
見守りセンサーの変化をスマホに連絡！即座に映像で確認 
し、声かけができる。離れていても通知が届く、見守れる、
見守りホットライン「パルモ ケア２」 
iPhone 対応も可能になって完全リニューアル！ 

マット	
センサー	

ベッド離床センサー	

パルモケア２

認知症老人徘徊感知機器 

制度改正により、在宅介護の皆様に朗報です！ 
外出中にスマホで見守るカメラが介護保険適用されました 

在宅で高齢者を支える皆様お
悩みではありませんか？ 

心配！ 

介護保険
適用

iSS-150 
Safety Finderα 
パルモケア2本体

ドア 
センサー 待望のドアセンサーが登場！	

iPhone	

Android	

介護保険 
レンタル対象 



認知症老人徘徊感知機器 ◆センサーの変化をスマホへ通知、スマホから即座にカメラ映像で確認！ 

パルモケア２　業界初　センサーとカメラで見守り 
センサーの変化をスマホに通知、スマホで映像確認　新たな見守りシステム登場 

パルモケアシステム
お父さん	
外に出ないでね	
すぐに行くから	

お父さん	
外に出ないでね	
すぐに行くから	

★即座にカメラ映像が見える 
　カメラの遠隔操作が可能！ 

複数へ通知 
が可能　 

ベッドの横や通路にマットセン
サーを置き、踏まれることでス
イッチが入ります。その変化を
検出してスマホやタブレットに
通知し、即座に遠隔から映像確
認と声かけができます。 

パルモケア　本体 　　　　	

マットレスの下に置き、ベッドか
らの起き上がりや移動を検知しま
す。その変化を受信して、スマホ
やタブレットに通知し、即座に遠
隔から映像確認と声かけができま
す。 
 

★映像を見ながら 
　声かけができる！　 

❶マットセンサー（例）が踏まれます　❷無線送信機がパルモケア2に通知します　❸インターネットを経由
して、家族や介護者のスマホに通知します　❹スマホの通知画面を操作するとパルモケア2のカメラが作動し、
映像で見ることができます　❺スマホを操作して、遠隔からカメラを回転できます　❻映像を見ながら声を
かけることができます　❼状況が即座に理解でき、迅速な対応をとることができます　 

　　　　	 iSS-150B	パルモケア ふむコール　　　	

パルモケア２ Safety Finderα だけでも、介護
保険適用になります。カメラ映像に動きを感じ
るとその変化を検出して、スマホやタブレット
に通知し、遠隔から映像確認と声かけができま
す。また、通知が無くても必要な時にスマホか
ら映像で状況確認ができます。 

磁気近接センサーにより、ドアや窓が開くこと
を検知します。その変化を受信して、スマホや
タブレットに通知し、即座に遠隔から映像確認
と声かけができます。徘徊の可能性のある高齢
者を守ります。 

iSS-150D	

パルモケア おきるコール　　	iSS-150A	

インターネット回線がない方のために、高い信頼性のLTE通信ユニッ
トを提供しています。インターネットの設置や手続きなど、面倒な手
間や余分な経費は不要です。工事も不要です。LANケーブル、WIFI 
どちらでも接続できます。別途、初期費用と通信使用料（推奨SIM 
1,500円（税別）が必要です。 

iSS-120	　　　　	

iS-250	

パルモケア どあコール　　　	

Safety Finderα	

パルモケア2

TAISコード　01570-000026　 TAISコード　01570-000027　 

TAISコード　01570-000028　 TAISコード　01570-000030　 

パルモケア LTE回線通信ユニット	

インターネットが無くても通信ユニットで簡単設置　	

介護保険
適用

◆LTE通信ユニット　iS-250 

スマホ、タブレットの専用アプリで動作	

介護保険
適用

Android 
端末 
 

iOS端末 
(iPhone  
iPad) 

Google Play 

制度改正により、在宅介護の皆様に朗報です！ 
スマホで見守るカメラが介護保険適レンタルに 
認知症高齢者や歩行が困難な高齢者を支える 
皆様　お悩みではありませんか？ 
どうしても外出が必要、でも心配で・・ 
外出中にスマホに通知が欲しい、外出先からスマホで映像確認した
い・・　 そんな思いが介護保険で実現できるようになりました！
[パルモケア２]が実現します。 

