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品質と信頼のテクノスジャパン

製品ラインアップ

製品ラインアップ
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離れていても、服薬状況がわかる
服薬タイミングを知らせて飲み忘れ防止

くすりコール・ライト

服薬するタイミングを LED とアラーム音でお知らせ、家族には服薬状況をお知らせ（オプション）
高齢者の服薬支援には様々な対策製品がありますが、簡易な薬ケースでは習慣づけが難しく、複雑な服薬ロボッ
トでは運用が困難です。そこで、高齢者が気軽に使えて、ご家族や支援者の手助けになる製品として「くすりコー
ル・ライト」を開発しました。確認が難しい「高齢者の服薬」において、高齢者へはアラームによる『飲み忘れ
防止』、ご家族や薬剤師・介護者へは『服
薬状況の共有』によって、高齢者の服
薬支援と見守りを実現する製品です。

特長

・ 遠くからでもわかる大型 LED ランプとメロディ音
・ 壁にかけて使える薬カレンダー型
・ 中身が一目で分かる大容量のくすりポケット

対象

・ 服薬ができる在宅高齢者

設置

・専用フックで壁に吊り下げ

くすりコール・ライト

型式：KCL-1
価格：￥32,000（税込￥35,200）
TAIS コード：00318-000182
JAN コード：4570074770018

サイズ：380 × 620 × 25 ｍｍ
電 源：AC100V（AC アダプタ付）または、単 3 アルカリ電池 6 本
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くすりコール・ライト

▼

動画で
ご紹介

「くすりコール・ライト」
服薬みまもりアプリの内容
くすりコール・ライトと組み合わせてご利用いただく、服薬みまもりアプリです。
服薬みまもりサービス（月額 330 円）にご加入いただくと、アプリを使って下記の機能をご利用いただけます。

その他製品

くすりコール

型式：TKC-1

服薬するタイミングを LED と音声でお知らせ

価格：￥68,000（税込￥74,800）
TAIS コード：00318-000039

＊メール通知機能等の外部通信はありません。
音声報知には録音が必要です。
例：「●●さん！朝のくすりを飲む時間です！」

サイズ：285 × 215 × 85mm
電 源：AC100V
（AC アダプタ付）

くすりコール・ライト

4

GPS 機能で、高齢者も家族も安心してお出かけ
外出後の見守り対応製品
介護保険レンタル対象品

お散歩コール

お散歩タグ

見守ガイド

外出後に位置情報をメールでお知らせ（オプション）
外出に支障のない高齢者でも、突然普段と違う行動をする「まだら認知症」を起こすことがあります。
そのような高齢者が「帰宅するはずの時間を過ぎた時や、道に迷って遠くまで行ってしまった時」などに、
GPS 機能を使ってご家族や介護者に位置情報をメールで知らせる製品が「お散歩コール」です。
杖やシルバーカーに取り付けられるため、普段と変わらない日常生活を送りながら見守りができます。

特長

・ 愛用する杖やシルバーカーに取り付けて使用できます。
・ 一回の充電で、約 1 ヵ月の長期間使用が可能です。

対象

・ 普段外出することがある方

設置

・ お散歩タグは杖などにワンタッチでかんたん取付

※オプションサービス不使用時

・ 見守ガイドは屋内に置くだけ

お散歩コール

型式：OGP-1

セット価格：￥128,000（税込￥140,800）
TAIS コード：00318-000179

お散歩タグ
型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm
（バンド部除く）
TAIS コード：00318-000180
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お散歩コール

見守ガイド
型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
TAIS コード：00318-000181

▼

動画で
ご紹介

「お散歩コール」
オプションサービス（お散歩アプリ）の内容
オプションサービス（月額 330 円）にご加入いただくと、下記の機能をご利用いただけます。

お散歩コール
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離れていても、メール通知で安心
一般在宅で使える徘徊感知機器
介護保険レンタル対象品

家族コールワイド

徘徊行動をメールでお知らせ
一般在宅の高齢者の徘徊行動を、
離れた所にいるご家族や介護者に知らせる製品として「家族コールワイド」シリー
ズを開発しました。携帯電話にメールでお知らせするため、ご家族や介護者が「いつ・どこにいても」徘徊を知る
ことができます。

