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H.C.R.2022 
会場のご案内

〈会場MAP〉

International Home Care &
Rehabilitation Exhibition

リアル展「第49回国際福祉機器展」 Web展「国際福祉機器展Web2022」
主　催 全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会
後　援 厚生労働省　経済産業省　総務省　国土交通省　東京都　海外参加国大使館

協　賛

NHK厚生文化事業団/読売光と愛の事業団/毎日新聞東京社会事業団/産経新聞厚生文化事業団/日本経済新
聞社/東京新聞/東京新聞社会事業団/朝日新聞厚生文化事業団/福祉新聞社/日本赤十字社/福祉医療機構/鉄
道弘済会/東京都社会福祉協議会/全国心身障害児福祉財団/長寿社会開発センター /シルバーサービス振興
会/テクノエイド協会/日本理学療法士協会/日本作業療法士協会/日本アビリティーズ協会/日本障害者リハ
ビリテーション協会/日本リハビリテーション医学会/全国老人クラブ連合会/みずほ教育福祉財団/キリン福
祉財団/清水基金/みずほ福祉助成財団/丸紅基金/三菱財団/SOMPO福祉財団/中小企業基盤整備機構

会　期 10月5日（水）～ 7日（金）10:00～ 17:00
〈 7日（金）のみ16:00まで〉 9月5日（月）10:00～11月7日（月）17:00

会　場 東京国際展示場「東京ビッグサイト」
東展示ホール

H.C.R.特設サイト
（https://www.hcr-web.jp）

入場料／閲覧料 無料（登録制：事前もしくは当日）
出展社数 342社（Web展のみの出展社を含む）

2m
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H.C.R.2023
50周年PRコーナー／

休憩コーナー

マツダ（株）

Guidosimplex
Japan

日産自動車（株)

パラマウント
ベッド（株）

（国研）
情報通信
研究機構

（株）テクノス
ジャパン

（株）ケアコネクト
ジャパン

三菱電機
（株）

（株）Z-Works

ダブル技研
（株）

ハカルプラス
（株）

（株）
内田洋行

ジーコム
（株）

（株）エヌ
ジェイアイ

（株）
ZIPCARE

トーテック
アメニティ
（株）

（株）
ムトウ

安寿/アロン化成（株）
（株）アマノ

（株）
ハイレックス
コーポレーション

マツ六（株）ND
ソフトウェア（株）

積水
ホームテクノ（株）パナソニック（株） TOTO（株）

（株）ベネフィット
ジャパン

コニカ
ミノルタ
（株）

（株）
マクニカ

（株）日本
テレソフト

（有）
移動サポート

（株）エクセル
エンジニアリング

テラスユー
ケア（同）

（株）クレアクト

（株）東京信友

アーバン
警備保障（株）

（株）アルコ・
イーエックス

（有）礫川システム
デザイン事務所

（株）メディカル
プロジェクト

（株）メディカルスイッチ

（株）日立ケーイー
システムズ

電制コムテック（株）

トレンドマスター（株）

ネクストシステムラボラトリーズ（有）

濱田産業（株）

フットマーク（株）

キユーピー（株）

（有）ハニー
インターナショナル

（株）リリアム大塚

テクノホライゾン（株）

（株）リビングロボット

（株）イーフロー

（株）コンフォート

（株）バイオ
シルバー

東京ガス
（株）

新東
工業
（株）

京セラみらい
エンビジョン（株）

（有）ハーティー
・メッセージ

川村
義肢
（株）

アース製薬
（株）

オカ
（株）

NOK
（株）

（株）いうら
エア・

ウォーター
（株）

（株）
メトス

（株）アイガー産業

（株）
金星

（株）
ヤエス

（株）
日画

弘進
ゴム
（株）

フォーク
（株）

（株）ムーンスター

（株）サンコー
（株）
総合
サービス

朝日産業（株）

イデアライフケア（株）
日本セイフティー（株）

（株）メディコン

花王（株）

山崎
産業
（株）

ナカ
工業
（株）

（株）
シモヤマ

（株）
シロクマ

あゆみシューズ/
徳武産業（株） （株）マリアンヌ製靴

（株）クレッセント（株）ケア
ファッション

松本ナース
産業（株）

KAZEN
SIAA/
抗菌製品
技術協議会

住宅防火対策
推進協議会

アシックス
商事（株）

快歩
主義

SFA Japan（株）

（株）
プロモートアイリスチトセ

（株）

シティーリフト
かわさき（株）
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矢崎
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（株）東経
システム

