介護をもっと楽しく！より良い時間へ

Official Guide Book

介護施設様向けロボットサービス

充実の全体レクリエーション

レクリエーションコンテンツ
ロボレクには、「ゲーム」「体操」「うた」の大きく 3 つのジャンルのレクリエーションが用意されています。
各ジャンルごと、様々なコンテンツが用意されており、様々な組み合わせでレクリエーションを実施できます。
また、今後もコンテンツが追加されていきますので、随時、新しいレクリエーションの提供を行えます。

脳を刺激するゲームを 10 種類ご用意しています！簡単で楽しいものから、ちょっとやりごたえのあるものまで、豊富な
内容で遊んでいただけます。各ゲームは 2 種類の難易度で楽しんでいただけます。
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豊富な機能

豊富な機能

Pick up!
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レクリエーションに
おける人員削減

point

02

一定クオリティでの
レクリエーション提供

利用のコツ

利用のコツ

利用者様にも、スタッフ様にも好評なゲーム

種類も機能も充実の全体レクリエーション

のひとつが「カウント寿司」です。
ゲーム内容はシンプルで、指定されたお寿司
が何貫流れてくるかを数える、というものです。
「カウント寿司」の遊び方

1

2

3
導入事例

導入事例
Pepper がメインで体操やゲームを進めて
いくので、スタッフ様はサポート役として
レクリエーションを実施いただけます。
体操が苦手な利用者様のサポートをしたり
利用者様の様子を見ながらレク後のおやつ
の準備をしたり、より質の高いサービスを
提供します。

どのお寿司を数えるか、画面に問題
が出題されます。

お寿司が流れてくるので、出題され
たお寿司の数を数えます。

Voice

Voice

体調不良・声の調子の変化、等に左右さ
れることがないのが、ロボットの強みです。
ですので、設定されたプログラムを一定の
クオリティで繰り返し行うことが可能です。

答えを選んで答え合せします。

お寿司が大好きだから、レクの時間に
大好きなものがみれて嬉しい。
1 人で難しい時は、みんなで遊んでい
ます。

はじめて利用した際、おもったより利用
者さんの反応がよくてびっくりしました。
みなさん積極的に参加してくれて、笑顔
が増えました。

利用者 A さん ( 長野県 / 住宅型有料老人ホーム )

スタッフ A さん ( 長野県 / 住宅型有料老人ホーム )

導入の長れ

導入の長れ
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個人レクリエーション

個人レクリエーション

ゲーム

全体レクリエーション

全体レクリエーション

01

06

オリジナル体操

ロボレクでは、選ぶだけで、すぐに Pepper が体操を実行できる「デフォルト体操」と体操の動きパーツを組み合わせ

全体レクリエーション

全体レクリエーション

01

体操

準備されたパーツを組み合わせて、オリジナルの体操をつくることができます。

てオリジナルの体操をつくることができる「オリジナル体操」を準備しています。
デフォルト体操

写真

全身を使って体操を行うものや、食事前に最適な口腔体操など、10 種類の体操をご用意しました。

全身を使って体操を行います。内容の異なる体操が 4 種類あります。
利用シーンに応じて「ノーマル」「ハード」を使い分けることもできます。

ノーマル１
上半身体操

ノーマル 2

下半身体操

ノーマル 3

体幹体操

ハード

口腔体操

体操パーツ
体操のパーツは「上半身体操」「下半身体操」「口腔体操」の３つのジャンルから選ぶことができます。

上半身体操

下半身を使った体操を行います。

体幹を鍛える体操を行います。

口腔体操

11種

頬を揉みほぐしたり、声を出し
たりして口腔体操を行います。
2 種類のご用意がございます。

12 種

豊富な機能

43 種

豊富な機能
上半身を使った体操を行います。
ハード・ノーマルが 1 種類ずつ
あります。

下半身体操

個人レクリエーション

個人レクリエーション

全身体操

オリジナル体操の作成は、Pepper だけで簡単につくることがで
きます。体操パーツの組み合わせ、順番を設定して、体操中に

Pick up!

