
非接触バイタルセンサ

ミマモリ君ミマモリ君

メール 警告画面 アラーム音 でお知らせします

I oT 介護見守りシステムI oT 介護見守りシステム

（ローカル版）

エマーリンク
（オプション）

USB or Bluethooth or
Wi-fi or zigbee or 
920MHz 特定小電力無線 or
無電圧 a 接点接続

ミマモリ君ローカル版
インストール PC

異常を検知

IoT介護見守りシステム「ミマモリ君ローカル」は
非接触バイタルセンサ専用の

バイタル見守り・通報・グラフ表示アプリです。
異常時にはメール・警告画面・アラーム音でお知らせします

見守り画面　機器情報

【ミマモリ君ＷＥＢ】は、何が出来るの？？

各ブラウザで確認 メールでお知らせ

8 つの情報  を、すぐに 確認・お知らせ 出来ます！！

【ミマモリ君ＷＥＢ】がお知らせする 8つの情報

タブレット パソコン スマートフォン メール

見守り画面をスクロールすると、
グラフが見れます
過去データは最大 3年間は保存
されます

< 総販売元＞

< 販売代理店 >

警告画面

◆ アラーム音と同時に、設定したメールアドレスへ

　メール送信！！

◆ 警告はアラーム音とともに赤枠で PC 画面に表示！！

センサープラス
（オプション）

非接触で計測

① 転倒 ② 呼出 ③ 居室不在 ④ 居場所

⑤ 心拍呼吸 ⑥心拍呼吸異常 ⑦ 体動（着床） ⑧ 室温

※ミマモリ君 WEB は、インターネット回線が必要です。

LAN 通信：10/100BaseT（推奨）
                or Wi-Fi or 3G SIM

無線子機間通信：2.4GHz 特定小電力無線
ANT：2.4GHz 内蔵アンテナ
電源入力：DC5V 2A
OS：Linux
μSD メモリ：８GB
サイズ：W70mm x H96mmx D25mm
重さ：130g

主装置（親機）

無線タグ

伝送内容：固有 ID
無線規格：IEEE802.15.4 準拠
周波数帯：2.4GHz
ANT：実装
チャンネル数：16 チャンネル
暗号化：AES-128、AES-256（ソフトウエア）
加速度センサー：実装
サイズ：W25mm x H25mm x D10mm
重さ：6.5g（電池込）
電源：ボタン電池　CR2032

無線通信 2.4GHz 特定小電力無線

心拍・呼吸計測センサ：マイクロ波ドップラー

バイタルセンサ

同式センサー 高感度型
中心周波数：typ.24.125(GHz)
ANT：8 素子、送受分離型平面アンテナ
外部電源：DC Jack 接続ケーブル付

特記事項：起動時間 約 30 秒間必要
サイズ：W136mm x H121mm x D26mm
重さ：本体 160g＋AC アダプタ 76g
計測距離：心拍・呼吸：３ｍまで
　　　　　動き検知　：6ｍ程度まで

電源電圧：5(V)±10％

居場所センサ（子機）

伝送内容：固有 ID
　　　　(ｵﾌﾟｼｮﾝ：温湿度 1ch､DI2ch､D01ch)
無線規格：IEEE802.15.4 準拠
周波数帯：2.4GHz
ANT：実装
サイズ：W69mm x H28mm x D115mm
重さ：140g（電池込）
電源：3V

無線通信 2.4GHz 特定小電力無線

【主な仕様】
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※主装置 1台に対し 8台まで登録OK
※主装置 1台に対し１台まで登録OK