（福）善光会
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（株）ノア
コンツェル

（株）
Y's
craft

（株）テラモト
グローリープラン（株）
（有）貞苅椅子製作所

朝日電器（株）
（株）オンザウェイ

Chatwork（株）
エヴォーブ
テクノロジー（株）
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静岡製機（株）
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東京パック（株）
三協エアテック（株）

（株）オフィス
・ラボ
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メディケアー

（株）グッドウィル （株）シャイン

日本アサヒ
機工（株）

(有）
テクノム

（株）
HM Products

（株）LIXIL

澄建設（有）
SUNSUMI 大邦機電（有）
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コンサルタント
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システム

トリケアトプス/岡谷システム（株）

（福）全国社会福祉
協議会 出版部

（株）シルバー
産業新聞社

シルバー新報
（環境新聞社）（一社）日本福祉用具

供給協会

（一社）全国福祉用具専門相談員協会

（株）ニホン・ミック（公財）テクノエイド協会

「にほんごをまなぼう」/
（公社）日本介護福祉士会

（株）ハイテック
システムズ

（株）リード

マップソリューション
（株）

（株）プラスワン

（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所
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福祉保健財団

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会（JASPA)

（株）クボタ

セパレーターシステム工業（株）
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（株）
キャロッツ
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工夫用品展

（株）
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ホール内案内所トイレ オスト

メイト
移動機器
（車いす等）

衣類・着脱衣
補助用品

福祉車両・
関連機器

トイレ・
おむつ用品

義肢・装具感染症等
予防用品

介護等食品・
調理器具

福祉施設
環境設備・用品

入浴用品
コミュニケーション・
見守り機器

在宅・福祉施設
サービス
経営情報システム

出版・
福祉機器情報

建築・
住宅設備

出展社一覧（50音順）
出展社名 小間番号

ア アース製薬（株） 2-08-01
アーバン警備保障（株） 1-03-04

（株）アイガー産業 2-08-06
アイリスチトセ（株） 2-09-05
朝日産業（株） 2-08-04
朝日電器（株） 2-10-03
アシックス商事（株） 2-10-01

（株）アマノ 1-04-10
アルケア（株） 3-15-08

（株）アルコ・イーエックス 1-03-02
安寿／アロン化成（株） 2-06-10

イ（株）EMシステムズ 3-15-03
（株）イーフロー 2-06-07
（株）いうら 2-08-12
イデアライフケア（株） 2-09-01

（有）移動サポート 1-01-05
ウ（株）ウェルアス 3-14-04

ウチヱ（株） 2-07-03
（株）内田洋行 1-04-07

エ エア・ウォーター（株） 2-07-09
（株）HM Products 2-12-03

出展社名 小間番号
エ エヴォーブテクノロジー（株） 2-12-01

（株）エースシステム 3-14-09
（株）エクセルエンジニアリング 1-04-03
（株）エス・エム・エス 3-16-01
SFA Japan（株） 2-09-02

（株）NSK 3-14-06
NOK（株） 2-07-05

（株）エヌジェイアイ 1-05-06
NDソフトウェア（株） 3-15-11

オ ピューラックス／（株）オーヤラックス 3-13-03
オカ（株） 2-08-02

（株）オフィス・ラボ 2-12-07
（株）オンザウェイ 2-11-01

カ 介護ロボットの開発・実証・普及のプ
ラットフォーム事業（厚生労働省委託
事業者：NTTデータ経営研究所）

3-16-10

快歩主義 2-10-06
花王（株） 2-09-03
KAZEN 2-10-05
川村義肢（株） 2-07-02

キ（株）キャロッツシステム 3-16-07

出展社名 小間番号
キ キユーピー（株） 2-06-04

京セラみらいエンビジョン（株） 1-04-01
（株）金星 2-08-11

ク Guidosimplex Japan 1-01-06
（株）グッドウィル 3-15-01
（株）クボタ 3-13-05
（株）クレアクト 1-05-03
（株）クレッセント 2-11-02
グローリープラン（株） 2-12-02

ケ（株）ケアコネクトジャパン 1-01-03
（株）ケアファッション 2-12-04

コ（有）礫川システムデザイン事務所 2-06-06
SIAA／抗菌製品技術協議会 2-12-09
弘進ゴム（株） 2-09-04
コニカミノルタ（株） 1-03-08