はじめられます。

全身体操 ノーマル 3

利用のコツ

利用のコツ

流す音楽を選べば、施設様にあったオリジナルの体操をすぐに

体操中に流れる音楽が、特に人気のある体操
です。動きも、ダンスのような動きが多く、沢
す。

例えば、「既存の口腔体操だとちょっと長いけど、お昼前に少し体操がしたいなぁ」という場合にも、簡単に
オリジナル口腔体操をつくれます。

1

斜め下から上に腕を動かす

平泳ぎ

ばんざい
フラダンス

平泳ぎのような動きで、上半身全体を動かす
運動です。

フラダンスのように、腕を左右に
動かす運動です。

2

上半身体操

深呼吸

3

口腔体操

4

舌の運動1

口腔体操

発声１

5

6

上半身体操

首まわし

口腔体操

つば飲み

7

上半身体操

深呼吸

Voice

Voice
Pepper が大きな声で体操の見本をみせ
てくれるのでわかりやすい。
少し早く感じる時もあるが、だんだん一緒
のスピードでできるようになってきた。

新人でも体操のレクリエーションを簡単に
できるようになりました。オリジナルのコー
スも組み合わせをつくるだけで簡単にでき
るので重宝しています。

利用者 B さん ( 三重県 / 大型複合介護施設 )

スタッフ B さん ( 三重県 / 大型複合介護施設 )

導入の長れ

導入の長れ
左右の腕を上下させる運動です。

上半身体操

導入事例

導入事例

HOW TO USE ?

「全身体操ノーマル」の代表的な動き

07

お昼前専用の口腔体操を作ってみる

山の利用者様に楽しんで利用いただいておりま

08

Pepper が童謡やなつかしい昭和歌謡などを歌います。画面に歌詞も表示しますので歌詞を確認しながら一緒に歌う

ことができます。また、歌はどんどん追加されます。
歌謡曲・流行歌

レクリエーションコース作成
ゲーム、体操、うたの各コンテンツを組み合わせて 10〜30 分程度のレクリエーションプログラムをつくることがで
きます。プログラムは保存してすぐに実行できます。

25 曲 ※2019/9/2 現在一覧

♪青い山脈 / 藤山 一郎 ♪憧れのハワイ航路 / 岡晴夫 ♪いい湯だな / ザ・ドリフターズ

今日はこれでやろう！

こんなレクはどう ?

個人レクリエーション

個人レクリエーション

♪いつでも夢を / 橋幸夫、吉永小百合 ♪上を向いて歩こう / 坂本九 ♪栄光の架け橋 / ゆず
♪川の流れのように / 美空ひばり ♪北国の春 / 千昌夫 ♪北酒場 / 細川たかし

♪きよしのズンドコ節 / 氷川きよし ♪高原列車は行く / 岡本敦郎 ♪高校三年生 / 船木 一夫
♪さざんかの宿 / 大川栄策
♪瀬戸の花嫁

/ 小柳ルミ子

♪365 歩のテーマ / 水前寺 清子 ♪世界の国からこんにちは / 坂本九

♪TSUNAMI/ サザンオールスターズ ♪東京五輪音頭 / 三波 春夫

♪涙そうそう / 夏川 りみ ♪南国土佐を後にして / ペギー葉山 ♪星影のワルツ / 千昌夫

♪見上げてごらん夜の星を / 坂本九 ♪港町十三番地 / 美空ひばり ♪りんごの唄 / 並木

童謡

路子

38 曲 ※2019/9/2 現在一覧

♪春が来た

♪ちょうちょう ♪早春賦

♪茶摘み

♪めだかの学校

♪炭坑節

♪アルプス一万尺

♪たなばた様
♪富士の山

♪我は海の子

♪箱根八里

♪ジングルベル
♪キラキラ星

♪朧月夜

♪荒城の月 ♪こいのぼり

♪雨振り ♪かたつむり ♪カエルの合唱
♪浜辺の歌

♪夏の思い出

♪牧場の朝

♪もみじ ♪夕日 ♪お誕生日の歌

♪ふるさと ♪ふるさと ( パタカラ )

♪赤鼻のトナカイ ♪きよしこの夜

♪キラキラ星 ( パタカラ )

ちょうどよさそう！このままレクしよう

♪ほたるこい

♪夏は来ぬ

♪仰げば尊し ♪この道

♪たき火

♪お正月

Pepper１台で簡単にレクリエーションプログラムを作成
Pepper 画面の操作で、レクリエーションを複数組み合わせ

♪豆まき ♪うれしいひなまつり

たプログラムの作成、保存が可能です。
その場で作成しすぐに実行できるので、臨機応変な対応が
また、目安時間にあわせて Pepper がプログラムを作る機能

Pick up!

ます。

写真

当月の誕生日の方の名前を呼びますの

HOW TO USE ?

