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Googleマップ インドアビュー™・
HP 作成サービス

Googleマップ インドアビューなら、画面をスクロールするだけで実際に建物
内を歩いているかのように、360°ぐるりとパノラマ紹介することができます。
入居希望者はもちろん、遠く離れたご家族にも事前に施設内をご確認いただけます。
また、導入するとホームページに掲載することができGoogleマップ™や
Google＋マイビジネス™に表示されるので、広告効果も高まります。

Googleマップ 
インドアビューなら
施設内を３６０°ぐるっと見渡せます！もっと

安心して
入居して
もらいたい。

３つの
ポイント

料金

※撮影地域によっては、別途出張費を頂戴します
※フロアを追加する場合はフロア追加費用（18,000 円＋税～）がかかります
※早朝・深夜、土日・祝日料金（1,000 円＋税）がかかります

〈初期撮影基本料金〉

¥60,000＋税

A2 介護施設の撮影は、人物が写真に写らないように撮影する必要があります。なお、車の
ナンバープレートには、ぼかしを入れます。撮影時に布などで撮影場所の一部を覆っていただ
くことや、希望しない場所を撮影しないことは可能です。

Q2 撮影した写真に写った人物・プライバシーなどは、
 どのようになりますか？

A1 Google 規定の撮影方法で撮影いたします。１箇所につき、90°ごとに４方向を撮影（１方
向に３枚撮影）、合計１２枚写真を撮ります。１m～５m間隔で撮影ポイントを設け、最低４ポイ
ントの撮影が必要です。ドアの前後は約１m以内で撮影します。

Q1 撮影はどのように行うのですか？

プロのカメラマンによる高品質な
パノラマ写真。

注目度・広告効果アップ！

初期撮影費のみで掲載は無料！ 

施設の中の雰囲気を
感じてもらいたい。

リーズナブルな料金体系
制作から、日々のランニング費用までリーズナブル
にご提供いたします。様々な有料オプション※もご
用意しておりますので、ご予算に応じてご利用いた
だけます。
※例）新規ドメイン取得支援：￥10,000＋税

スピーディーな作り替え・作成が可能
お客様専任のデザイナーがテンプレートをベースに
必要事項を確認していくため、スピーディーな作り
替え・作成が可能です。（納期：最短 10日）

日々の更新も簡単
シンプルな機能で簡単に使い始めることができるの
で、お客様ご自身での更新も簡単です。

ホームページをお手軽に
制作・リニューアルしませんか？
HP作成サービス

簡単にホームページが
つくれないかな…？

これだけの機能※を標準搭載！
●問合せフォーム
● Facebook 連携
● Twitter 連携

●メルマガ作成・配信
●レスポンシブ対応
●アクセス解析

※テンプレートにより異なります。

※本サービスは、株式会社デジタルステージ及び、デジタルハリウッド株式会社と提携してご提供いたします。

（月額換算　¥2,480＋税）

※初回は、制作費用とサー
ビス年間利用料の合計金
額でのご請求となります

※別途ドメイン費用が発生し
ます。

¥67,000＋税～ ¥29,760＋税
制作費用 サービス年間利用料

1 1・2-
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comuoonは“会話の聞こえやすさ”
を極限まで追求した、耳につけない
会話支援機器です。

クリーニングサービスで快適な
環境づくり、おまかせください！

comuoon は、従来の補聴器のように難聴の方が器具等を装着す
るのではなく、話し手側が専用スピーカーシステムを通して会話
を行うことで、難聴者の方の聞き取りやすさを実現させました。

コミューン

コミューン

大きくゆっくり話すと、
周りから怒っているよう
に思われたり、情報漏
洩の心配もあるのが困
るなあ。

最近、
話が聞こえづらく
なったわ…。

操作上の煩わしさを
軽減するよう、最小
限のボタン構成で使
用できるよう開発。

毎日使う事務室や共用スペース。椅子などの家具や壁・床・天井などは手アカやホ
コリ、シミなどで汚れ、雑菌の温床になりやすい環境です。そんな事務室などのい
たるところを、様々な方法でクリーニング！快適な生活空間を取り戻します。

チェアクリーニング 喫煙所リメイクサービス 壁・天井

その他クリーニング

オフィスチェア、
実は洗えます。

喫煙所リメイクで張り替えコスト削減！

布張り事務用・
会議用チェアの場合

※素材や形状によって、1脚あたりの金額
が変わる場合がございます。
※洗浄後の乾燥時間はおよそ5時間を目安
としています。
※ご注文価格は 40,000 円（税抜）から
とさせていただいております。

