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低価格

つなぎたい“思い”があります

小規模からの多機能ナースコール

®

安全上のご注意!
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本システムは医療機器ではありません。通信機器です。
●本システムを安全にご利用いただくためには点検が必要です。保守サービスのご利用をおすすめします。

TEL : 0561-55-5116

株式会社平和テクノシステム
http://heiwa-tokai.jp/

名古屋営業所
TEL : 03-5913-9997首都圏事業部

TEL : 054-254-1820静岡営業所
TEL : 053-474-5021浜松営業所 TEL : 06-4799-3800関西事業部

TEL : 055-920-0800本　社 （沼津）

お問い合せは
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Yuiコールシステムはさまざまな機器との連携で用途に合わせたシステム構築が可能となります。
システムイメージ

機能比較

※1．PHS や固定電話機との連
動は可能ですが、ナースコール
システムとの連動は制限がある
場合がございます。　※2. 推奨
規模とは、機器の性能や導入コ
ストなどを考慮した弊社独自の
ものです。　※3. 小～中規模と
は、５床～ 220 床規模。大規模
とは概ね 220 床以上の規模を想
定しています。

既存連携
無線ネットワーク
PHSコードレス
相互通話（PHS・固定・子機）
外線発信（PHS・固定）
子機へ個別呼出
グループ呼出（PHS・固定・子機）
履歴の PC保存
各種センサ接続
カメラドアホン
ネットワークカメラ連動
電気錠システム連動
緊急地震速報連動
推奨規模（子機台数）
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※１

※２ ※３ ※３

※１
※１

※１

留守番電話装置
内線・外線通話録音装置

さまざま機器、サービスを付加することができます。●安心・安全対策、通信機能

防災システム 既存ナースコール電話関連システム 他拠点内線化入退室管理 監視カメラ 緊急地震速報連動

用途に合わせさまざまな端末が接続できます。

スマートフォン、
タブレット、固定電話
携帯電話など

施設外部での応答。●外部呼出

●呼出、表示、センサー通知 施設内での応答。●応答、スタッフ呼出

各種廊下灯

マット
離床センサー

人感センサー
トイレ・浴室押しボタン

見守りカメラ

呼出

無線端末

各種呼出ボタン

無線式
呼出ボタン

表示機 管理PC

スマートホン ハンディ端末無線AP

電話網
インターネット網

3:54

201 号

2010101

ナースステーション・事務室

巡回スタッフ

外部スタッフ

居　室

呼出

有線端末

トイレ・浴室

3:54

館内放送設備

Call

3:54

3:54

非常電源内蔵
(約３時間)

Yui コールキャラクター

ゆい丸



つなぎたい“思い”があります。
「これまでのナースコールでは規模が大きすぎ、予算に合わない」

「日々変化する介護現場の状況に、柔軟に対応できるシステムが必要だ」
「素早い対応のため巡回スタッフを直接コールしたい」

「スタッフ同士や外部スタッフとの連携のため相互通話がしたい」

そんなご要望におこたえし『Yui コール』が誕生しました。

Yui コールは「ナースコール」・「PHS コードレス」・「業務用電話」のシステ
ムが一体となった、新しいナースコールシステムです。
３つのシステムの一体化により、これまでにない「低コスト」を実現。「内線・
外線通話」や「高い拡張性」により、多彩なニーズに柔軟に対応いたします。

「オール ・ イン ・ ワン」

だから 低コスト。だから 使いやすい。
そして 高機能。

低価格
小規模からの多機能ナースコール

１ ２

低価格
拡張性

簡単高高機能

電話装置（PBX）

PHSコードレス
制御装置

ナースコールシステム
制御装置

制御装置

これまでのシステム

新機能
Yui コールはいつでも現在進行系。
日々進化している新しい機能をご紹介します。

● スマートフォン連携
　居室の呼出ボタンからスマートフォンを呼び出すことができます。また、施設内の固定電話
から施設内、施設外にあるスマートフォンを内線番号で呼び出し通話することもできます。

● PC集中管理（呼出表示・履歴管理）
　表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。呼出状況を大型モニタに表示し、同時に呼出履歴
をPCに保存。別途介護記録のメモをとる必要がありません。