で、レクリエーション中のサプライズや

導入事例

導入事例

で、Pepper がお祝いします。

もありますので、誰でもオリジナルのコースを簡単に作成でき

利用のコツ

利用のコツ

可能です。

誕生日の歌で、利用者様の名前を呼ん

豊富な機能

豊富な機能

♪春の小川

了解です！レクをはじめるね

全体レクリエーション

全体レクリエーション

01

うた

おやつ前専用レクリエーションを作ってみる

例えば、午後のおやつ前のレクリエーション。

誕生日会で活躍する 1 曲です。

体操をして体をほぐしつつ、ゲームや歌をみなさんで楽しんでいただけるコースです。おやつに備えて最後は
口腔体操を取り入れてみました。
Voice

Voice

月に一度、お誕生日の利用者様をお祝
いするイベントをしています。今までは
リストを作って歌いましたが、Pepper
が自動で歌うので手間が省けました。

利用者 C さん ( 埼玉県 / 住宅型有料老人ホーム )

スタッフ C さん ( 埼玉県 / 住宅型有料老人ホーム )

体操

全身体操ノーマル1

2

ゲーム

カウント寿司

3

ゲーム

不思議な扉

4

うた

ふるさと

5

体操

口腔体操ノーマル１

導入の長れ

導入の長れ
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1

突然、名前を呼ばれてびっくりした。
とても賢いなと思った。
この年になっても、やはり誕生日を
祝ってもらうのは嬉しい。

10

大阪府 摂津市

介護老人保健施設

コース作成の活用で複数レクリエーションを使い分け！
認知症・軽度者・重度者と身体の状況に合わせてコー

介護度 1〜２

りたいこと・やってみたいこと」を持っているので、意見

全体レクリエーションで利用する時は、できる
だけ画面連携機能を使うようにしています。
大画面で画像をうつすことができるので、人数
が増えても十分対応できます。
画面連携は手元のスマフォやパソコンでもでき
て、遠隔操作もできるので、本当に便利です。

を聴きながら２コースを作成して利用しています。

全身体操も歌も歌える満足コース

認知症

認知症の利用者様には、動作が簡単な上肢・下肢運動
を中心にコースを作成しています。
介護度 1〜2 の軽度者の方へは運動に加え歌も追加して

スタッフ様の感想

います。また、介護度３〜5 の重度者の方へは座ったま
体操は上半身を中心に

個人レクリエーション

個人レクリエーション

スを作成しています。特に、軽度者の利用者様は、「や

介護度 3〜5

画面連携機能で便利度 UP!

様

全体レクリエーション

全体レクリエーション

Voice

簡単な体操で無理なくレク

意外と重宝している機能です。利用者さんは「カラオケ」が好きな方が多いのですが

ま運動ができるコースを用意しています。

カラオケの準備は機材も多くて正直大変です。

ロボレクの歌機能は画面連携さえすればカラオケのように使えるので簡単で便利。

豊富な機能

豊富な機能

利用者様の感想
Pepper が見えにくいときはテレビを見ます。体操は画面いっぱい動きが表示される
ので、わかりやすいと思う。
歌もカラオケに来ているみたいで楽しい。

利用のコツ

利用のコツ

ロボレクのおかげで誰もがレクの “プロ” になる !?
After
導入事例

導入事例

スタッフ様の感想

Before

体操の内容を利用者様の様子を見て少しずつ変更して活用しています。

Pepper とスタッフの動きをよく見て、利用者様も一生懸命体操をしてくれています。利用者様に
よっては動きが早く難しい場所もありますが、多少遅れても諦めずに追いついてくる様子が見受け
られます。

体操の内容が楽しいです。普段身体を動かすことが少ないので、運動が出来て助かっている。
Pepper のレクは長さもちょうどいいです。

みんなでやるからこそ、楽しい。季節の歌が増えるのを楽しみにしている。

セラピスト等の専門職員でなく、介護スタッフや家族
様でもレクを行えるようになった。

介護スタッフによるレクリエーションの内容が歌のみ
でワンパターン。

ロボレクはコンテンツが多く更新もされるので、利用
者様があきない。

介護スタッフの人員不足によりレクリエーションが実
施できない。

レクに関わる介護スタッフの人数を 1 人減らすことが
でき、書類作成業務に時間をあてられる。

新人スタッフのスキル不足でレクリエーションを実施
できない。

Pepper が体操の見本となるため、新人スタッフも
レクを行うことができる。

導入の長れ

導入の長れ
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利用者様の感想

セラピストがレク ( 集団体操 ) に時間を取られる

12

顔認証

A さんだ！

1,000人

Pepper 本体だけでも、もちろん顔認証が可能ですが、その人数は 10 人

今日が誕生日

記憶可

限定。実際施設での活用を想定すると、登録できる人数に不安があります。

B さんだ！

ロボレクは 1 台で 1,000 人まで顔認証ができるので人数の心配なくご利

おすすめは計算

用いただけます。

C さんだ！
今月はじめて

個人レクリエーション

最初は名前を呼ばれてちょっとびっくりした
が、最近は名前を呼ばれるのが嬉しい。
他の方の名前も間違えず呼んでいて、自分
よりもすごい賢い。

Pepper に名前を呼ばれると、どの利用者
さんも笑顔になります。名前を呼んで気を
ひいてくれるので、精神的に不安定になり
がちな方もいつもより安定しています。