特長

・「センサー」
「コンソール」は家族コール３と共通！見守ルーターを追加するだけで使用できます。
・ 通信契約手続き等が不要です。
・ 無料のアプリでメールアドレスを登録するだけで、すぐに使用できます。

設置
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・ 高齢者の状況に合わせて、4 種類より選択できます。

家族コールワイド

概要・設定方法
を動画でご紹介

見守ルーター
型式：HPC-1
サイズ：135 × 76 × 35mm
TAIS コード：00318-000170

設定編

▼

概要編

コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

家族コールワイド・A

型式：HKW-1A

セット価格：￥128,000（税込￥140,800）

床に足を着くと知らせます。

TAIS コード：00318-000171

家族コールワイド・C

型式：HKW-1C

セット価格：￥128,000（税込￥140,800）

検出範囲に入ると知らせます。

TAIS コード：00318-000173

家族コールワイド・B

型式：HKW-1B

セット価格：￥132,000（税込￥145,200）

起き上がると知らせます。

家族コールワイド・D

TAIS コード：00318-000172

型式：HKW-1D

セット価格：￥102,000（税込￥112,200）

ドアを開けると知らせます。

TAIS コード：00318-000174

家族コールワイド
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騒がしい場所や広い建物でも使える

▼

設定・運用方法
を動画でご紹介

大音量・広範囲・携帯据え置き両用
介護保険レンタル対象品

家族コール 3・ポータブル
携 帯・据え置き
両用型

NEW

通達距離

約 100 m（見通し)

ポータブル受信器 K
型式：HRPTK-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
TAIS コード：00318-000183

10 エリア・10 グループ

ポータブル受信器 K

ダイヤル：

各 10 チャンネル
* マルチ受信設定可能

コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

ペアリング： 最大登録数 100 台

A タイプ

床に足を着くと知らせます。

家族コール 3A・ポータブル

NEW

型式：HKPT-3A
TAIS コード：00318-000184

セット価格：￥98,000（税込￥107,800）

B タイプ

起き上がると知らせます。

家族コール 3B・ポータブル

NEW

型式：HKPT-3B
TAIS コード：00318-000185

セット価格：￥102,000（税込￥112,200）

C タイプ

検出範囲に入ると知らせます。

家族コール 3C・ポータブル

NEW

型式：HKPT-3C
TAIS コード：00318-000186

セット価格：￥100,000（税込￥110,000）

D タイプ

ドアを開けると知らせます。

家族コール 3D・ポータブル

NEW

型式：HKPT-3D
TAIS コード：00318-000187

セット価格：￥76,000（税込￥83,600）
床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1 サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1 サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102
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家族コール 3・ポータブル

サ高住の詰め所や、居宅のリビングで集中管理

▼

設定・運用方法
を動画でご紹介

電波の通達距離があんしんの 100m
介護保険レンタル対象品

家族コール 3・メロディチャイム
据え置き型
受信器
メロディチャイム

ダイヤル：

通達距離

約 100 m（見通し)

メロディチャイム
型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
TAIS コード：00318-000162

10 エリア・10 グループ
各 10 チャンネル

コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

ペアリング： 最大登録数 10 台

A タイプ

床に足を着くと知らせます。

家族コール 3A・メロディチャイム
型式：HK-3A
TAIS コード：00318-000146

セット価格：￥88,000（税込￥96,800）

B タイプ

起き上がると知らせます。

家族コール 3B・メロディチャイム
型式：HK-3B
TAIS コード：00318-000147

セット価格：￥92,000（税込￥101,200）

C タイプ

検出範囲に入ると知らせます。

家族コール 3C・メロディチャイム
型式：HK-3C
TAIS コード：00318-000148

セット価格：￥90,000（税込￥99,000）

D タイプ

ドアを開けると知らせます。

家族コール 3D・メロディチャイム
型式：HK-3D
TAIS コード：00318-000149

セット価格：￥66,000（税込￥72,600）
床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1 サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159
超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1 サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

家族コール 3・メロディチャイム
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建物内のどこにいても知らせる

▼

設定・運用方法
を動画でご紹介

持ち運べる、高性能で高耐久な受信器！
介護保険レンタル対象品

携帯型
ダイヤル：

多機能受信器
スマート K

A タイプ

通達距離

家族コール 3・スマート

約 80 m（見通し)

多機能受信器スマート K
型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14mm
TAIS コード：00318-000163