● 高齢者施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」※ 連動
　「呼び出し」と「対応」の履歴を自動的に「ちょうじゅ」に記録。万が一の事故の際など、スタッ
フの対応を証明する記録となります。ひとつのスマートフォンで「呼出対応」、「内線通話」
だけでなく「ケア記録」もでき、業務の負担軽減、効率化が図れます。

● カメラ連携（見える化、見守り、セキュリティ）
　建物出入口の防犯カメラとの連動はもちろん、施設内や居室・病室での見守りとしてネット
ワークカメラと連携し通知や呼出応答ができます。

※「ちょうじゅ」は株式会社 富士データシステムの商品です。



Yui コール・システムソリューション

Yui コールは、「居室」と「ナースステーション・事務室」、「巡回スタッフ」　　の相互通話がスムーズにでき、外線との通話も可能なシステムです。
その他の各種センサーをはじめ、さまざまな機器・サービスとの連携ができ、　　目的に応じて柔軟に対応できます。

各種廊下灯

館内放送設備

マット・離床センサー人感センサー トイレ・浴室押しボタン

各種呼出ボタン

多機能表示機 呼出表示盤 管理PC

スマートフォン
タブレット

Yuiコール
制御装置

ハンディ端末

スマートフォン、
タブレット、固定電話
携帯電話など

3:54

3:54

3:54

3:54

201 号

201011

ナースステーション・事務室

外部スタッフ

居室

留守番電話装置
内線・外線通話録音装置

防災システム既存ナースコール 音声応答装置 他拠点内線化 入退室管理 監視カメラ 緊急地震速報連動

電話網
インターネット網

有線端末

無線端末

Call 巡回スタッフ

拡張（機能・システム拡張） 拡張（外部連携） 拡張（あんしん・安全対策）

３ ４

多機能表示機、呼出表示盤、管理
PCにより通知。
呼出を音や点灯、モニターにて
素早く確認できます。

さまざまな
通知・表示方法で
サポート

どこにいても呼出への対応がで
きる「ハンディ端末」は今やナー
スコールにとって必須機能。
Yuiコールなら親機・子機との相
互通話だけでなく外線発信も可
能。施設内を網羅できるマルチ
ゾーン対応だから、移動しながら
の通話もスムーズです。
端末も、機能ボタンによる電気錠
操作等が可能な多機能モデルや
防水対応モデルなど、幅広いラ
インナップでお客様のご要望に
お応えできます。
今、需要の高まっている、スマー
トフォンや、タブレットを端末とし
て使用することもできます。

標準仕様の
ハンディタイプ

「いつでもつながる安心」こそが
一番のサービス。呼び出し、通知
には、各種「有線・無線式呼出装
置」のほか、通常の呼出ボタンの
押し下げが困難な方のための
「弱力対応機器」や各種セン
サーが接続できます。
入居者からの信号を逃さないか
ら、安心のサポートを実現しま
す。

入居者からの
どんな信号ももらさない
コールサポート

対応の基本はスピーディな相互
コミュニケーション。
Yuiコールの「有線式呼出ボタ
ン」は双方向通話が可能。また、
放送設備との連携で移動しなが
らどこからでも館内呼出や緊急
時の一斉放送ができるので安心
です。
ナースコールにとって基本的な
「廊下灯」も、もちろん接続可能。
対応の有無を一目で知ることが
できます。

基本は
コミュニケーション

防犯・防災対策、地震速報など施設のあんしん安全対策を管理。
事務所だけでなく、ハンディ端末への通知、通報も可能です。

施設のあんしん
安全対策

既存設備との連携、他拠点とのネットワーク、通話録音などの通信機器
との接続などで施設の運営管理をサポートします。

施設の運営
管理をサポート

無線AP

見守りカメラ



５ ６

スマートフォン

PC集中管理

ボタン番号
（男女別色分）

居客名

呼出通知（赤）

入居状況部屋番号

付加情報

どこに居ても素早く、丁寧な対応を可能にするラインナップ

※掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。※1. システムにより相互通話可能な範囲は異なります。