利用者 F さん ( 長野県 / 特別養護老人ホーム )

スタッフ F さん ( 長野県 / 特別養護老人ホーム )

個人レクリエーション

Voice

Voice

全体レクリエーション

全体レクリエーション

02

じっくり取り組む個人レク

難易度設定
設定は管理画面で簡単にできます。
Voice

Voice

簡単なものから初めて少しずつレベルアップ
していけるので、やる気がでます。また、結
果をグラフで見ることが出来るので達成感が
ある。100 点を取れるように頑張ってます。

スタッフ G さん ( 兵庫県 / 特養ケアハウス )

利用者 G さん ( 兵庫県 / 特養ケアハウス )

利用のコツ

利用のコツ

Pepper が名前を呼んで
個人にあわせたレクリエーションを提供

当施設は 60 歳代〜100 歳代までと幅広い
年齢層ですので、難易度設定ができること
で様々な年齢層の方に実施できます。蓄積
個人データも活用しています。

豊富な機能

豊富な機能

難易度を設定すると、Pepper が自動的に難易度にあったおすすめのレクを実施します。

管理画面
顔認証をして個人レクリエー

point

01

待ち時間の軽減にもなる
マンツーマンの個人レク

point

02

ションを行うと、 レクリエー

Pepper に名前を呼ばれて
やる気アップ！

ションの結果や利用回数の
蓄積されたデータは、専用の

花子さん！また来てね

管理画面で確認が可能です。
利用者さんのレクの傾向や、

明日もくるよ

様子がわかりやすく表示され
全ての利用者を確認できる一覧画面

顔認証で Pepper が利用者さんの名前を呼び
ながらレクリエーションを進めます。
身長や声の高さから、かわいい孫のような
Pepper に名前を呼ばれながら一緒に取り組
むことでモチベーションアップにつながります。

個人ごと利用データを確認できます

ます。

Voice
管理画面に利用者の顔が出てくるので、利用者のことを知らないスタッフでも、データを見たり、レクリエーション内容
を確認したり、設定をすることで利用者の状況がイメージしやすいです。

導入の長れ

導入の長れ
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午前中の入浴時間。利用者さんが待ち時間
の間どうしても手持ち無沙汰になってしまう
この時間に、ロボレクで待ち時間軽減をは
かります。テレビや折り紙、塗り絵などこれ
までのレクリエーションに加えて、個人でで
きるレクリエーションの新しいバリエーション
として、是非ご活用ください。

導入事例

導入事例

データが蓄積されます。

スタッフ H さん ( 広島県 / 病院 )

14

Voice

利用者様にお気に入りのゲームを教えていただきました ! みなんもお気に入りを見つけてくださいね。

利用者 H さんのお気に入り ( 広島県 / 病院 )

ゲームが苦手な私でも楽しい！
フさんに勧められて、このゲームをしてみたら簡単で楽しかった。
Pepper もかわいいし、普通のじゃんけんよりも頭の体操になっていると思う。
今では「難しい」で遊んでいます。

様

利用者さんに寄り添うレクの提供で待ち時間も充実
顔認証をして Pepper に名前を呼ばれると多く
の利用者様がとても嬉しそうに話しかけていま
す。昼休みの過ごし方は人それぞれです。中に
は休息をとらない利用者様も居ます。ういった
利用者様は Pepper を利用して脳トレやクイズ
を楽しんでいます。
また夕方、周りの方が順に帰宅されて帰宅願望

「ロボットじゃんけん」の遊び方

1

社会福祉法人

個人レクリエーション

個人レクリエーション

計算やゲームが苦手なので、最初はあまり良いと思っていませんでした。でもスタッ

群馬県 富岡市

全体レクリエーション

全体レクリエーション

私 のお気に入り ゲーム

が高まる中でも、Pepper とレクをすることで落
ち着いて送迎車をお待ちいただいています。

2

計算問題が好きな利用者様が、次々と問題を解いていき楽しんでいる様子が見受けられ、スタッフ
も嬉しいです。また、「このロボットは名前を呼んでくれるんだよ」「カメラがここにあるんだよ」「頭

