
三井住友ファイナンス＆リースグループ

“所有から利用・共有の時代”の
 価値をご提案します。

IT機器

これからの時代に
不可欠な
最新のIT技術を
スムーズに導入介護機器

あらゆる面から
介護事業を支える
サービスを提供

ロボット、その他

省人化、非接触が
求められる場所で
最先端の機能を活用

計測器

5G時代の
最先端機器開発に
必要な計測器を
レンタルで

詳しいサービス内容は、当社Webサイトをご覧ください。
https://www.smfl-r.co.jp/

〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号
TEL 03-5226-5020（代表）
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お客様

パートナー様
販売促進/

レンタルの取組

パートナー
シップ体制 柔軟な

商品開発力

グループ力
三井住友銀行／三井住友ファイナンス＆リース／住友商事

在宅勤務やリモート会議など、これからの時代の
New Normalをレンタルで支えます。

持続可能な社会へ向けて

Rental as a Service
の進化へ New Normalへの対応

P3,4

高齢化が進んでいくなか、
介護業界全体に貢献できる活動に挑戦しています。

高齢化社会への対応

今後ますます普及していくであろう「5G」への対応に向けて、
必要な環境をご提供します。

５Gの普及

1 2

労働人口の減少を解決するロボットのレンタルや
あらゆる分野に貢献するロボットソリューションをご提案します。

IoT Robotics活用

レンタルのスキームを知り尽くした強みを活かして
多くのパートナーやお客様とともに、
最先端の DX Innovationのより効果的な活用にチャレンジします。

P5,6

P7,8

P9,10
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お客様側で利用状況をご確認いただけるサービスです。
Webサイト上での照会、CSV形式での出力が可能です。
簡易的な資産管理としてご利用いただくことができます。
※詳しくは当社営業担当者までお問合せください。

Rental Service１ IT機器

これからの時代に不可欠な
最新のIT技術をスムーズに導入

自社のICT活用を常に最新機器で

#在宅勤務を支援

通信回線付きレンタル 

Just in Mobile
（LTE回線）

モバイル端末
レンタル

Life Cycle Managementで
レンタル、リユース、リサイクルの新しい３Rにもトライ

menu

日進月歩で技術が進化し、次々に新製品が登場するICT機器を、
レンタルならいち早く、最適なコストで使用できます。

地球環境負荷を抑制する３Rの第一はReduce（減らす）でしたが、
今やRentalでさらに負荷を抑制できる時代になりました。

高速のLTE回線とセットでモバイル端末をレンタルすることで
ワンストップで使用できます。

PC サブスクリプションプラン 
PCレンタルを定額制にすることで、問合せ、故障対応から
保険まで含んだプランが利用できます。

テレワーク支援プランも好評です 
PCに加えてリモート会議用のソフトウェアもセットでレンタルに対応するなど、
様々なご要望にカスタマイズでお応えするプランもご提供しています。

長期間レンタルでTV会議システムの効率的活用を支援
高価なTV会議システムは、レンタルで使う時代。
1年から柔軟な期間設定が可能で、設置・保守サポートも一式で提供しています。

Officeソフト、ウイルス
対策ソフト、暗号化ソフ
ト、MDMを選ぶことが
可能です。

機種・仕様選定
購入先選定

・タブレット/モバイル機器
・パソコン/周辺機器
・サーバー/ネットワーク機器
・Just in Mobile 
 （通信回線付きレンタル）

レンタル契約照会システム　Jasper2（ジャスパー2）

レンタル契約照会システム

調達

導入

保守 管理

リユース

予備機の保管
修理手配
交換品手配
再キッティング

Jasper2
（請求管理・資産管理）

調達から廃棄まで、
全て当社に

お任せください。

資源の再利用など

引取
データ消去
廃棄手配

ハードウエアチェック
クローニング
各種個別設定
ご指定場所への納品
現地作業支援

PC本体 問合せ窓口 故障対応 動産総合保険

まとめて月額課金

オプション
サービス

Just in Mobile

Jasper2

SMFL RENTAL CO.,LTD

3 4
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洗浄室 乾燥室

オゾン発生装置 微酸性電解水生成装置

Rental Service2  介護用機器

あらゆる面から介護事業を
支えるサービスを提供

介護・福祉のお役に立つために

掃除ロボットWhizや移乗介助ロボットが
介護施設で活躍しています

パラマウントケアサービス（株）の
代理店「サンネットワーク東京」として、
介護福祉用具の卸レンタルを行っています。

充実の商品ラインアップ

menu

高齢化が進んでいくなかで、「介護」の重要性はますます高まっていきます。
当社では、介護を受ける人だけでなく介護事業で働く人も
サポートできるレンタルサービスを提供しています。

ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった移乗動作をサポートするロボットや、AIを搭載した掃除ロボットなど、最新の
テクノロジーで介護・福祉施設を支えています。

介護従事者を対象とした講座を開催
介護ショップやケアマネージャーなど介護従事者を
対象に、定期的に講座を開催。
高齢者や障がい者といったサポート利用者の意図を
汲み取り、ケアにおける対人理解を深めるための
取り組みを推進しています。

身体の状況や生活動作
に応じて、さまざまな人を
対象とした幅広い
商材を取り扱っています。

品質管理
洗浄室、乾燥室のほか、
オゾン殺菌機、微酸性電
解水生成装置など専用
の設備を備え、繰り返し
使用しても安心・安全な
レンタル商品を提供して
います。関東4拠点の

