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日本郵便

https://www.post.japanpost.jp/

『スマートスピーカーを活用した郵便局のみまもりサービス』
日本郵便が岐阜県大垣市における『ひとり暮らし高齢者等見守り実証事業』を受託
日本郵便（東京都千代田区）では、

結果の把握や写真・動画・メッセージ

『スマートスピーカーを活用した郵便

の送信ができるほか、『Alexa』に登

局のみまもりサービス』を活用し、岐

録して利用者とビデオ通話をすること

阜県大垣市（庁舎：大垣市丸の内）が

が可能となる。

実施する『スマートスピーカーを活用

また、利用者は、スマートスピーカ

したひとり暮らし高齢者等見守り実証

ー上で音声・ビデオ通話機能を利用す

事業』におけるサービス提供を受託し

ることで、『Alexa』を利用する家族

た。

などと非対面・非接触によるコミュニ

実証の対象となるのは、大垣市内

ケーションをとることも可能なほか、

に居住の高齢者（同市により指定）で、 ニュースやラジオ情報など、
『Alexa』
実施期間は 2023
（令和 5）年 1月 16

を通じたエンターテインメント機能を

日
（月）～同年 3月 15日
（水）を予定。

利用することも可能となるのも特徴。

本実証事業の内容としては、日本郵
便で独自開発・管理する Webアプリ
ケーションおよび Alexaスキルが、こ
のサービスの利用者の自宅に設置され
「たスマートスピーカー」を通じて、
利用者の生活リズムにあわせて生活状
況、服薬状況、食事および睡眠の状況
などを確認するというもの。利用者の
家族などは、自身のスマホやタブレッ
トなどを通じて利用者の生活状況確認

シニアが元気になると
日本が元気になる！
元気シニア倶楽部
会員募集中！
！
──入会費・年会費なし──
一般社団法人

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4−4−5 第3 伊藤ビル 4 階
tel.050-5533- 3100 fax.03-5791-5859 Email. info@genkisenior.com

利用者に対しては、郵便局社員が訪問
などを通じて、スマートスピーカーの
利用促進などのフォローを行うとして
いる。
日本郵便では今後について「高齢者
向け住宅や不動産管理会社などの法人
へのサービス提供を行い、高齢者見守
りのほか、介護予防や健康増進などの
さまざまなニーズに応えるべくサービ
スを充実してまいります──
（同社）
」
としている。
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「エアバッグ」付きカジュアルウェアで骨折予防
『コロバンエアシリーズ』新商品

カジュアルウェア仕様発売／Spirit of Wonder

Spirit of Wonder（東京都杉並 の状況をスマホから確認するとい
区）では、高齢者の転倒によるケ う使い方もできるとのこと。
（製
ガや骨折を防止する『コロバンエ 品そのものに GPS 機能は無く、見
アシリーズ』の新商品を 10 月 30 守り用アプリで装着者のモニター
日より日本国内向けに発売した。
をするには、装着者が『コロバン
『コロバンエアシリーズ』は、カ エアシリーズ』の新商品使用時に
ジュアルウェア（ジャケット、ベ 装着者用のアプリをインス
スト、パンツ）に「エアバッグ」 トールし、アプリの設定を終
を内蔵。装着者の転倒動作を着地 えたスマホを携帯しているこ
前に感知して、
「0.18 秒」でエア とで可能となる）
バッグが開くというしくみで、転
ウェアには種類があり、
『コ
倒の衝撃を 90％軽減できるという。 ロバンエアベスト』
（頭部・肋
さらに、スマホ専用アプリを使 骨・鎖骨等の上半身骨折を予
うと、装着者の位置情報と転倒時 防）
『コロバンエアジャケッ

ト』
（肋骨・鎖骨・上腕骨・頭部等
の骨折を予防）
『コロバンエアパン
ツ』
（大腿骨頚部の骨折を予防）な
ど、保護したい箇所にあわせて骨
折リスクの高い保護部分を守るた
めのアイテムも選べるのだという。

https://spow.co.jp/

「動きが無いとき」にだけお知らせする高齢者見守りサービス
ドアセンサータイプ『ひとり暮らしのおまもり』提供開始／ビーラボ
高齢者見守りサービス
『ひとり暮
らしのおまもり』
（ビーラボ／東京
都千代田区）の提供が、2022年 11
月 11日より開始された。
『ひとり暮らしのおまもり』は、
毎日開けるドアなどにセンサーを
取り付け、一定時間動きが無い場
合にアプリ通知でお知らせすると
いうシンプルな高齢者見守りサー
ビス。カメラではなく小型のセン
サーを利用するため、見守られる

家族はデバイスを意識せずにこれ
まで通り生活することができると
いう。また、通知は
「動きが無い異
常時」にのみ届くため、
「見守る側」
も気にしすぎることなく、
「お互い
に適度な距離間でご利用いただけ
るサービスです──
（同社）
」として
いる。
ユーザーが必要なものは
「スマホ
と Wi-Fi環境」だけ。工事なども不
要で、
「届いて 10分で始められる」