（15脚クリーニングした場合の 1脚分あたり
の価格。諸経費含まず）

￥2,800+税～

▶素材ごとに適した洗浄。
▶臭いを元から断ちます。
▶専用クリーナーで、素材にも
　人にもやさしい配慮。
▶翌日からご利用になれます。

クリーニングと塗装を組み合わせたオリジナル工法により、
臭いも除去し、見た目もキレイにします。水性の専用塗料
を使用しているため、素材の風合いはそのまま残り、シンナー
臭も発生しません。クロスを張り替えたような美しさを回復
させます。

●チェアクリーニングの流れ（布張り）

４.すすぎ洗い
５.脚部・部品の洗浄

１.バキューム
２.特殊洗浄
３.ブラッシング

カーペット・Pタイル

ブラインド

エアコン・換気扇

ガラス・パーティション

人気
メニュー

AFTERBEFORE

AFTERBEFORE

あ。

毎日使う事務室の家具
や壁って、普段気にな
らないけど、結構汚く
なってるかも…。

しつこいタバコのヤニで天井・
壁の汚れは手つかずの状態。

あきらめていた喫煙スペース
がここまでキレイに。

１：語音聴取に適切な特性
２：室内での音の反射を抑制
３：中等度難聴者までカバー
４：大声で話さず聞こえが改善

使用イメージ

卓上型会話支援機器 comuoon・
オフィスクリーニングサービス1 3・4-
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マイクトランスミッターは
充電約5時間で
約8時間使用できます。

卓上型会話支援機器 comuoon connect 本体セット
種別 商品コード M価格 価格
comuoon connect typeHS 
ヘッドセットマイク付 896-524 ¥228,000＋税 ¥228,000＋税
comuoon connect typePM 
ピンマイク付 896-525 ¥228,600＋税 ¥228,600＋税
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炭酸泉の
気持ちいいお風呂に
毎日入れたらなあ…

手軽に導入できる炭酸泉（単身浴タイプ）

Soda bath

大型施設のための多人数浴槽用タイプ

EXCEL Carbo

介護・福祉施設、旅館、医療機関などにご利用いただいています。ス
イッチ１つでいつでも好きなだけ使える、次世代高機能入浴のマスト
アイテムです。

大規模な介護・福祉施設をはじめ、銭湯、フィットネスクラブなどに
もご利用いただいています。施設の中心となる介護予防用入浴設備と
して導入されています。

◎コンパクトな本体
小さな設置スペースに収まるので手軽に導入できます

◎工事も簡単
屋外の給湯器の横などに、簡単な工事で設置できます

◎便利なリモコン操作
スイッチを押すだけで給湯、満水になると自動で止まります

◎低ランニングコスト
ボンベ内蔵型なら、7kgボンベで約 2～ 3週間使用できます※1

◎水道水以外にも使用できます
井戸水・天然温泉・薬用入浴剤にも使用できます※2

◎ 7段階ガス容量調節
ガス溶解効率アップ＋7段階ガス容量調節機構搭載

◎施設環境に合わせたエンジニアリング
耐塩水仕様、塩害対策、寒冷地対策、装置寸法変更等が可能

※ 2水質・泉質によっては機器に影響を及ぼす場合がありますので事前にご相談ください

※ 浴槽容量に応じて各種取り揃えております。

※ 1 ボンベ使用頻度は、炭酸泉を200L ／日 製造した場合の目安です

MRIWC-SB1001 内部

EXCEL Carbo i

5kg 入ボンベ用
スタンド：2本用
（ボンベ別置型用）

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ￥3,700,000+税～

給湯器直結タイプ・
ボンベ内蔵型　
MRIWC-SB1001

￥898,000+税
給湯器直結タイプ・
ボンベ別置型　
MRIWC-SB1002

￥798,000+税

ランニング
コストの目安

・200L個人浴槽
0.4kg／杯×ガス価格
（150～200円／kg）

ランニング
コストの目安

・1000L多人数浴槽
［6h／日 かけ流し方式］
（30分／時間　間欠かけ
流しの場合）
3～4kg／杯×ガス価格
（150～200円／kg）
・2000L多人数浴槽
［12h／日 循環濾過方式］
16～20kg／杯×ガス価格
（150～200円／kg）

ソ ー ダ バ ス

エ ク セ ル カ ー ボ

高濃度人工炭酸泉1 5-
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長年住み慣れたわが家のぬくもりを施設に再現。快適な
暮らしをご提供できます。