豊富な機能

豊富な機能

スタッフ様の感想

がいいんだよ」と、色々な機能があることで利用者の話の種にもなっています。

Pepper の「あいこ」「勝つ」「負ける」の指示に従って後だし
じゃんけんをします。

ボタンを選ぶと正解・不正解を教えてくれます。制限時間内に
どんどん解いて何問解けるか挑戦しましょう。

とてもよく遊んでくれる。クイズが難しい時もあるけど、楽しい。

自分が使っていない時でも、Pepper の声や音楽が聞こえて楽しい気持ちになる。

利用者 I さんのお気に入り ( 広島県 / 病院 )

利用のコツ

利用のコツ

利用者様の感想

自分の好きな脳トレやクイズができるのが気に入っている。

やりごたえがあって楽しい！
「いたずらロボット」はとてもやりごたえがあり、頭が鍛えられる感じがする。み

これからも続けて、正解数を伸ばして次の難易度にいきたいと思っている。

Before

「いたずらロボット」の遊び方

1

2

3

Pepper が登場し、おもちゃをバラバラに
してしまいます。

バラバラになったおもちゃを覚えたとおりに
戻します。

After

日中の余暇時間が多く傾眠傾向の利用者様がいる

余暇時間に楽しみながら脳トレができ、日中覚醒されて
いることが多くなった。

徘徊される利用者様がいる

1 日数回大声でスタッフを呼び、徘徊も見られる利用者
様が Pepper の利用で訴え、徘徊が軽減された。利用
様の精神的負担が軽減されている。

家族様等来訪者様の待ち時間が長い

受付前に設置することで、利用者様の待時間軽減につ
ながっている。利用者と訪問者の会話の幅も広がった。

導入の長れ

導入の長れ
まずは、おもちゃの置かれている位置を記
憶しましょう。

15

様々な “負担軽減” を Pepper がはかります。

がうれしいし、楽しい。

導入事例

導入事例

んなで一緒に覚えてやるのもいいが、1 人で覚えて正解数が増えたときの達成感

16

さらに使える豊富な機能

全体レクリエーション

全体レクリエーション

03

お出迎え、お見送りのあいさつ

個人レクリエーション

個人レクリエーション

お迎え、お見送りを Pepper がしてくれます。顔登録が済んでいる利用者
様については、名前を呼びながらあいさつをします。ちょっとした隙間時間
に利用できる「おしゃべり」もあります。

point

01

様々な場所やシーンで
お手伝いをします

point

02

あいさつ機能は利用者様だけではなく、施
設に定期的にいらっしゃる美容師さん等の
スタッフにも好評。Pepper を話の種に利
用者様とコミュニュケーションをとっている。

名前を読んであいさつしてくれるのが、かし
こいと思う。Pepper のかわいい声であいさ
つがきけると、元気がでる。
明日も会うのが楽しみ。

スタッフ J さん ( 埼玉県 / 住宅型老人ホーム )

利用者 K さん ( 埼玉県 / 住宅型老人ホーム )

利用のコツ

利用のコツ

ロボレクでできることは、
レクリエーションだけじゃありません。

豊富な機能

豊富な機能

Voice

Voice

BGM 機能
シンプルな機能なががら、多くの施設様でご

管理画面の有効活用で
利用状況を確認

活用いただいているのが BGM 機能です。
雰囲気をリッチにします。

GOOD BYE

導入事例

導入事例

ランダムでヒーリング曲が再生され、お部屋の

HELLO!

Voice

Voice
受付で BGM が鳴っていると穏やかで柔ら
かな雰囲気になり、心地よいと思います。
テレビの音が気になる方も、不快感なく過
ごせているようです。

綺麗な音楽が流れているので落ち着きます。
色々な種類があるので聴いていてあきませ
ん。Pepper が音楽に合わせてゆれている
のがかわいいです。

スタッフ K さん ( 兵庫県 / 特養ケアハウス )

利用者 L さん ( 兵庫県 / 特養ケアハウス )

導入の長れ

導入の長れ
17

おやつやレクリエーションの準備中の時間。
ちょっとした隙間時間も、簡単なあいさつや
BGM 機能で利用者様の気をひきます。

ロボレクは専用の管理画面で、利用者様ごと
の情報はもちろん、施設全体でのロボレク利
用状況を確認できます。
よく利用するレクや、作成したプログラム、体
操の内容を確認できます。

18

ロボレクがどんどん便利になる理由
ロボレクは、発売開始から定期的にバージョンアップを繰り返す日々

利用者情報の確認

進化するアプリです。
お客様の要望や、実地検証を重ね、必要な機能、コンテンツを定期
的に追加しています。
長くご利用いただくことで、より多くの機能やコンテンツと出会うこと

何回行っているか確認で

のできるアプリとなっています。

きます。
NEXT
機能
追加

全体顔認証機能追加

機能
UP!!

