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■ 新商品「ポカらく」開発について

高齢者が本当に欲しかったサポーター「ポカらく」を発売
ベネッセスタイルケア「ベネッセ シニア・介護研究所」と共同企画開発

～高齢者向けホームのご入居者、理学療法士・職員の皆様と共に1年をかけて商品化～

　サポーターのメーカーでもある当社は、「リビングラボ」というユーザーと企業における共創型の
開発手法を通じ、「本当に欲しかったサポーターの開発」に着手しました。
　この取り組みでは、ベネッセスタイルケアの高齢者向けホーム「リハビリホームグランダ鵠沼・藤沢
（神奈川県藤沢市）」のご入居者、理学療法士・職員の皆様のご協力をいただき、商品を開発。新
商品「ポカらく」をオンラインストアにて2022年3月23日、販売開始いたします。なお、「リビングラ
ボ」を通じた商品開発にあたり、ベネッセスタイルケアの社内シンクタンク「ベネッセ シニア・介護研
究所」に監修していただいております。

　「既存のサポーターにはない付加価値」をキーワードにご入居者の声をお聞きしながら、開発を
すすめました。「圧迫感がある」「はきにくい」などの使用感はもとより、もう少しここがこうなれば･･･と
抽象的で顕在化しない課題の解決に取り組みました。またご入居者をサポートする立場の理学療
法士・職員の皆様にもご協力いただき、ご高齢の方々の膝や脚に関する困りごと、悩みを調査。コロ
ナ禍で、直接会う機会が限定されましたが、リモートミーティングなどを重ね、1年の歳月をかけて
商品化に至りました。

　モリトジャパン株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：小島賢司／モリト株式会社子
会社／以下、当社）は、株式会社ベネッセスタイルケア（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 :
滝山 真也）の社内シンクタンク「ベネッセ シニア・介護研究所」の監修により1年をかけて開発した
「ポカらく」を商品化し発売いたします。



■ コンセプトと 5 つの特徴

快適温活サポーター

1.　コラーゲンの保湿力による潤いのベールで包み込む

2.　段階着圧サポートで脚を優しく引き締め

3.　吸湿発熱繊維の暖かさで脚からの温活効果

4.　素材の保温効果により膝が冷えにくい

5.　ショートタイプはふくらはぎへの装着が可能

※詳細は、別紙の資料をご参照ください

※詳細は、別紙の資料をご参照ください

実感できる暖かさ
東レの吸湿発熱繊維【ウォームサーバー®】を使用
東レ㈱の特殊技術によるアクリルとウールが生み出す吸湿発熱機能。

身体から発する湿気を吸収して発熱。初期温度より3℃以上の発熱効果があり、優しい暖かさを実感していただけます。

柔らかい肌ざわり
カネカの再生コラーゲン繊維【LUXAIRE( ルクセア )®】を使用
コラーゲンが主成分の潤い機能。高い吸放湿性により蒸れを防ぎ、快適にご使用いただけます。

人にも地球にも優しいオーガニックコットンと混紡、
肌への優しさをプラス！

肌側に【LUXAIRE( ルクセア )®】、外側に【ウォームサーバー®】を
使用した二重構造なっており、暖かさのベールで脚を包み込みます。

効果を引き出す二重構造
LUXAIRE( ルクセア )®

ウォームサーバー®ウォームサーバー®

LUXAIRE( ルクセア )®

締め付け感軽減
特殊な『高伸縮のびのび構造』により伸縮性を持たせ、包み込むような
フィット感でズレを防止します。
さらに履き口無縫製仕上げとする事で伸びやすく、装着しやすくなっています。

やさしい弱着圧
装着時に抹消からの段階着圧によりすっきり感が得られ、
シニアに優しい独自の弱着圧設計でじんわり加圧！
締め付け感が苦手な方でも安心して長時間装着していただけます。
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吸湿（率）試験
試験機関：カケンテストセンター
試験内容：ポカらく Poka RAKUと既存化繊サポーターを絶乾状態とし、温度 40℃×湿度 90%の
　　　　　環境下での吸湿量を測定する。

ポカらく Poka RAKUは最大で約 6%の吸湿率を示し、試験結果

ウール混紡アクリル既存品
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当社既存品の３倍の水分保持を実現

ウール混紡アクリル既存品

ポカらく Poka RAKU

ポカらく Poka RAKU

試験機関：カケンテストセンター
試験内容：2021 年３月に制定された JIS 規格（JIS L 1952-1）に即した自主測定する。 

最大発熱温度 1.6℃以上、比較対象品との最大温度差 0,5℃以上が評価条件。

吸湿発熱性試験

ポカらくPoka RAKUは最大で 3.3℃の発熱温度を示し、試験結果

当社既存品の２倍の発熱効果

ポカらく Poka RAKU
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衣服圧試験
試験機材提供：東京都立産業技術研究センター
試験内容：70 歳代女性平均値トルソーに加圧測定装置（AM3037-10）の
　　　　　センサーを取付け、ショートタイプ・ロングタイプの着圧力を測定。