という。デバイスはレンタル式で、
ランニングコストは月額 770円
（税
込）とのこと。

https://hitori-omamori.jp/

『重曹 超消臭インソール デオドライズ』

デ ア を 考 え、 株 式 会 社 ス

収納する部分を設けたアイ

る重曹を固形化したものを

ン デ ィ ン グ に 挑 戦 中 で す。

の方のため、クラウドファ

とも。そんな臭いにお困り

臭いがこもって気になるこ

体のお困りごとの解決グッ

リーエーから『重曹 超消臭
インソール

ズは大ヒットの可能性を秘

デオドライ

ズ』として、商品化される

めており、結果が楽しみな

発明品です。
（松野泰明）

ことになりました。

長 時 間 靴 を 履 い た 後 も、

（希望者は下記まで）
「発明ライフ・入門」

足の臭いが気にならない強

も気になるもの。家族の靴

無料プレゼント！ 発明ガイドブック

力消臭が自慢のこのイン

ると、重曹の臭い除去効果

や足の臭いもなんとかした

発明アドバイザー 松野MP係 まで

ソ ー ル は、 一 般 財 団 法 人

ボーケン「機能性測定セン

ター」のテストで９９％以

けになるのは不便です。そ

に関する情報は溢れていま

東京都新宿区余丁町７番１号 発明学会ビル
☎ 03（5366）8811 y-matsuno@hatsumei.or.jp

上の消臭効果が認められま
した。

特殊加工の重曹を効率よ

く配置することで、消臭効

果を高めています。また自

然素材の重曹と綿を使用し

ていますので安心してご利
用頂けます。

外出先で靴を脱ぐシーン

だけでなく、帰宅した時に

重曹が悪臭除去に高い効

こで、靴の中が粉で汚れる

い！ という方も多いと思い

脱いだ靴の中から出る臭い
果 が あ る こ と は、 昔 か ら

すが、靴中敷に重曹を使用

冬場もブーツなどを履くと

さ ん か く 夏 場 だ け で な く、

ま す。 ま た、 足 に 汗 を た く

ことない、重曹を使用した

は、中敷き中央に粉体であ

試作品づくりに際して

知っていた発明家の青木文

インターネットで検索す

した商品はありません。

クラウドファンディング開催中 ２０２２年１２月６日まで

『重曹中敷き』を考えまし

超強力 消臭インソール デオドライズ 1足 1,500円（税・送料込み）
その他 サイトをご参照ください

夫さん。靴の中に重曹の粉

当コーナーでは、発明学会（東京都新宿区）のご協力をいただき「情熱の発明品」
をご紹介。子どもや高齢者、
そして生活全般にやさしい「なるほどアイテム」をピッ
クアップします！ 掲載された商品に興味のある方は下記までご一報ください。

た。

生活にやさしい『なるほどアイテム』を探せ

を撒いておくと臭いが取れ

情熱の発明商品・発掘プロジェクト
る の で す。 し か し、 粉 だ ら

〈この商品のお問い合わせは〉

一般社団法人 発明学会

超強力！
！
！ 足の臭いが気になる人に
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ブレーンモンジュ・林野 均 の「シニア〝萬〟遊記 」第62 回

円安：高齢者への影響は？
記録的円安状況が続いています。
輸入品を筆頭に物価がじわじわ（ぐ

ですから、円安の影響はかなり大き

なか思うような動きができません。

いと言えるでしょう。

円安は国外からの旅行者にはメリッ

んぐん？）上昇し食品価格も上がっ

輸入食品の値段が上がることに

トがあり、増加するとは思います

ており、毎日食べるものにもかなり

よって、病院に入院している方、介

が、日本で仕事をして稼ぐとなる

気をつかう状況になっています。こ

護施設に入所している方の食事にも

と、日本人と同じように物価高の影

の円安が特に高齢者に及ぼす影響は

影響が出ているようです。食事が提

響を受けます。むしろ今まで定着し

何があるのでしょうか？少し考えて

供されている場合、簡単には値段を

ていた海外からの介護人材が海外へ

みました。

上げることが出来ないために、質を

流出するおそれもあるようです。

コロナ禍が落ち着いてきて行動制

落とさざるを得ないようです。一般

コロナ禍に続く円安と、どこまで

限が緩和され、海外旅行にもある程

でも「ステルス値上げ」と言って、

我慢が続くのでしょうか。円安は来

度自由に行ける様になり、我慢して

値段は変わらないけど量が減ってい

春には落ち着くという見通しもある

いた高齢者の海外旅行が増加しつつ

ることがあります。同じような現象

ようですが、それまでは隠忍自重の

ありそうでした。しかし円安で海外

が高齢者対象の施設でも起こってい

生活が続くのでしょうか ……。

での買い物が極端に高くつくように

るということですね。

なり、また延期している方もいるよ

介護の人材の問題もあります。日

うです。高齢者に限らず、一般の方

本での介護人材の不足を補うために

でも海外旅行に行くのに躊躇すると

海外の人材にシフトしようとしてい

いう調査結果が出ている様ですが、

た矢先のコロナ禍により、かなり思

特に高齢者の場合には長期間に渡っ

惑がはずれた状況でした。コロナ禍

て船でのツアーに参加するというの

が落ち着いたことによって海外から

が、リタイア後の大きな夢のひとつ

の人材を導入しようとしても、なか

Author／林野

いんにんじちょう

◎画像はイメージです。

均（はやしの ひとし）

プランニング・ブレーン・モンジュ代表／一般社団法人 日本元気シニア総研研究委員

『元気シニアビジネスアドバイザー』資格を取得後、元気シニア総研研究委員として、シニア向け商品
やサービスの取材を「自らのシニア目線」で精力的に行なっている。
https://planningbrain.com

『生活相談員』
講座

ちっちゃいマメをおっきく育て、
夢のある未来を創造します。
株式会社スリービーンズ
http://3beans.jp

L et's enjoy your senior life
元気なシニアライフを
応援します！

デイサービス生活相談員ネットワークの

https://planningbrain.com
シニアのためのコンシェルジュ

プランニング・ブレーン・モンジュ
tel. 090-3682-3310