201 号

201011山田田

201 号 20101

呼出表示盤

多機能表示機

●どこでも呼出対応 ●多機能ボタン
多機能ボタンは、局線の
ほかにも拡張機能ボタン
としても使用できます。
たとえば電気錠へ割り当
てれば、移動スタッフがド
アホンの応対をし、ハン
ディー端末から直接電気
錠を解錠することもでき
ます。

●相互通話
各階のナースステー
ション同士、事務室間、
ハンディナース同士、
ナースステーションと
居室間の相互通話が
可能です。※1

●外線発信
多機能表示機（親機）だ
けでなく、ハンディナース
からも外線発信が可能。
人出が少ない夜間など、
緊急時でも、すぐ外部に
連絡することができます。

巡回スタッフが移動中
でも、ナースセンター
に戻ることなく呼出対
応ができます。
複数を同時呼出する
ので、近いスタッフが
すばやく対応すること
ができます。

相互
通話 外線

通話

同時
呼出

多機能表示機の電話機能で効率アップ

管理用PC スマートフォン

ハンディ端末

呼出をモニターに表示
履歴管理もできるPC管理システム

※画面はイメージです

呼出内容をスマートフォンの液晶画面に表示。ナースセンター
の固定電話や、ハンディーナースからの内線呼出も可能

呼出部屋番号を液晶画面に表示します。固定電話やPHSとの通話も
可能。外線発信や転送もできます。

呼出音とともに、呼出部屋
番号をPHSの液晶画面に
表示します。
多機能PHSだから、他の
PHSや多機能表示機との
通話や転送が可能。

機能ボタンワンタッチで電気錠の開錠など、
さまざまな操作が可能です。

３

201 号

201011

201 号 2010011

201 号 20101

201 号

201011山田田

親機として、子機か
らの呼び出しをディ
スプレイに表示。ハ
ンディーナースコー
ルとの相互通話や
外線発信、内線、転
送もできる多機能表
示機です。

移動中でも音と画面で呼出し確認
相互通話もできるPHS端末

多機能表示機・呼出表示盤（親機） 機器
操作

電話
機能 ハンディナース 機器

操作
電話
機能

電話
機能

多機能表示機

呼出表示盤

外線発信、内線、転送、
相互通話など、電話
機能が利用できます。

機能ボタンで転送や
留守録、電気錠の開
錠などの操作をワン
タッチで行えます。

機器
操作

電話
機能

ハンディーナースで移動中施設内どこでも呼出対応が可能

201201 山田山田

201201 山田山田

スマートフォンがハンディーナースコールとして
利用できます。呼び出し表示の他、館内の内線通
話、転送、事務所の固定回線を利用した外線発信
も可能です。

内線呼出の場合

介護施設記録管理システム連携

「入力」も「呼び出し」もワンシステム
施設管理システムと強い連携が実現

呼び出し表示画面

履歴表示画面

　近年、データベースを利用した介護記録の需
要が高まっています。介護の記録をデータとして
保存するので、介護の効率アップが図れるだけ
でなく、そのまま請求処理まで管理でき、報告書
の作成や経営分析が行えます。
　入力もスマートフォンを利用しその場で出来
るので後での入力や転載のための手間を削減。

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。
呼出状況を大型モニタにも表示できるの
で視認性もアップします。
また、モニターは複数設置ができるので、
手元と壁面、１階と２階、など同じ画面を表
示することができます。
呼出中は、赤色点灯、対応済みは緑点灯と
切り替わります。　

呼出履歴の表示や管理が可能。データは汎用性の高いCSVとして
書き出すことができるので、対応計画や施設運営管理に役立てる
ことができます。

着信中
201 山田

玄関

着信中
001　玄関

ハンディナースコールなら呼び出しのたびにステーションに戻る必要はなく、内線通話、外線発信、電気錠の解錠なども可能。電話機能を標準装備しているので、呼出対応はもちろん、内線、外線などの相互通話がひとつの機器で可能です。