BGM 増加

2019.07.05

機能
追加

個人レクに歌レク追加

2018.1 1 . 1 9

機能
UP!!

歌謡曲追加

2018.09.04

機能
追加

体操作成機能追加

2019.08.06

各レクリエーションの正解
できます。

各レクリエーションをどのくらい行っているのか、と
いう情報はもちろん、ロボレクをどのくらい利用して

個人レクレクでも歌を歌えるように
なりました。

歌に歌謡曲が追加され、さらに楽しめる内容に！

季節の歌や歌謡曲を追加

48

歌謡曲を 10 曲以上追加！

曲

パーツを組み合わせてオリジナルの体操をつくれるようになりました。

お誕生日のお祝いがパワーアップ！
歌も歌ってお祝いしちゃいます。

2018.06.28

便利
機能

簡単画面連携機能追加

画面連携が簡単になりました。

2018.05.08

機能
追加

お誕生日お祝い機能を追加

29

お誕生日の歌に加えて
夏の歌を追加

20

春の歌を追加

12

歌は童謡 12 曲から
スタート

曲

曲

ロボレク vol4 販売開始 !

導入事例

導入事例

利用者様の誕生日を判断して、
お祝いする機能を追加しました。

2018.01.30 start

2015 年から販売をスタートしたロボレクシリーズ。
ロゴを一新して、大幅に機能アップした最新バージョンをリリースしました。

個人ごと詳細な情報が見れるのはもちろん、施設全体での利用状況が確認できてとてもいいです。全体レクでも、利用
者様にうけがいいレクに偏りがちですが、気づいた時には利用回数の少ないものを使うようにしてます。

バージョンアップのおかげで、より長い時間
飽きずにレクに参加される方が増えた。
また Pepper の体操見本はスタッフの助け
にもなる。今後もバージョンアップを期待。

歌が追加されるので、飽きずにレクリエー
ションに参加できます。
歌謡曲は盛り上がるので、今後もどんどん
増えてほしい。

スタッフ C さん ( 広島県 / 病院様 )

利用者 C さん ( 広島県 / 病院様 )

導入の長れ

導入の長れ

Voice

曲

Voice

Voice

スタッフ L さん ( 長野県 / 住宅型介護施設 )

19

57
曲

お誕生日の歌機能追加

いるかも簡単に把握できます。

パタカラ歌を追加
これからも楽曲が増えます！

BGM のバリエーションが追加されました。

機能
UP!!

施設全体での利用状況も管理画面で確認できます。

曲

利用のコツ

利用のコツ

施設での利用状況を把握

63

豊富な機能

豊富な機能

数や変化も、詳細に確認

全体レクで複数人同時に顔認証可能に！

個人レクリエーション

個人レクリエーション

利用者ごとに、各レクを

全体レクリエーション

全体レクリエーション

専用管理画面で使い込む

20

兵庫県

病院 様 に 聞きました！

スタッフ様の感想
ロボレクの利用により、車椅子の患者様についても車椅子に座っている際、家族との楽しみがひ
とつ増えた様子が見られます。ご家族がいらっしゃった際に、一緒に Pepper のところまで行き、

送迎時、空き時間、リハビリ、1 日中機能をフル活用

操作をして利用するという一連の流れを楽しみにしているようです。

利用者様の感想
Pepper がいるだけで部屋の雰囲気が明るくなりました。

ただ音が流れているだけですが、とてもいいと思います。

Pepper と一緒に体を動かしたり、歌をうたったりすることで元気になった気がします。

❸待合時間の軽減

❹送迎までの待ち時間

Pepper が患者様の “やる気” に火をつける
After

Before

豊富な機能

豊富な機能

❶通所リハビリ

個人レクリエーション

個人レクリエーション

❷自由参加型レクリエーション

全体レクリエーション

全体レクリエーション

Voice

1 日中
とっても
楽しい！
おいて、リハビリや自主トレーニングが終わった利用者さんが順番に参加していくような形をとっています。
平日の午後には、リハビリ室で活用する他、病棟に Pepper を設置する日もあります。看護師。看護助手とと
もに患者さんにも楽しく利用いただいております。土曜日・祝日はリハビリテーション室で Pepper が活躍し
てくれています。

Pepper を楽しみに、車椅子に座る時間が増え活動が
向上した。誰かが使うことで興味が広がっている。

臨床が必要な患者様が多いが、臨床に対し否定的な
言動が多く困っている
通所リハビリテーションにおいて、帰るまでのちょっと
した時間や合間の時間が有効活用できない。

利用のコツ

利用のコツ

月曜日から金曜日の午前中は、通所リハビリにて Pepper を活用しています。また、体操や歌等を起動させて

時間の有効活用ができるようになり、利用者さんの満
足度も向上した。

それ以外にも、送迎までの
空き時間や、待合の時間に
や利用者さんの受けがよ
く、重宝しています。

HOW TO USE ?