TAISコード　01570-000026　 

介護保険
適用

介護保険
適用

介護保険
適用

無料 
アンドロイドとiOS用アプリを提供しています　

プロバイダ契約不要、工事不要 

Apple Store 

録画も 
可能です 

パルモケア本体 　　　　	Safety Finderα　　　	iSS-150	

カメラ本
体だけで

も介護保
険適用で

す 

外出中に
通知が無

くても映
像確認可

能です 

心配！ 

パルモケア2

カメラ本体のみで
も 

介護保険適用です
 

便利機能　録画／暗視モード／壁設置	

便利な機能をいろいろなシーンで活用ください	

トップの位置のスロット 
にマイクロSDを装着する 
ことで録画が可能です。 
SDメモリは市販のものを 
利用できます。 

照度センサーにより、暗 
い状況を自動で検出し、暗 
視モードに切り替わります。 
赤外照明が点灯し、夜間でも 
映像確認が可能です。 

壁への設置のための専用 
取付け治具と螺子が標準 
で付属しています。触っ
て、壊してしまうことを
防ぎます。 

さらに、リニューアルモデルチェンジで大幅改善！　 
　　① iPhone への通知が可能に　 
　　② WPS化でかんたんWiFi設定 
　　③ 待望のドアセンサー登場  　 
　　④ Z-Wave無線で遠くまで届きます 

WiFi接続がかんたんになりました。WiFiルータのWPSボタンを押し 
１分以内に本機のWPSボタンを押します。2～３分の後に本機の上部の
Network LEDが青、Status LEDが赤点灯すれば接続完了です。 

かんたんWiFi設定　WPS ボタン　	

直接WiFi接続する際の手順がかんたんになりました	

WiFiルータのWPSボタン 本機のWPSボタン 

１分以内 

３分後に上部のNetwork LED 
が青、Status LEDが赤点灯 

赤点灯 
青点灯 

壁掛け 

リニューアル！ モデルチェンジ実施 

Z-Wave無線 WiFiルータ 本機 WiFi接続完了！ 

WPS 
WPS 



お問い合わせ、ご用命は

【本社・全国営業】静岡県三島市寿町5-13
シャイニングビル5F

☎ ０５５−９１８−８２３３ メール info@i-seed.co.jp
【首都圏営業所】神奈川県座間市小松原2-44-1-810
☎ ０４６−２０７−５８０４ FAX  ０４６−２０４−８７８２

株式会社

パルモケア2 iSS-150 各種センサー＆オプション仕様
見守りセンサーの変化をスマホに連絡 即座に映像で確認できる パルモケア２

◆パルモケア２ Safety Finderα iSS-150
サイズ W76×D80×H108 mm
重量 434 g
カメラ 1００万画素CMOSセンサー

横パン 360° 縦チルト 130° 回転
赤外線LED（夜間自動点灯）

映像通信 H.２６４圧縮 映像通信 30fps
無線受信機能 Z-Wave無線 ９２２MHz受信（電波干渉小）
インターネット LANケーブル、Wi-Fi
内蔵センサー カメラ映像の動体検知機能内蔵
録画保存 Micro SD 保存
無線LAN Wi-Fi  2.4GHz  WPS 設定可能
ACアダプタ １００～２４０V PSE、CE適合

◆各センサー仕様
- ベッド離床センサー
サイズ W220×D800×T5  重量 700g

マイクロホン３６
０°

130
０°

認知症老人徘徊感知機器

◆無線送信器
サイズ W65×D139×T30 mm 重量 125g
922MHz無線送信機、各センサーとコネクタ接続

- マットセンサー
サイズ W500×D900×T5 重量 1500g 

- ドア開閉センサー
サイズ W40×D24×H95 重量 48g

ホームページは

iseed
で検索して下さい

介護保険
適用

照度センサー

レンズ

リセットボタン

赤外線 LED
WPSボタン

スピーカ

LAN ジャック

電源ジャック

パルモ かんたん コール

ポータブル
受信機

!

据付け
受信機

遠くまで届く！見通し500 m

施設様にも
最適です

遠くまで

AI顔認証判
定セン

サーも登場
！

ふむコール おきるコール

顔認証コール

介護保険
レンタル対象

こんなに遠くまで！これまでの常識を超えて遠くまで届く、無線センサーコールが
登場しました。また、本人だけを特定できる顔認証センサーも登場しました！

iSS-350,351シリーズ

SDメモリスロット

スマホが苦手な方には・・