着信中
201 山田

呼出内容を液晶画面に表示。巡回中のスタッフPHSや客室との相互通話
も可能※1 電話機能で外線との通話もできる１台３役

「Yuiコール」なら、入力に使うスマートフォン
をそのまま呼び出すことができます。

機能・特徴

機能・特徴
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内線
外線

相互
通話

見て確認

どこでも確認通話で確認

手元で操作

構成機器・端末

構成機器・端末

●多機能タイプmujo 5

・小型軽量、防水・防塵仕様

●軽量防水・防塵タイプ 301JR

●高耐久タイプ DC-PS8

無線型表示機

301JR （原寸大）DC-PS9（原寸大） DC-PS8（原寸大）

ブラックモデル

ホワイトモデル

ホワイト
モデル

パール
モデル

多機能表示機の機能・特徴
・バックライト採用で暗い場所でも鮮明に表示
・有線子機、ハンディ機器との相互通話
・外線発信、転送

着信中
201 山田

洗練されたデザインの多機能ハンディ端末。小型・軽量でありながら８つの多機能ボタンを装備。見やす
い液晶画面や光る操作ボタンで、見やすく、使いやすいハンディ端末です。

小型・軽量でありながらIPX5、IPX7の防水、IP5Xの防塵構造
で水濡れや落下に強いコードレス端末です。

Yuiコールでは、追加システムなしでハンディナースに標準対応
ハンディ端末でどこでもスピーディーな対応が可能です

相互通話が可能な有線型押しボタンは、設置場所や目的、意匠にあわせて数タイプをご用意 電池駆動で取り付け場所を選ばな
い無線タイプの呼出しボタン

多くの情報が表示できる呼出表示盤。多機能表示機との
連携で発信もワンタッチ

・防雨構造、バイブレータ機能
・転倒発報機能

夜中など巡回中スタッフが万が
一転倒した場合など、端末から
自動的に転倒したことを知らせ
ることができます。事務所等で
受信し素早い対応が可能。

※IPX5相当：内径6.3mmのノズルを使用し、約3mの距離から約12.5L/分の常温の
水道水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からノズルで直接噴流を浴びて
も、電話機としての性能を保つこと。
※IPX7相当：常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈
め、約30分間水底に放置しても電話機本体に浸水がなく、電話機としての性能を
保つこと。
※IP5X：直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れ、
かくはんさせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持するこ
とを意味します。

玄関

着信中
001　玄関

８つの多機能ボタン
に電気錠の開閉機能
を割当てれば、移動
中でもドアホン対応
の後ドアの解錠がで
きます。

見やすい1.7インチ液
晶画面で、どこからの
コールかわかるので巡
回中でもすぐにかけつ
けることができます。

ナースステーショ
ン以外でも、移動
しながら通話対応
ができるので、少
ないスタッフでの
応対もスムーズ。

有線型呼出押しボタンは、スピーカーとマイクを一体化しているので、呼出しと同時に相互通話が可能。
ハンディ機器や親機を呼び出し通話ができるので、きめ細やかなサービスに対応いたします。

壁面埋込み型がラインナップに加わりました。
埋込型なので突起も少なくスッキリ。
オリジナルデザインでスタイリッシュ。

レイアウト変更時、ま
た は 既 存 設 備 の リ
ニューアル時に、取付
工事時間が大幅に短縮
できる無線タイプ。

簡易型表示盤として機能するコンパクトな呼出表示盤。
各居室からの呼出しを表示・確認することができます。

システムの親機として、子機からの呼び
出しをディスプレイ表示と音で通知。
有線型呼出ボタンやスタッフ用ハンディ
機器と相互通話も可能です。
倉庫や、休憩室、事務室等に設置して電
話機としても利用できます。