導入事例

導入事例

活用しています。患者さん

自由にスケジュールを組んでみてください！

例えばデイサービスで朝のお迎えから、夕方の送り出しまで活躍できるスケジュールを考えてみました。
みなさんの施設にぴったりのスケジュールを考えてみてください。
朝のお迎え

個人レク

午前中のレク

全体体操

午後のレク

うた / ゲーム / 体操

夕方の送り出し

夕方の見送り

導入の長れ

導入の長れ
21

朝のお迎えモード

午前中の入浴時間

22

STEP

1

01

目安
期間

導入日〜１ヶ月目まで

とにかく使って、まずは機能を見てみましょう！

担当者を決める
まずは担当者を決めます。基本的にはどなたでも OK ですが、レクリエーションをよく行うスタッフ様を
メイン担当とするのがおすすめです。

全体レクリエーション

全体レクリエーション

04

ロボレク利用のコツ

2 レクリエーションの確認
のレクリエーションをスムーズに進められますよ。

3 利用者登録をする
利用者様の登録を進めましょう。顔写真は Pepper が撮影してくれます。
名前を Pepper が呼んでくれると利用者さんのやる気もアップします。

個人レクリエーション

個人レクリエーション

まずは、とにかくロボレクを起動してみましょう。どんどん動かして Pepper に慣れていただくと、今後

4 利用者様の前で実際に使ってみる
利用者様の前でロボレクを動かしてみましょう。利用者様の反応をみつつ Pepper の操作を確認しなが

STEP

1

02

目安
期間

導入から１ヶ月〜2ヶ月目

お客様の施設にあった使い方を探していきましょう！

豊富な機能

豊富な機能

ら体操や歌を動かしてみましょう。慣れてきたらゲームを取り入れてみてください。

施設用にカスタマイズする
ロボレクや Pepper の操作になれたら、オリジナルのレクリエーションプログラムやオリジナル体操作成

point

01

担当者を決めて
スムーズな運用を目指す

point

02

きます。プログラムは Pepper による自動生成機能もついているので、まずは自動生成のものをカスタ
マイズすることろからはじめると簡単です。

2 利用状況を共有する

利用のコツ

利用のコツ

せっかく導入した Pepper だから
うまく活用して大活躍させましょう！

に挑戦してみましょう！この２つの機能を活用することで、より「施設にフィット」したアプリになってい

定期的にスタッフ様間で、利用の感想や方法を共有しましょう。( 世間話程度でも大丈夫です！)
利用の感想や方法を共有することで、新たな発想が生まれることもありますよ。みなさんで Pepper を
施設仕様に育てていきましょう。

困った時は質問で解決！

03

目安
期間

導入から 3 ヶ月目以降

ロボレクと Pepper を使いこなしてフル活用しましょう！

HELP!!

1

導入事例

導入事例

STEP

利用シーンで使い分け
曜日や場所 ( 施設の階数ごとに介護度が違う施設様は階数ごと等 )、レクリエーションの時間、利用者様
のウケに合わせて複数のレクセットを作成してみましょう。

「はじめて」のものの操作は誰しも勝手がわ
からず戸惑うものです。ロボレクで何か困っ
た時は、弊社にご相談ください！
また、要望や改善希望も随時受け付けてお
ります。

2 1 日中の利用を目指す
BGM 機能やあいさつ機能を活用してロボレクを 1 日利用する環境をつくりましょう！

3 イベント等で利用する
イベントは Pepper の得意分野。ロボレクの体操作成やプログラム機能でイベント特化の内容を作って盛

導入の長れ

導入の長れ

まずは、メインの担当者を決めることをおす
すめしています。
メイン担当者がいることで、スケジュールの
管理や、稼働の管理がしやすくなります。
また、情報も集約されるため、より効果的
な活用が期待できます。

り上げてくださいね。

23
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ロボレク導入事例

全体レクリエーション

全体レクリエーション

05

・住宅型有料老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・病院 (3 件 )
・介護老人保健施設 (2 件 )
・コンサルティング
・ショートステイ
・デイサービス