10 エリア・10 グループ
各 10 チャンネル

コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

ペアリング： 最大登録数 10 台

家族コール 3A・スマート

床に足を着くと知らせます。

型式：HKSM-3A
TAIS コード：00318-000150

セット価格：￥80,000（税込￥88,000）
家族コール 3A・スマート（中継器付）
型式：HKSM-3A/RP TAIS コード：00318-000166
セット価格：￥114,000（税込￥125,400）

B タイプ

家族コール 3B・スマート

起き上がると知らせます。

型式：HKSM-3B
TAIS コード：00318-000151

セット価格：￥84,000（税込￥92,400）
家族コール 3B・スマート（中継器付）
型式：HKSM-3B/RP TAIS コード：00318-000167
セット価格：￥118,000（税込￥129,800）

C タイプ

家族コール 3C・スマート

検出範囲に入ると知らせます。

型式：HKSM-3C
TAIS コード：00318-000152

セット価格：￥82,000（税込￥90,200）
家族コール 3C・スマート（中継器付）
型式：HKSM-3C/RP TAIS コード：00318-000168
セット価格：￥116,000（税込￥127,600）

D タイプ

家族コール 3D・スマート

ドアを開けると知らせます。

型式：HKSM-3D
TAIS コード：00318-000153

セット価格：￥58,000（税込￥63,800）
家族コール 3D・スマート（中継器付）
型式：HKSM-3D/RP TAIS コード：00318-000169
セット価格：￥92,000（税込￥101,200）
床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1
サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159 超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1
サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

家族コールの電波を延長！

型式：HPHK-1

リピーター K（中継器） TAIS コード：00318-000165
電波の通達距離を約 80 ～ 100 ｍ（見通し）延長します。
電波の届きにくい建物での運用時に有効 です。
サイズ：
65 × 130 × 25mm
（アンテナ除く）
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家族コール 3・スマート、リピーター K

価格：￥34,000（税込￥37,400）
介護保険レンタル対象品

リピーター K（中継器）は「家族コール３・
スマート」とのセットで TAIS コード・貸与マ
ークがあります。
＊「家族コール 3・ポータブル」
「家族コール３・メロディチャイム」
「家族コール３・シンプル」とも併用できます。
（セットの TAIS コードはありません。
）

個人宅での利用に
“ 誰でも使える ” 極めて “ シンプル ” な受信器！
介護保険レンタル対象品

携帯型
簡易型受信器
シンプル K

ダイヤル：

通達距離

家族コール 3・シンプル
簡易型受信器シンプル K
型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5mm
TAIS コード：00318-000164

約 80 m（見通し)

３ チャンネル

コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
TAIS コード：00318-000161

ペアリング： 最大登録数 3 台

A タイプ

床に足を着くと知らせます。

家族コール 3A・シンプル
型式：HKSP-3A
TAIS コード：00318-000154
セット価格：￥76,000（税込￥83,600）

B タイプ

起き上がると知らせます。

家族コール 3B・シンプル
型式：HKSP-3B
TAIS コード：00318-000155
セット価格：￥80,000（税込￥88,000）

C タイプ

検出範囲に入ると知らせます。

家族コール 3C・シンプル
型式：HKSP-3C
TAIS コード：00318-000156
セット価格：￥78,000（税込￥85,800）

D タイプ

ドアを開けると知らせます。

家族コール 3D・シンプル
型式：HKSP-3D
TAIS コード：00318-000157
セット価格：￥54,000（税込￥59,400）

床センサーK 型式：MSK-1 サイズ：1000×500×3mm TAISコード：00318-000158、ベッドセンサーK 型式：BSDK-1
サイズ：800×250×6mm TAISコード：00318-000159 超音波・赤外線センサーK 型式：UISK-1
サイズ：110×70×35mm TAISコード：00318-000160、ドアスイッチK 型式：DRS1-K サイズ：50×12(10)×12mm TAISコード：00318-000102

リピーターＫをコンセント不要で使えます。

電源ノン

型式：DGNK-1

床に足を着くと知らせます！
介護保険レンタル対象品

徘徊ノン

型式：HNK-1

セット価格：￥88,000（税込￥96,800）

価格：￥120,000（税込￥132,000）
リピーターＫ専用の外付けバッテリーです。
コンセントのない環境でもリピーターＫが
設置・運用できます。

TAIS コード：00318-000178

据え置き型
ダイヤル：

通達距離

約100 m（見通し)