サービスネットワーク
2020年に柏メンテナンスセンターを新設。メン
テナンス機能をさらに強化したことで、これまで
よりも充実したサポートサービスが可能です。

・ベッド
・歩行器
・車いす
・介護ロボット
・その他

2019年9月～10月の2か月間、「いきいき茨城ゆめ国体2019」「いきいき茨城ゆめ大会2019」の来場者
向けに、当社が取り扱う車いす137台を貸し出しました。今後も、こうした地域貢献の取り組みを続けて
いきます。

「いきいき茨城ゆめ国体2019」「いきいき茨城ゆめ大会2019」へ
車いすを提供

パラマウント
ケアサービス

介護
ショップ

ご利用者様

水戸
つくば

柏
柏メンテナンスセンター城東

貸与

返却

SMFLレンタル

メンテナンス 保管

消毒

移乗介助ロボットを利用した介護 自動掃除ロボット Whiz

NEW

#高齢化社会への貢献

5 6
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Rental Service３ 計測器

５G時代の最先端機器開発に
必要な計測器をレンタルで

#最先端技術のスタートはここから

#最先端技術のスタートはここから

自動車関連

ADAS・自動運転の評価に

データセンター

次世代の技術開発支援に

再生可能エネルギー

技術革新を支える仕事

最新鋭の技術をいち早く利用できるよう、
多種多様な計測機器をレンタルで提供します。

menu

・先進自動車技術の開発
　Connected（コネクテッド）
　Autonomous（自動運転）
　Shared & Services
　（シェアリング／サービス）
　Electric（電気自動車）

・通信品質管理
・稼働状況の確認

・ノイズ対策評価
・電力測定
・保守・メンテナンス

・電波・無線計測器
・光通信測定器
・電源関連機器
・その他各種計測器
・各種測定ソリューション

5G通信機器の
研究・開発に
・通信インフラを支えています
・ローカル5G導入支援サービスも提供

その他

動産保険
- 弊社がレンタルとしてご提供す
る計測器類には動産保険を付保
しております(一部例外を除く)

機種選定
- お客様の用途に合わせ、最適な
計測器を選定いたします

校正代替
- レンタル期間中に校正が必要と
なる場合は代替機をご用意いた
します

サービス

受託試験
- 各種受託試験サービスをご提供
・EMC
・ADAS試験
・材料特性（誘電率測定）
・振動試験
・環境試験
・適合試験    　　...など 

認証試験
- パートナー企業によるコンサル
ティングや適合試験

設　備

計測器
- 電子計測器や記録装置など
最新機種をレンタルにてご提供

-

ラック
- 複数の計測器を収納するラックも
レンタルにてご提供

治具・コンポーネント
計測時に必要な治具も計測器と
セットでレンタル

遠隔計測
- 測定現場での長期監視や保守に
遠隔計測システムをご提供

自動車走行試験場
- 車両･テストコース･ドライバー
を計測器とまとめてレンタル

ソフトウェア開発
- 自動測定など新たに開発した
ソフトウェアもレンタル可能

環　境

7 8
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５G時代の最先端機器開発に
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Rental Service4  ロボット、その他

省人化、非接触が求められる
場所で最先端の機能を活用

必要なときに必要なだけ利用

人手不足、生産性低下・・・
“ロボトライ”でロボット導入への挑戦をサポートします

さまざまな場面でお客様の課題解決をサポートする
次世代ロボットのレンタルサービス

menu

レンタルは、常に最先端の商品を必要な時に必要な場所で必要な期間だけ使うこ
とができる仕組みです。
当社は短期・長期いずれの利用でも、ご要望に合わせてお客様にとってのメリットを
最大化した商品を提供します。

「ロボット」と一口に言っても、アーム型の作業ロボットはもとより、今ではドローンや自動走行・運搬ロボット、
コミュニケーション支援ロボットなど、多種多様な機種が私たちの暮らしや産業を支えています。
当社はこれらを最適なソリューションとしてレンタルすることで、様々な場面で課題解決に貢献します。

・各種ロボット
　パーソナル、運搬用、
　物流用、産業用　など
・LED照明　　ほか

#人に寄り添うロボット

新時代のコミュニケーションロボット「temi」で
会いたい人、行きたい場所へいつでも瞬間移動

Tokyo Robot Baseはロボットの今後の役割を
パートナーと一緒に考えるスペースです

「Tokyo Robot Base」では、自動搬送ロボッ
トの走行デモンストレーションの他、アシスト
スーツや協働ロボットの安全機能等を体験し
て頂くことが可能です。また、セミナースペース
では安全セミナーをはじめとした各種セミ
ナーの開催等、様々な企画を予定しています。

AI搭載のロボットがモニター
画面に遠隔から利用者を映
し出せることで、まるで瞬間
移動のように、遠隔地からの
コミュニケーションを可能に
します。アイデア次第で様々
な効果を発揮します。

お客様
お客様

どうしたらいいのか・・・

人手不足

単純作業

品質低下

SMFL
レンタル SIer※

※ SIer＝ロボットシステム インテグレータ

ロボトライを
導入すると

課題抽出
仕様定義

設計・
納入前テスト

作業効率化
品質安定 ソーシャル

ディスタンスの確保

スムーズなロボットシステム導入を
お手伝いします

ロボトライ
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三井住友ファイナンス＆リースグループ

“所有から利用・共有の時代”の
 価値をご提案します。

IT機器

これからの時代に
不可欠な
最新のIT技術を
スムーズに導入介護機器

あらゆる面から
介護事業を支える
サービスを提供

ロボット、その他

省人化、非接触が
求められる場所で
最先端の機能を活用

計測器

5G時代の
最先端機器開発に
必要な計測器を
レンタルで

詳しいサービス内容は、当社Webサイトをご覧ください。
https://www.smfl-r.co.jp/

〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋二丁目１番１号
TEL 03-5226-5020（代表）
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