（株）コンフォート 1-01-04
サ 酒井医療（株） 2-08-10

（有）貞苅椅子製作所 2-12-02
三協エアテック（株） 3-14-02

（株）サンコー 2-07-06
シ ジーコム（株） 1-03-09

出展社名 小間番号
シ（株）Z-Works 1-02-05

静岡製機（株） 3-15-02
（株）ZIPCARE 1-04-08
シティーリフトかわさき（株） 2-12-10

（株）シモヤマ 2-11-04
（株）シャイン 3-14-05
住宅防火対策推進協議会 2-09-06

（国研）情報通信研究機構 1-01-08
（株）シルバー産業新聞社 3-17-07
シルバー新報（環境新聞社） 3-15-10

（株）シロクマ 2-11-08
新光産業（株） 2-11-09
新東工業（株） 1-03-06

ス 澄建設（有） SUNSUMI 2-12-06
セ 積水ホームテクノ（株） 2-11-11

セパレーターシステム工業（株） 3-14-03
（福）善光会 3-15-06
（福）全国社会福祉協議会 出版部 3-17-04
（一社）全国福祉用具専門相談員協会 3-16-04

ソ（株）総合サービス 2-08-09
タ 大邦機電（有） 2-11-10

出展社名 小間番号
タ ダブル技研（株） 1-04-05
チ Chatwork（株） 2-11-05
テ（公財）テクノエイド協会 3-17-08

（株）テクノスジャパン 1-01-07
テクノホライゾン（株） 1-02-01

（有）テクノム 2-13-02
テラスユーケア（同） 1-02-07

（株）テラモト 2-11-06
電制コムテック（株） 1-03-03

ト 東京ガス（株） 1-02-03
（株）東京信友 1-05-01
（公財）東京都福祉保健財団 3-16-12
東京パック（株） 3-13-04

（株）東経システム 3-15-04
トーテックアメニティ（株） 1-04-09
TOTO（株） 2-09-09
あゆみシューズ／徳武産業（株） 2-11-03
トリケアトプス／岡谷システム（株） 3-17-01
トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 3-15-06
トレンドマスター（株） 1-03-07

ナ ナカ工業（株） 2-12-05

出展社名 小間番号
二（株）日画 2-07-08

日産自動車（株） 1-01-02
（株）日本テレソフト 2-06-03
（株）ニホン・ミック 3-16-13
日本アサヒ機工（株） 2-12-03
「にほんごをまなぼう」／

（公社）日本介護福祉士会 3-17-06

（株）日本コンピュータコンサルタント 3-15-05
日本セイフティー（株） 2-08-07

（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会
（JASPA） 3-16-02

（一社）日本福祉用具供給協会 3-16-03
ネ ネクストシステムラボラトリーズ（有） 1-05-04
ノ（株）ノアコンツェル 3-14-10
ハ（有）ハーティー・メッセージ 1-04-02

（株）バイオシルバー 1-03-05
（株）ハイテックシステムズ 3-16-09
（株）ハイレックスコーポレーション 2-06-09
ハカルプラス（株） 1-05-05
パナソニック（株） 3-13-07

（有）ハニーインターナショナル 2-06-08

出展社名 小間番号
ハ 濱田産業（株） 1-02-02

パラマウントベッド（株） 1-03-10
ヒ（株）日立ケーイーシステムズ 1-03-01
フ フォーク（株） 2-09-08

（株）福祉新聞社 3-16-11
フットマーク（株） 2-07-01

（株）プラスワン 3-16-05
（株）ブルーオーシャンシステム 3-15-07
プロフィーリング 2-10-04

（株）プロモート 2-08-08
へ（株）ベネフィットジャパン 1-05-02
ホ（株）BONDS 3-14-01
マ（株）マクニカ 1-02-04

マツダ（株） 1-01-01
マップソリューション（株） 3-14-08
松本ナース産業（株） 2-11-07
マツ六（株） 2-08-13

（株）マリアンヌ製靴 2-10-02
ミ 三菱電機（株） 1-02-06
ム（株）ムーンスター 2-09-07

（株）ムトウ 1-04-04

出展社名 小間番号
メ（株）メディカルスイッチ 2-06-05

（株）メディカルプロジェクト 2-06-01
（株）メディケアー 3-14-07
（株）メディコン 2-08-03
（株）メトス 2-08-05

ヤ（株）ヤエス 2-07-07
矢崎化工（株） 3-13-06
山崎産業（株） 2-10-08

リ（株）リード 3-17-02
（株）LIXIL 2-12-11
（株）リビングロボット 2-06-02
（株）リリアム大塚 2-07-04

ロ（株）ロジック 3-15-05
ワ（株）Y's craft 2-13-01
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出展社検索
コーナー