10 エリア・10 グループ
各 10 チャンネル

ペアリング： 最大登録数 10 台

サイズ：
200 × 124 × 45mm

家族コール 3・シンプル、徘徊ノン、電源ノン
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在宅総合カタログ 2022・23
■ お散歩タグ
型式：TAG-OGP
サイズ：35 × 70 × 25mm
（バンド部除く）
重量：約 60g
材質：ABS 樹脂
色：ブラック
電源：内蔵リチウム電池
充電：ワイヤレス充電器（付属）
受信周波数：429MHz 帯の 1 波
■ 見守ガイド
型式：HTR-1
サイズ：115 × 69 × 28mm
重量：約 130g
材質：ABS 樹脂
色：オフホワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
周波数：429MHz 帯の 1 波
報知方法：電子音
登録方法：ペアリング方式
登録可能数：1
報知時間：連続・10 秒・OFF、設定可能
■ くすりコール・ライト
型式：KCL-1
サイズ：380 × 620 × 25 ｍｍ
重量：約 500 ｇ
材質：ABS 樹脂、PVC
色：オフホワイト、ワインレッド
電源：AC100V（AC アダプタ付）または
単三電池 6 個
薬収納：１日４回、７日分を収納可能
報知方法：2 種類［LED 及び / または 4
種類の固定されたメロディ音（音量：
固定）
］
■ くすりコール
型式：TKC-1
サイズ：285 × 215 × 85 ｍｍ
（突起部除く）
重量：約 1530 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
時計：現在時刻表示及び報知時刻表示
薬収納：１日４回、７日分を収納可能
報知チャンネル
（チャンネルに予め録音した音声で設定
時刻に報知）
くすりモード ４チャンネル
（０－１～０－４）
生活モード ２０チャンネル
（１－１～４－５）
報知音量：大―中―小、三段階で選択可能
音声録音時間：
各チャンネル約 10 秒（録音、消去自由）
報知回数：１回―連続、選択可能（連
続では次の報知まで５分毎に報知）
服用する薬の報知：
服用対象の「薬ケース」が点滅する
薬容器：専用薬ケース（フタ付）
材質：ポリプロピレン
飲み忘れアラーム（無線送信器内蔵）
周波数：314MHz 帯の１波
送信出力：微弱電波
通達距離：約 10 ｍ
■ 床センサー K
型式：MSK-1
サイズ：1000 × 500 × 3 ｍｍ
ケーブル長：約 2.4 ｍ
重量：約 1500 ｇ
材質：PVC
色：アイボリー
■ ベッドセンサー K
型式：BSDK-1
サイズ：800 × 250 × 6 ｍｍ
（変換器部は 8 ｍｍ）
ケーブル長：約 2.4 ｍ
重量：約 600 ｇ
材質：PVC
色：アイボリー
センサーアダプタ内蔵（ベッドセンサー内
蔵アダプタ参照）
■ ベッドセンサー内蔵アダプタ
型式：HID1
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仕様一覧

サイズ：60 × 44 × 10 ｍｍ
重量：約 15 ｇ
電源：3V ボタン電池 1 個
動作遅延設定：0.5・1.5・3 秒 信号変
換回路内蔵
■ 超音波・赤外線センサー K
型式：UISK-1
サイズ：110 × 70 × 35 ｍｍ
重量：約 150 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個また
は AC100V（AC アダプタ付）
電池寿命：約 3 か月（電池使用時）
センサー：超音波センサー及び赤外線
センサー
検知範囲：最大 1.8 ｍ（設置環境により
異なります）
検知距離設定：0.5・1・1.5 ｍ、選択可能
検知時間設定：0.5・1・2 秒、選択可能
方向確認：約 30 秒間赤色 LED 点滅（テ
ストボタン on 時）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 ｍ
取付：自在クランプでパイプ・板などに、
マグタッチで金属面に取付可能、もしく
はオプション固定スタンドで床に設置
■ ドアスイッチ K
型式：DRS1-K
サイズ：① 50 × 12 × 12 ｍｍ（センサー部）
② 50 × 10 × 12 ｍｍ
ケーブル長：約 30cm
重量：約 32 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
■ コンソール
型式：HTHK-1
サイズ：100 × 62 × 25 ｍｍ
重量：約 150 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個また
は AC100V（AC アダプタ付）
電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年（電池使用時）
入力（RCA 端子）：1
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 ｍ
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動
復旧）
■ ポータブル受信器 K
型式：HRPTK-1
サイズ：68 × 115 × 19 ｍｍ
重量：約 120 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：白
電源：内蔵リチウムイオン電池または
AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
ペアリング時 100、マルチ受信時 100
チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：5 段
階・無音 設定可能）・バイブレータ―
（on-off）・液晶表示］
マルチ受信時 100 チャンネル設定可能
■ メロディチャイム
型式：HRHK-1
サイズ：85 × 170 × 35 ｍｍ
重量：約 290 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー

仕様一覧

電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：2 種類［10 種類のメロディ・
電子音または音声（音量：大・中・小、
選択可能）・LED］
音声は最大 10 秒間録音可能（録音・消
去自由）
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付
■ 多機能受信器スマート K
型式：HRSMK-1
サイズ：53 × 86 × 14 ｍｍ
重量：約 65 ｇ
材質：本体＝ ABS 樹脂
保護カバー＝シリコン
色：本体＝白 保護カバー＝青
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器（付属）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：5 段階・
無音 設定可能）・バイブレータ―（onoff）・液晶表示］
■ 簡易型受信器シンプル K
型式：HRSPK-1
サイズ：49 × 94 × 15.5 ｍｍ
重量：約 65 ｇ
材質：本体＝ ABS 樹脂 保護カバー＝
シリコン
色：本体＝白 保護カバーはグレー・
ピンク・ブルーのいずれか
電源：内蔵リチウムイオン電池
充電方法：ワイヤレス充電器（付属）
チャンネル：3 チャンネル設定可能
報知方法：3 種類［電子音（音量：3 段
階・無音 設定可能）・バイブレータ―
（on-off）・LED］
■ リピーター K（中継器）
型式：HPHK-1
サイズ：65 × 130 × 25 ｍｍ
（アンテナ除く）
重量：約 170 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：80 ～ 100 ｍ
アンテナ：ロッドアンテナ
■ 見守ルーター
型式：HPC-1
サイズ：135 × 76 × 35 ｍｍ
重量：約 270 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：オフワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
センサー登録数：最大 5 台
受信周波数：429MHz 帯の 1 波
■ 固定スタンド・ミニ
型式：TJST-2
サイズ：50 × 110 × 110 ｍｍ
重量：約 50 ｇ
材質：PBT
色：オフホワイト
■ 床センサー KS
型式：MSK-1S
サイズ：800 × 500 × 3 ｍｍ
ケーブル長：約 2.4 ｍ
重量：約 1500 ｇ
材質：PVC
色：アイボリー
■ ハイパー送信器
型式：HTH-1

サイズ：100 × 62 × 25mm
重量：約 150 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個また
は AC100V（AC アダプタ付）
送信器電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年（電池使用時）
入力端子：1
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動
復旧）
■ ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
重量：約 290 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：
10 エリア・10 グループ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：2 種類［10 種類のメロディ・
電子音または音声（音量：大・中・小、
選択可能）・LED］
音声は最大 10 秒間録音可能（録音・消
去自由）
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付
■ 自在クランプ
型式：TJCP-1
重量：約 50g
材質：PBT
色：グレー
取付：締付ツマミで取付対象に固定
角度調節：仰角 150 度・左右 360 度
取付対象
パイプ : 直径 30 ～ 40mm まで可能
板 : 厚み 20 ～ 60mm まで可能
■ マグタッチ
型式：TJMT-1
サイズ：35 × 40 × 40㎜
重量：約 40g
材質：PBT
色：グレー
■ 赤外線センサー固定スタンド
型式：TJST-1
サイズ：60 × 175 × 175㎜
重量：約 70g
材質：PBT
色：グレー
■ 電源ノン
型式：DGNK-1
サイズ：200 × 124 × 45mm
重量：約 900g
材質：ABS 樹脂
電源：リチウムイオン電池
（20,000mAh × 2 個）
充電：充電用ケーブル、AC アダプタ付
取付：壁に貼付けた取付ベースで本体
を固定
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製品名