呼び出し表示、相互通話、内線・
外線発信も可能

ハンディ端末同士や、
ステーション・事務
室の親機、居室呼出
ボタンなどと相互通
話ができ、外線通話
も可能。館内放送、
一斉呼出もできま
す。

多機能

相互通話

無線

弱力
対応

外線
発信相互通話

高耐久
防水
防塵

小型でも堅牢構造で壊れにくく、JIS保護等級３相当の防雨構造
で水場にも強いハンディ端末です。

ハンディ機器

有線型呼出押しボタン（相互通話型） 無線型呼出押しボタン

少しの接触で呼出できる
フレキシブルスイッチ

弱力対応型呼出スイッチ

呼出表示盤

多機能表示機（親機）

埋込型標準型（防滴）標準型
相互通話

新登場

PX5相当：内径6 3mmのノズルを使用し 約3mの距離から約12 5L/分の常分の常分分分の常分の常温

着信中
201 山田 着信中

201 山田 着信中
201 山田

※１ ※１ ※１

※1. 大きさはおおよそです。画面ははめ込みイメージとなります。
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入居者
の場合

来客の
場合

社員の
場合

12:00

連携システム・サービス

連携システム・サービス

入退室管理システム 防犯・監視カメラシステム

緊急地震速報連動

●自動ドア連動入退室管理システム

●生体認証システム ●電気錠連動入退室管理システム

自動ドア業界初！リモコンボタン所有者はハンズフリーで通行を
認め、それ以外の人の場合は拒否することができます。これによ
り徘徊防止や居住者の行動範囲の制限などが可能です。

社員の場合IDカードで自動開閉。ID
カードだけでなく指紋認証、顔認証な
ど接続できます。

●顔、指紋、暗証番号、IC
カードを自由に組み合わせ
可能で、最大20モードの複
合認証が可能。
●顔面データ最大登録数
1,500人。
●履歴最大保持数100,000件
●低照度化でも認識可能な
赤外線モードへ自動切替。
●高度なセキュリティが必
要な個所には、1人では解錠
できず、2～5人認証で解錠
する、マルチパーソンルー
ルの設定が可能。

来客の場合には、ドアホンによる通話やカメラドアホン、ネットワークカメラで相手を確
認し、固定親機やハンディ端末のワンタッチ操作で電気錠の解錠ができます。

玄関

着信中
001　玄関

配線不要でコードに足を引っ掛け
る心配のない無線式の離床セン
サーです。
無線センサーからの反応を受信機
で受け、Yuiコール制御装置から親
機やハンディ端末を呼出すること
ができます。

可変式の呼出バーを軽く
触れるだけで呼出。棒状
に伸ばすこともできるの
で、足もとに設置すれば
足での呼出操作も可能で
す。有線式、無線式があ
ります。

●弱力対応型呼出スイッチ●無線離床センサー

遠隔施設連携

徘徊・弱力対応システム

※緊急地震速報はその性質上、震源が近く速報が間に合わない場合や、予想した震
度の誤差、地震以外の要因（故障等）による誤報がある場合があります。

※システムの接続方法によって、呼出す端末等が異なります。※1. 定額利用料や、別途通信費はかかる場合がございます。

緊急地震速報とは？

地震波には伝播速度が速い「P 波（初期微動）」と、伝播速度は遅いが大きな揺れを起
こす「S 波（主要動）」があります。「緊急地震速報」は、この速度差を利用し、強い地
震が到達する数秒～数十秒前に通知するシステムです。 