試験結果：【ロングタイプ】下腿下端部を最大値（21.5HPa）とした段階着圧を示す。
【ショートタイプ】神経・血管が集中する膝裏部分を最大値（7.7HPa）とした着圧を示す。
　　　　　　　　 ショートタイプを下腿部に装着させた時は、下腿下端部を最大値（18.2HPa）とした
　　　　　　　　 段階着圧を示す。
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優しくサポート 弱着圧を実現

■ 性能実証データ

※詳細は、別紙の資料をご参照ください

※詳細は、別紙の資料をご参照ください

・当社既存品の 3 倍の水分保持を実現

・当社既存品の 2 倍の発熱効果

・弱着圧を実現

　ご入居者の声を直接伺えたことで、高齢者向けサポーターの課題が浮かび上がり、これまで製品
化してきたサポーターよりも着圧感・履き心地を重視する必要があると感じました。長年培ってきた
データや経験を活かし、新素材再生コラーゲン繊維(ルクセア®)を使い、弱着圧構造による高齢
者向けの優しいサポーターを開発することができました。

■ 開発担当者のコメント

■ 商品概要

商品名

ラインナップ

サイズ

素材

価格

発売日

購入方法

コラーゲン配合 潤いサポーター「ポカらく」

ショートタイプ(ひざ・ふくらはぎ兼用/フリーサイズ)
 ロングタイプ(ひざロング丈/フリーサイズ)

膝まわり・ふくらはぎ最大径 30～45cm

アクリル 35%、綿(オーガニック)24%、ポリエステル 20%、
半合成繊維(再生コラーゲン繊維)16%、毛 4%、ポリウレタン 1% 
※肌に当たる部分は再生コラーゲン繊維とオーガニックコットンのみ

ショート:1,900 円(税込)、ロング:2,400 円(税込)

2022年3月23日(水)

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/morito/



モリト株式会社は、1908 年ハトメ・ホックの仲買商として大阪の地に創業。110 年以上にわたり、
アパレル 付属品を企画・開発・販売。2019 年6 月に持株 会社体制へと移行、純粋持株会社である
モリト株式会社と、事業会社であるモリトジャパン株式会社に 分割。世界 12 ヶ国・20 社のグル
ープ会社と連携してグローバルに事業を拡大。パーツの総合商社であ りながらメーカー機能も持ち
合わせ、保有する特許・意匠数は 250 件以上、取り扱いアイテム数は 10 万 点超。ハトメ・ホック、
マジックテープR(面ファスナー)、靴の中敷き、自動車マットエンブレムの分野で は、国内市場 No.1
 のシェア(当社調べ)。近年は、サステナブル関連プロジェクト「C.O.R.E.」やアパレ ルのオリジナル
ブランド「ALL WEATHER HIGH SPEC WEAR」、防水素材バッグ「ZAT」や「ZAB」といった
製品事業も幅広く展開。

■ モリト株式会社について

■ ベネッセ シニア・介護研究所について

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 4 丁目 2 番 4 号 
☎ TEL:06-6252-3550 
【担当】RP営業部 矢野

■ 本件に関するお問合せ

■ 株式会社ベネッセスタイルケアについて

http://www.morito.co.jp/hd/

https://www.benesse-style-care.co.jp/

教育・介護など人の営みに深く関わる事業を軸に展開しているベネッセグループの事業会社として、
高齢者介護サービス事業・高齢者住宅事業ならびに保育事業・学童事業を展開しています。ベネ
ッセグループとして 1995 年に介護事業をスタートして以来、都市部の住宅地を中心に老人ホー
ムの開設を進め、「その方らしさに、深く寄りそう。」ことを大切に、現在高齢者向けホームを343拠
点運営、約 16,800名のご入居者が利用しています(2022年 3 月 1 日現在)。

ベネッセグループの 20 年を超える介護事業運営の中で培った介護の知見と、多くの高齢者が生
活する現場を持つことを強みとし、超高齢社会に役立つ調査・研究と、社会や介護業界全体に対
して発信・貢献をすることを目的として、2015 年 11 月 11 日に設立されました。様々な調査・研
究を通して、現場の実態や高齢者・介護スタッフの声を発信するとともに、高齢者・介護に関する未
解決のテーマの調査・研究に取り組み、「年をとればとるほど幸せになる社会」の実現に貢献してい
ます。

https://www.benesse-style-care.co.jp/lab/


