
誰もが日常的に使用する“靴“から多くのセンサーデータを取得・蓄積・解析。また靴以外のパーソナ
ルデータやオープンデータと合わせて解析・活用することで、自分自身の健康や社会の安心・安全のた
めに役立ちます。富士通は、センサー開発者、アプリケーション開発者と共創して、ビッグデータの
オープンな活用を目指しています。

お客様のメリット

商品・サービスについてのお問い合わせは

富士通株式会社 デジタルビジネスプラットフォーム事業本部ビジネス推進統括部
〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25 富士通ソリューションスクエア
mail：contact-shoeshub@cs.jp.fujitsu.com

参考出展

interactive shoes hub
次世代センサーシューズ
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 いつも履いている靴から得られるセンサーデータで健康管理、生活改善
 センサーシューズを利用した多種多様なアプリケーションの提供により生活が楽しく豊かに
 ビッグデータによるデータ解析で、健康増進や社会の安心・安全

靴製作者

センサー
開発者

スマートフォン・
アプリケーション開発者

センサー
シューズ

センサーシューズの
日々の利用

お客様

家族・友人

社会

ビッグデータの
長期格納・解析

オープン
データ

パーソナル
データ

センサーシューズ開発者の領域 富士通の重点領域 Webアプリケーション開発者の領域

Webアプリケーション開発

主な展示内容

足の動き、圧力、曲がりなどの多くの情報を靴に内蔵したセンサーで集め、
無線でスマートフォンに送り活用します。将来的にワイヤレス充電が可能と
なります。

センサーモジュールから得た情報を活用してアプリケーションを動かします。
たくさんのデータを活用することで、わたしたちの生活が楽しく、豊かにな
る可能性が広がります。

センサーモジュール

アプリケーション

このカタログには、環境に配慮した用紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。



Customer Benefits

 Health management and lifestyle improvements using data from the shoes you wear all the time

 A happier and more fulfilled life through the wide variety of applications that use sensor shoes

 Improvements in health, comfort and security through big-data based data analysis

*1: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

interactive shoes hub
Next Generation Sensor Shoes

This leaflet has been translated from a Japanese local version.
Some content referenced is for Japan only.
If you need further information, please contact the sales representative in your region.
http://www.fujitsu.com/global/

Demonstration
Only
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Sensor Shoes Developers’ Field Fujitsu’s Field of Focus Web Application Developers’ Field

Web Application 
Development

Main Exhibition Content

All sorts of information, including movement of the feet, pressure, and curvature, is 
collected by sensors embedded in the shoes, then wirelessly sent to a smartphone. In the 
future, wireless charging will also be possible.

Data from the sensor module can be utilized in applications. By utilizing a great deal of 
data, the possibilities for making our lives happier and richer expand.

Sensor Module

Applications

This Brochure was produced by waterless printing and utilizes Vegetable oil ink on environment-friendly Paper.
No hazardous substances were discharged during the process.

Sensor shoes enable anyone to collect, collate and analyze sensor data from the shoes they wear every day. 
Furthermore, by combining this data with personal data from other sources and open data, and by analyzing and 
utilizing it, they create value both for users’ personal health and for the safety and wellbeing of society.
Fujitsu is aiming for open utilization of big data, through co-creation with sensor developers and application 
developers.