地震計

地震計

S波
（約４km/ 秒） P波

（約７km/ 秒）

震源
速報

速報

速報

気象庁

LAN

LAN LANinformation

ドーム型カメラなら限られたス
ペースを広範囲にチェック可能

3:54

裏口など、外の監視、
防犯に

通用門など食堂や憩いスペース

カメラのセンサー反応をハンデイ端末に通知できるほか、PCや
スマートフォンで映像の確認・操作ができます。

「離れた別施設」や公道を挟んだ「別館」などの呼出を内線化（無料通話）

VPN接続や独自内線化により、離れた施
設同士をネットワークで結ぶことができ
ます。

呼出ボタンや親機、ハンディ端末から離
れた場所にある施設を直接呼出すことが
できます。また、その際のネットワーク
内の通話料金は無料※１

夜間など人手が少なくなる時の対応に、
近隣のグループとの連携ができますの
で、少ない人数での地域施設運営がス
ムーズになります。

本館

別施設

ハンディ端末で解錠 固定親機で解錠

玄関

玄関

施設の出入口の管理もYuiコールなら連動、連携可能です

気象庁が配信する「高度利用者向け緊急地震速報」を利用した速報システムと連動。速報を受信すると
事務所の固定電話やスタッフ用PHSに通知することができます。

時間外（夜間等）に人が通った場合、カメラが録画を開始します。また、各
種センサーの反応を受け、子機にメッセージを送信することもできます。

VPNまたは

内線化接続

呼出

通話料は無料

201 号

201011

または

呼出

受信機

弱力対応スイッチ

センサー
検知範囲

無線送信 有線又は
無線送信

Y
u
i
コ
ー
ル

制
御
装
置
へ

受信機無線センサー

Y
u
i
コ
ー
ル

制
御
装
置
へ

※1

※1

※ナブコシステム（株）製 自動ドアシステムと連携

ドアホンや入退室管理装
置との連携で受付対策

受付や出入口に
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メール通知など、ネット
ワークカメラとの連携
で、セキュリティ対策が
可能です

マイク、スピーカー装
備で双方向通話が可能
な有線型押ボタン

マイク、スピーカー装備で双方向通
話が可能な有線型埋込み式押ボタン

マイク、スピーカー装
備で双方向通話が可能
な有線型押ボタン

出入口のドアホンとしても使
えるデジタルインターホン

デジタル表示盤として大型ディスプレ
イへの表示や呼出履歴を保存すること
ができます。
別途、対応記録管理、報告作成システ
ムとの連携も可能。

ナースコール・コードレス・電話機能を
備え、拡張性を兼ねそなえた「オールイ
ンワン交換機」

簡易型表示盤としても機能するコンパ
クトな表示装置

居室からのコールを表示しコードレスホン
の呼出や外線通話が可能な多機能表示機

水に濡れても大丈夫な防雨タイプのハ
ンディ端末。落下にも強いタフ設計。
転倒発報対応。

通信距離最大約100m
の無線式呼出ボタン。
中継機による延長も可
能

水場用押しボタン
トイレ・浴室などに

可動性のあるバーを軽
く触れるだけで呼出

呼出を表示し復旧
（復旧ボタン付のみ）

表示が分かりやすく、
使いやすさを追求した
廊下灯（多居室用）

多機能ボタンで転送や外線通話も可能な
多機能ハンディ PHS端末

一台で３chの PHSコードレスホンを中
継できるマルチゾーン対応 PHS基地局

水場でも安全に使用できる防水コードレ
ス。浴室や水場回りでの使用に最適

卓上型コードレス、配線不要なワイヤ
レス多機能表示機

ワンタッチで受付に呼び出しすることが
できるスタイリッシュな単独電話機

入居者のベッドからの
移動等を検知して呼出

日本消防検定協会認定
アッテネーター付ス
ピーカー

顔認証、指紋認
証、暗証番号、非
接触IC認証

呼出を光で通知します

着信中
201 山田

構成機器・端末

構成機器・端末

各種オプション

インカム、

ヘッドセット（ ）

IX-ECS-N(2)型式

寸法
（mm）

790×430×315

●Yui コール制御装置
(３時間対応停電用バッテリー内蔵)

●デジタル多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

型式

寸法
（W×H×Dmm）

183×88×245

●無線多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

型式

寸法
（W×H×Dmm）

186×88×245

●呼出表示盤

IX-DSS-E(WHT)型式

199×219×56

●呼出表示・管理PC

型式

寸法
（W×H×Dmm）

44×142×17.5

●PHS コードレスホン
( 多機能タイプ )

●受付用電話機

型式

寸法
（W×H×Dmm）

135×94×198

型式

寸法
（W×H×Dmm）

48×135×22.5

●PHS コードレスホン
( 防雨高耐性タイプ )

●PHS コードレスホン
( 防水タイプ )

301JR型式

寸法
（W×H×Dmm）

43×128×14

ステーション機器

JACOB JENSEN T-3

DC-BS5型式
寸法

（W×H×Dmm）
146×136×41.5
（アンテナを除く）

●PHS 基地局
( マルチゾーン３chタイプ )