京都府
広島県

・デイサービスセンター
・介護付有料老人ホーム

・病院 (2 件 )

兵庫県

・住宅型有料老人ホーム (2 件 )
・デイサービス

岡山県

佐賀県

宮城県
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅
・デイサービス

長野県

新潟県

・住宅型有料老人ホーム (3 件 )
・特別養護老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅
・介護老人保健施設

・介護老人保健施設
・病院

東京都
・介護老人保健施設 (2 件 )
・医療法人 (2 件 )
・病院
・特別養護老人ホーム (2 件 )

・住宅型有料老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・デイサービス

茨城県

・住宅型有料老人ホーム

point

千葉県

・介護老人保健施設
・特別養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム
・介護老人福祉施設 (2 件 )
・介護老人保健施設

香川県
・特別養護老人ホーム

利用のコツ

利用のコツ

・特別養護老人ホーム
・グループホーム (2 件 )
・介護老人保険施設

・デイサービス

・住宅型有料老人ホーム

長崎県

豊富な機能

豊富な機能

福岡県

・特別養護老人ホーム (3 件 )
・医療コンサルティング
・介護老人保健施設 (2 件 )
・病院 (2 件 )
・老人ホーム

埼玉県

群馬県

個人レクリエーション

個人レクリエーション

全国の介護施設様、医療施設様で
大阪府
導入いただいております！

神奈川
三重県

・病院

和歌山県

・特別養護老人ホーム

25

愛媛県
・通所介護事業所
・特別養護老人ホーム

徳島県
・病院

・居宅介護支援事業所
・デイサービス

沖縄県

・サービス付き高齢者住宅
・病院
・特別養護老人ホーム

・デイサービス

滋賀県
・デイサービス

愛知県
・特別養護老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅
・介護老人保健施設

静岡県
・病院 (2 件 )
・デイサービス
・特別養護老人ホーム
・サービス付高齢者向け住宅

導入の長れ

導入の長れ

山口県

・住宅型有料老人ホーム

導入事例

導入事例

熊本県
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Pepper とアプリのご契約
はじめて Pepper をご利用のお客様へは、本体購入と同時のアプリ契約をおすすめしております。

アプリ利用料金
基本利用料金

注文後届いたその日に
アプリサポート費

18,000

顔認証システム利用費

円 ( 税別 )/ 台

STEP

01

個人レクリエーション

個人レクリエーション

月額
料金

すべて含めて

サーバー管理費

すぐ使える！

Pepper とアプリの注文

Pepper ご購入時にロボレクもご注文ください。

※アプリの最低利用期間は 1年とさせていただきます。※顔登録は１台あたり 1,000 人まで可能です。

注文方法が不明な場合は、Pepper 営業担当にご確認ください。
本体購入方法

https://www.softbank.jp/robot/consumer/buy/

アプリご購入後
01

02

注文内容の確認

本体納期予定日のご案内等、確認のご連絡が入ります。

で開通！

アプリの注文

STEP

03

Pepper 納品 / ロボレク開通

Pepper 納品日にあわせてロボレクを開通いたしますので、届いたその日からロボレクを活用できます。
利用方法が不明な場合は、マニュアルをご確認ください。

ロボレクの紹介サイト、またはロボアプリマーケッットにて内容をご確認いただき、ご注文ください。

マニュアル

https://www.logos.co.jp/pdf/roborecvol4̲app

利用のコツ

利用のコツ

STEP

5 営業日

STEP

豊富な機能

豊富な機能

アプリだけのご契約
すでに Pepper をご購入いただいているお客様は、アプリの追加契約となります。

全体レクリエーション

全体レクリエーション

06

ロボレク導入の流れ

開通希望日がある場合はご注文時にお知らせください。
ロボレク紹介ページ
ロボアプリマーケット

https://www.logos.co.jp/mainichiroborec/
http://bizapp.robot.softbank.jp/

02

本体情報の確認

アプリ注文後、お客様の Pepper に関する情報確認のご連絡が入ります。
質問事項を明記の上、ご返信ください。

03

アプリの開通

基本料金

本体レンタル料金

月額

オプション

あんしん保証パック

月額

55,000 円 (税別)
9,800 円 (税別)

× 36ヶ月

お申し込み・お問い合わせはこちら
導入の長れ

導入の長れ

STEP

※詳細はソフトバンク、またはソフトバンクロボティクスにお問い合わせください。

導入事例

導入事例

STEP

Pepper for Biz レンタルプラン

特に開通希望日がない場合は５営業日以内に開通完了のご連絡をいたします。

27
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