※主装置 1台に対し 16 台まで登録OK



見守り開始

見守り開始

見守り中 グラフ表示

＜見守り画面＞～ローカル版～

見守り開始

見守り開始

見守り開始

②見守り開始ボタンが 「見守り中」 となり、
　背景が緑色に変わります。
　グラフ表示ボタンが現れます。
　グラフ表示ボタンをクリックします

①見守り開始ボタンを
　クリックします

ボタン1つでバイタル値をリアルタイムでグラフ表示！

心拍数

体動

呼吸数

I oT 介護見守りシステム

ミマモリ君WEBミマモリ君WEB
非接触バイタルセンサ

でお知らせします。メール送信 ＷＥＢ画面で通知

　「ミマモリ君 WEB」は、いつでもどこでも

　　　　　　　　　　　の確認が WEB で見れる

　バイタル見守り・通報・グラフ表示システムです。

心拍 呼吸 状態

（デモ機）

外出先でも、

スマホやタブレットで

見守り画面を見ることが

できます

外出先でも、

スマホやタブレットで

見守り画面を見ることが

できます

インターネット環境があれば、外出中でも職場でも見守り画面を見ることができます。

ココがポイント！

無線タグ（オプション）
●対象者の衣服に付けて使用します。
　周囲を２回叩くと呼出できます。
　転倒・居場所も通知。
※主装置 1 台に対し、16 個まで登録 OK

バイタルセンサ（ルームタイプ）

●対象者の寝室天井付近に設置します。
　非接触でバイタル値を計測します。
※主装置 1 台に対し、1 台まで登録 OK

主装置（親機）

●インターネットに接続し、各センサから
　贈られる介護対象者様の状態をアップ
　ロード

居場所センサ
●施設内の廊下・食堂等必要な場所に設置。
　非接触タグと組み合わせると対象者の
　居場所がわかります
※主装置 1 台に対し、8 台まで登録 OK

センサー　 　　　　　　　　　　　24GHz 帯マイクロ波ドップラー方式センサを 1 個使用 

中心周波数　　 　　　　　　　　typ.24.125(GHz) 

最大検出距離　　 　　　　　　 2.5ｍ 

アンテナ　　　　　 　　　　　　　8 素子 x2、 送受分離型平面アンテナ 

電源　　　　　　　　　　　　　　　（外部より供給） DC Jack 接続ケーブル付 

電源電圧　　　　　 　　　　　　　5(V)±10% 

消費電流　　　　　 　　　　　　　typ.180(mA) 

外形　　　　　　　　 　　　　　　　W=133.5mm、 H=121.2mm、 D=26mm （概略） 

外部インターフェース　　 　　　型番 MS-101　Bluetooth

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型番 MS-102　ZigBee

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型番 MS-103　920MHz 特定小電力無線

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　型番 MS-104　USB 接続

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　型番 MS-105　無電圧 a 接点接続

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　型番 MS-106　Wifi 接続

重量　　　　　　　　　　　　　　　　 164ｇ

Bluetooth Profile　　　　　　　　 Sirial Port Profile 

検出感度調整用ボリューム　　 検出感度調整用スイッチを内臓。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(-) ドライバーで調整 

設置場所　　　　　　　　　　　　　 部屋の天井 

その他特記事項　　　　　　　　　電源投入後、 動作が安定するまでに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 約 30 秒間必要です。 

動作入力電圧範囲　　　　　　　 90Vac – 264Vac 

標準入力電圧範囲　　　　　　　 100Vac – 240Vac 

周波数　　　　　　　　　　　　　　　 50/60Hz 

出力電圧　　　　　　　　　　　　　  4.75V≦Vout≦5.25V 

無負荷時の出力電圧　　　　　   4.75V≦Vout≦5.5V 

定格 （最大） 出力電流          1000mA 

【バイタルセンサ 仕様表】 （ルームタイプ）

異常を検知

機
器
構
成

バイタルセンサ（ベッドタイプ）

●対象者のベッド下に設置します

センサープラス（オプション）

●ルームセンサ、ベッドセンサと
　接続して使用します。
　パソコン無しで見守りができます

エマーリンク（オプション）

●センサープラス（オプション）を経由
　してバイタルセンサと接続し、異常を
　検知したら即音声でお知らせします。

バイタルセンサ（ルームタイプ）

●対象者の寝室天井付近に設置します。
　非接触でバイタル値を計測します。機

器
構
成

主装置場所センサ バイタルセンサ

バイタルセンサ

（ミマモリ君 WEB イメージ）

Bluetooth

ミマモリ WEB
主装置

WEB サーバへ UP ロード

ブラウザで閲覧 非接触タグ

※バイタルセンサ（ルームタイプ）より約３ｍまでは、体が静止状態でも脈・呼吸をセンシング可能、
　それ以上は体動の感知のみとなります。※ベッドタイプは 1.5ｍまで