●集合廊下灯

●トイレ・浴室用
押しボタン

●有線通話型
呼出押ボタン
（双方通話対応）

●標準廊下灯
（復旧ボタン無 /付）

型式
型式 型式

型式

型式

●有線通話型
呼出押ボタン
（双方通話対応）

呼出押ボタン
（双方通話対応）

型式

その他機器 / 各種センサー

居室用機器

●人感センサー●デジタルインターホン

●パトライト

型式

●壁掛形スピーカー

型式

●弱力対応型
呼出スイッチ

型式

型式

AKSW

●無線型
呼出押ボタン

型式 ICSW

●無線型
離床センサー

Y-DDPH
(P)(W)

HYNF-4 HY-SU

HY-1

WH-A

DDPH(BE1)(G)

●マットセンサー●生体認証システム

●Webカメラ

IX-24KT-N(WHT)

DC-PS9(S) DC-PS8

DC-KTL2

Yui-D

●埋込式・有線通話型

型式 W-DDPH(Wi)

WS65771

CS-295LA

型式 BM-BS

（mm）
寸法
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システム構成例（系統図）

システム構成例（系統図）

LFアンテナ

携帯機
コントローラ

UHFアンテナ

LED ブザー

マットセンサー

システム制御装置

電気錠（入退室管理システム）
無線認証自動ドアシステム
（入退室管理システム）

ナースコールシステム

ネットワークカメラ
ドアホン 単独受付電話機（防犯・監視システム）

各種センサー
（防災システム）

公衆電話網
光電話網
施設間内線

インターネット回線

ナースステーション等

事務所 /スタッフルーム等

巡回スタッフ

出入口/通用門/受付　等

PHS コードレス
( 防水タイプ )

PHS コードレス
( 高耐久タイプ)

PHS コードレス
(多機能タイプ )

PHS 基地局

埋込式呼出押ボタン

※接続については簡略化しており、実際の接続と異なる場合がございます。また、画像はイメージです。

集合廊下灯

集合廊下灯
（復旧ボタン）

集合廊下灯

カメラ録画サーバ
（防犯・監視システム）カメラ表示ディスプレイ

Yuiコール

既存ナースコールシステムとの連携

居室・共有スペース

居室A

居室C

居室D

共用トイレ

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

共用トイレ

呼出ボタン
（トイレ・浴室用）

マットセンサー

各種センサー
（防災システム）

壁コンセント
押ボタン

呼出押ボタン
（相互通話可能タイプ）

廊下灯
( 復旧ボタン )

廊下灯
( 復旧ボタン )

共有スペース

呼出
インターホン

灯 壁コンセント壁コンセント

マットセンサー

各種センサー
（防災システム）

多機能表示機 呼出表示盤
（内線・外線通話機能付）

多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

多機能表示機

留守番電話装置内線・外線通話録音装置 放送装置（緊急放送等）

（内線・外線通話機能付）

居室B

中継機

表示灯

復旧ボタン

復旧ボタン

集合廊下灯
（復旧ボタン）

マットセンサー

各種センサー
（防災システム）

無線式
呼出押ボタン

約３時間対応
非常電源

バッテリー内蔵

緊急地震速報装置

館内放送

Call

壁面埋込式
双方通話対応（ ）

管理 PC

着信中
201 山田

見守りカメラ

生体認証システム



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A00410064006F006200650020005000440046002030D730EA30BB30C330C800200033005D0020005B514330683059308B30BB30C330C80020003A0049006C006C007500730074007200610074006F00720020521D671F8A2D5B9A005D00200049006C006C007500730074007200610074006F0072002030D530A130A430EB3092002000410064006F006200650020005000440046002030C930AD30E530E130F330C83068305730664FDD5B583059308B58345408306E521D671F8A2D5B9A3067305930024FDD5B585F8C306B00200049006C006C007500730074007200610074006F0072002030677DE896C63059308B5834540830010049006E00440065007300690067006E0020306A3069306E30EC30A430A230A630C830A230D730EA30B130FC30B730E730F330674F7F75283059308B583454083001307E305F306F30D530A130A430EB306E75289014304C4E0D660E306A58345408306B306F30013053306E8A2D5B9A30929078629E30573066304F3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