服薬支援機器
GPS 製品

セット
部材

家族コール

セット

型式

掲載頁

3,4

KCL-1

32,000

00318-000182

TKC-1

68,000

00318-000039

4

お散歩コール

OGP-1

128,000

00318-000179

5,6

お散歩タグ

TAG-OGP

98,000

00318-000180

5,6

見守ガイド

HTR-1

30,000

00318-000181

5,6

家族コール 3A・ポータブル

NEW

HKPT-3A

98,000

00318-000184

9

家族コール 3B・ポータブル

NEW

HKPT-3B

102,000

00318-000185

9

家族コール 3C・ポータブル

NEW

HKPT-3C

100,000

00318-000186

9

家族コール 3D・ポータブル

NEW

HKPT-3D

76,000

00318-000187

9

HK-3A

88,000

00318-000146

10

家族コール 3B・メロディチャイム

HK-3B

92,000

00318-000147

10

家族コール 3C・メロディチャイム

HK-3C

90,000

00318-000148

10

家族コール 3D・メロディチャイム

HK-3D

66,000

00318-000149

10

家族コール 3A・スマート

HKSM-3A

80,000

00318-000150

11

家族コール 3B・スマート

HKSM-3B

84,000

00318-000151

11

家族コール 3C・スマート

HKSM-3C

82,000

00318-000152

11

家族コール 3D・スマート

HKSM-3D

58,000

00318-000153

11

家族コール 3A・スマート（中継器付）

HKSM-3A/RP

114,000

00318-000166

11

家族コール 3B・スマート（中継器付）

HKSM-3B/RP

118,000

00318-000167

11

家族コール 3C・スマート（中継器付）

HKSM-3C/RP

116,000

00318-000168

11

家族コール 3D・スマート（中継器付）

HKSM-3D/RP

92,000

00318-000169

11

家族コール 3A・シンプル

HKSP-3A

76,000

00318-000154

12

家族コール 3B・シンプル

HKSP-3B

80,000

00318-000155

12

家族コール 3C・シンプル

HKSP-3C

78,000

00318-000156

12

家族コール 3D・シンプル

HKSP-3D

54,000

00318-000157

12

家族コールワイド・A

HKW-1A

128,000

00318-000171

7,8

家族コールワイド・B

HKW-1B

132,000

00318-000172

7,8

家族コールワイド・C

HKW-1C

128,000

00318-000173

7,8

家族コールワイド・D

HKW-1D

102,000

00318-000174

7,8

床センサー K

MSK-1

36,000

00318-000158

7,8,9,10,11,12

ベッドセンサー K

BSDK-1

40,000

00318-000159

7,8,9,10,11,12

超音波・赤外線センサー K

UISK-1

58,000

00318-000160

7,8,9,10,11,12

ドアスイッチ K

DRS1-K

10,000

00318-000102

7,8,9,10,11,12

コンソール

HTHK-1

22,000

00318-000161

7,8,9,10,11,12

HRPTK-1

44,000

00318-000183

9

HRHK-1

34,000

00318-000162

10

NEW

メロディチャイム
多機能受信器スマート K
簡易型受信器シンプル K

その他

TAIS コード

くすりコール・ライト

ポータブル受信器 K

徘徊ノン

価格（税別）

くすりコール

家族コール 3A・メロディチャイム

部材

価格一覧

＊

HRSMK-1

26,000

00318-000163

11

HRSPK-1

22,000

00318-000164

12

リピーター K（中継器）

HPHK-1

34,000

00318-000165

11

見守ルーター

HPC-1

70,000

00318-000170

7,8

セット

徘徊ノン・ハイパー

HNK-1

88,000

00318-000178

12

部材

床センサー KS

MSK-1S

36,000

12

ハイパー送信器

HTH-1

22,000

12

ハイパー受信器

HRH-1

34,000

12

2 分岐ハーネス

HCB-B2

3,600

-

3 分岐ハーネス

HCB-B3

4,000

-

押ボタンスイッチ (RCA)

TKNC-SWK2

電源ノン

DGNK-1

-

3,000
120,000

12

＊簡易型受信器シンプル K は、保護カバーをグレー（G）, ピンク（P）, ブルー（B）の 3 色から選べます。
カバーの色を指定する場合は、型式の末尾に G,P,B のいずれかを付け加えてご注文ください。
ご指定がない場合は、グレーを標準添付いたします。
（例）家族コール 3A・シンプルの保護カバーをピンクでお求めの場合 → 型式 HKSP-3AP とご注文ください。

価格一覧

14