施設内のオーダーデザイン畳

たたみのくらし
長年住み慣れたわが家の
ぬくもりが欲しいなあ

の家のののののののののの

・台所用洗剤を使い、亀の子タワシで洗うことができるので汚れても大丈夫。

・ノロウイルス対策に、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒も可能です。

・耐久性は約20年。丈夫で長持ちします。

・きれいなデザインやカラーの畳もたくさんご用意しております。

車いすも大丈夫
どこでも敷ける、
洗えるたたみ

柔らかくて温かいたたみを、こんな場所にこんな風に。

●お風呂の脱衣室
　お着替え時の冷えや転倒防止に

●たたみベッド
　介護ベッドでお休みに
　なれない方へ

●居室内敷き込み
　段差をなくし、車いす
　も走れる居室の畳床に

●食堂
　履物をはかずに
　くつろげる空間を

●談話室
　転倒の心配も少なく、
　歩行器も大丈夫

2 畳サイズ（工事費用込み）

洗える畳／ 1畳あたり

¥89,600＋税～
¥26,800＋税

ご参考価格

オーダーデザイン畳1 6-
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高輪画廊のアート商品なら

介護施設にアートで彩りを添えます。

高輪画廊は、平成 2年、港区高輪泉岳寺傍にオープンし、平成 6年に銀座に移転。
オーナーの三岸太郎は、洋画家の三岸好太郎、節子の孫にあたり、父の黄太郎も洋画家で、幼い頃からアトリエを遊び場と
して、ものごころがつく以前から絵画的環境のなかで育ちました。そのことから、画家の心を理解出来る画商として、画家
とコレクターの橋渡しを心がけて仕事をしています。
日本の洋画は勿論、印象派、エコール・ド・パリ、現代アートに至る外国作品の油彩画、水彩画、パステル画、素描、版画、
彫刻等、洋画を中心に幅広く美術品を取り扱っております。
内外の若手新進作家の紹介にも力を入れており、個展、グループ展、企画展等、年間を通じて 10回前後開催し、その間に
常設展を催し、美術の普及に努めております。
同じビルの 4階には、高輪画廊 BIS があり、名作に囲まれた豪華な雰囲気の中でゆったりと寛げる空間、密やかな貴賓室、
落ち着いたサロン、又、特選展用のスペース、重要な展覧会等に併用され、皆様に喜ばれております。

高輪画廊について

作品名：かざはな　
作家名：井上　誠　 額装タイプ：白木

作品名：パリにて　
作家名：山田 真二　 額装タイプ：黒木

作品名：花　-1-　
作家名：山内 望起子　 額装タイプ：白木

作品名：バラ　
作家名：栁瀬 雅夫　 額装タイプ：いぶし金

作品名：ノルマンディの午後「立ち話」　
作家名：黒木 邦彦　額装タイプ：いぶし金

木タイプ（白・黒）　横型 W457mm×H374mm　t=42
木タイプ（白・黒）　縦型 W374mm×H457mm　t=42 

商品サイズは額装により異なります
いぶし金タイプ　横型 W488mm×H404mm　t=44
いぶし金タイプ　横型 W404mm×H488mm　t=44 

 高品質プリントによる質感とクオリティ
 高輪画廊選定のアーティストによる作品
 木・いぶし金など高品質な額装仕上げ

作品例

本作品は複製です、オリジナル
原画ではございません。

￥9,800になります。

掲載商品価格は全て
（税・送料別途）

施設内は殺風景になりがち。
費用はあまりかけずに、
華やかにしたい。

高輪画廊アート商品1 7-
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ヤザキは福祉用具をオーダーメイドで製作します。

福祉用具に合わせるのではなく、利用者様に合った福祉用具を
製作することができます。使いやすく、自立支援に向けた
福祉用具などを提供させていただいております。

浴そうが深すぎて、
入るとき転倒しないか
心配です。 矢崎化工の浴そう内すのこで、深さを

解消し入浴をサポートします。

スペースが狭い・体格等で既存設備品が
うまくつかえない場合もご相談ください。

おっと危ない！

入浴用いすなら、浴そうのサイズに
合わせてどこでも設置可能です。

大浴場で浴そうの入
り口に人がたまって
しまい、一度に入浴
できない。

設置前 設置後

入り口が塞がって
いて入れない…。

その他にも…

い！おっと危ない
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オーダーメイド福祉用具1 8-

778


