイレ回数

居室 在 / 不在

お部屋の環境が遠隔で確認できます。
熱中症の予防対策になるほか、CO₂濃度も検知し換気を促します。

温度 / 湿度

CO₂濃度

熱中症危険度

換気お知らせ

「すこやか空気」
見まもり

異常検知

転倒検知

安心声かけ

転倒録画

転倒状況の確認

転倒をすばやくお知らせ
転倒を検知し、アラートを発信します。転倒後、迅速に
対応することが可能となるほか、転倒状況の確認もできます。「転 倒」

見まもり

転倒アラート

複数センサーを統合し、
三菱電機のAI技術“Maisart”で分析

当社の統合IoT「ClariSense」の考え方に基づき、
将来的に様々なサービスメニューとの連携が可能に

尾林  和子
Obayashi Kazuko

「MelCare」の信頼を支える三菱電機のIoT技術

MelCareパンフレット（A4_6ページ_中面）

室内の温度や湿度、換気タイミングをお知らせ

早く気づけて
良かった。

窓開け換気に
うかがおうかな。

いつも通り
お元気なようね。

「MelCare」で、
みんな安心見まもりケア。
お部屋の中で何か起きていないか・・・。

介護・高齢者施設のお仕事には、心配がつきもの。 

そこで、三菱電機は安心見まもりサポートサービス「MelCare」を始めました。

“離れていても”ご入居者の様子がわかるので、

お部屋を訪問する負担を減らし、より質の高いケアを提供することが可能に。

施設、ご入居者、ご家族の安心の輪を広げます。

メ 　 ル 　 ケ 　 ア

MelCare
クラウド

ドアセンサー/
窓センサー

ベッド
センサー

人感センサー

AI
MelCare
センサー    

サイネージ スマートフォン

「温もりのあるケア」実現が期待できますね。
離れたところから、必要な時に、必要なケアができる見まもり
システムは、入居者の安全の確保に役立ちます。また、
ケアを実践する人をはじめとしたすべての方々の安心にも
つながり、「温もりのあるケア」実現に期待が持てます。

日本福祉大学 福祉経営学部 
医療・福祉マネジメント学科
教授
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