THE PERSONAL SECURITY SYSTEM IS DECIDED BY

パーソナル セキュリティシステム

PUTBUN. ぷ っ と バ ン
To reduce an imminent risk!

家族のリスクを低減する
In Japan, the ratio of among the
total population person who is 65 or
older (ageing rate) is higher than
25.0%.
日本では、総人口に占める 65 歳以上の人の
割合（高齢化率）は、25.0％を超えている。
There is the national policy of caring
for a person requiring care at home,
we develops the personal security
[PUTBUN・ぷっとバン]

system PUTBUN to support a family.
要介護者を自宅で介護する国の方針もあり、
要介護者を見守るパーソナル セキュリティシス
テム「ぷっとバン」の開発を行う。
PUTBUN watching movement of the
person requiring care to realizes
reduction of the risk.

家族コール

ぷっとバンが目指すリスクの低減は、要介護者
の移動を見守ることです。


Notify a family from a bed.
見守る人をベッドから呼ぶ
（要介護者を立たせない）

離床センサー



Stand up from a bed.
ベッドから立ち上がる



Leave the room.
部屋を出る



In to the bathroom.
トイレに入る・風呂に入る



Go out.
外に出る



Get into a car.
車に乗る

Call a smartphone

スマートフォンに通知する
In personal security system

使用中

PUTBUN, the point informing a
phenomenon is an individual.
Therefore, it is desirable to be the
device which an individual has. It is a
smartphone.
ぷっとバンは、気になることが起きた時に通知す

Diagrammatical view of the
PUTBUN

る先は個人であることから、個人が携帯してい

ぷっとバンの概略図

ォンを使用することにした。

【スマートフォンとの組み合わせ】
アプリケーションをダウンロードして使用します。

る機器であることが望ましい。そこで、スマートフ

Watching the person
requiring care

要介護者を見守る
The sensor for watching movement
アプリケーションで広がる可能性！

of the person requiring care
considers following point to setting
the place of human moves.
要介護者を見守るセンサは、人が移動する場

Target user


A home.

使用する人


一般の家庭

所に設置するため、以下の点を考慮する。


Small and Pretty.
小さい、かわいい



Group



グループ ホーム


home.

Battery lasts long time.
電池が長持ち

Business method
Business method


Sale of the

ビジネスモデル


デバイスの販売



アプリケーション

device.


Sales

ビジネスモデル
Sales of the device, Sales download
software.

download

のダウンロード

For example, simple applications that

software.

販売

can be downloaded for free.
ぷっとバン・デバイスの販売と、用途別アプリケ
ーションのダウンロード販売を行う。基本となるシ
ンプルなアプリケーションは、無料のダウンロード
を想定している。
ぷっとバンは、アプリケーション次第で発展する
可能性があるため、通信仕様を公開することに
より、アプリケーションの種類を増やすことも考え
られる。

Suggestion of new usage

新たな用途への提案
Door Bell Chime Motion Sensor
Wireless Alarm for Office Visitor.
店舗の入り口に設置して、お客様の来店を知
らせる「来客センサ チャイム」への参入。

PUTBUN adds outside a house and
regenerate the voice of the dog,
inside a house and assume it a
security sensor.
家の外に設置して、家の中ではアプリケーション
の愛犬が吠える「防犯センサ」への参入。

The completion time of a
development system - March 2016.
開発システムの完了時期 - 2016 年 3 月
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