H.C.R.2023
50周年PRコーナー／

当日受付カウンター当日受付カウンター
待ち合わせ
広場

休憩コーナー休憩コーナー

出展社
プレゼンテーション
会場

休憩
コーナー
(飲食可)

B

フランスベッド（株）

DIPPER
ホクメイ（株）

微笑（ほほえみ）
（株）シコク

西川（株）

（株）第一興商

（株）
エクシング

（株）
中旺ヘルス

東京体育
機器（株）

アズワン
（株）

（株）
ケアリング

（公社）東京都理学療法士協会
（公社）日本理学療法士協会

リンテック
（株）

（株）エルエーピー

スマイル
ファクトリー（有）

（株）Spirit of
Wonder

（株）コーポレーションパールスター
AssistMotion（株）

日本精密
測器（株）

TANO

Vicair B.V.
Maxxcare B.V.

宇都宮製作(株)

（有）マンダリン
エレクトロン

神戸医療産業都市
うららかGPSウォーク/（有）システムプラネット/（株）ポート・リハビリサービス

LongGood

（株）イツミ

アイ・
ソネックス（株）

（株）
グランツ

Zhejiang Jiecang Linear Motion
Technology Co., Ltd.

北部メディカル産業推進協議会
宮崎県

プロンプター甲斐（有）

スマート介護/
プラス（株）
ジョインテックス
カンパニー

（有）フセ企画

（公財）高知県
産業振興センター

（株）特殊
衣料

（公財）鳥取県
産業振興機構

（株）
ライフ
リング

（株）トマト

（独）労働者健康安全機構
吉備高原医療
リハビリテーションセンター

日東工器（株）

（有）アトリエケー

住江織物（株）

ジェイセップ九州（有）

トクソー技研（株）

加藤貿易
（株）

サン・ビーム（株）

キシ・
エンジニアリング（株）

シーホネンス（株）

（株）ケープ

（株）タイカ

（株）ランダル
コーポレーション

（株）ウィズ
アタム技研
（株）

（株）
アテックス

東海機器工業
（株）/燦

黒田（株）

DewertOkin
Technology
Group
Co., Ltd.

TiMotion 
Japan（株）

リナック
（株）

医療・介護ベッド
安全普及協議会 ライフモア（株）

（株）さくらほりきり

（株）
サカエ
工業

九セラ（株）

（株）カスタム

（株）レイクス21

（株）東海技研
工業

フジホーム（株）

田村
駒
（株）

（株）諏訪田製作所

（株）
ウェルファン

（株）星光
医療器
製作所

（株）ウェル
パートナーズ （株）島

製作所

（株）
イースト
アイ（株）

イーアス

（有）
サテライト

昭和貿易（株）
INVACARE AUSTRALIA PTY LTD

（株）アド
（株）ディズム

（株）JSP

（有）サポートマーケティングサービス

（株）ひまわり
（株）ケンコー
・トキナー

（株）キザキ

ペルモ
ビール（株）

Homecare Enterprise
Co., LTD.

シンエイ
テクノ（株）

ウィズワン
（株）

田辺プレス（株）

（株）アイルリンク

（株）プラッツ

エボリューションテクノロジーズ
ジャパン（株）

healthcreate/メディケアー24

（株）松永製作所

（株）ミキ日進医療器（株）

（株）
シンエンス

（地独）
東京都立
産業技術
研究センター

（株）ヨシズカ
システム
プロダクト（株）ティグ

橋本
エンジニア
リング（株）

丸菱
工業
（株）

（株）
テレウス

（株）アイザック
FREE Bionics Japan（株）

（株）カラーズ

VELA

（株）ウィード
メディカル

パシフィック
サプライ（株）（株）イノフィス

ベストワン（株）

移乗サポート
ロボットHug/
（株）FUJI

アルジョ・
ジャパン
（株）

（株）サンワ

（株）ビック・バン

（独）労働者健康安全機構
総合せき損センター

（株）がまかつ

(株）竹虎（株）豊通オールライフ

介援隊

ユーバ
産業（株）

（株）インター
ジェット

（株）
シナノ

プロト
・ワン
（有）

マッスル
（株）

大佳（株）

（株）コムラ
製作所

アビリティーズ
・ケアネット
（株）

RIFTON
EQUIPMENT

VARILITE
Ki Mobility

（株）ユーキ・
トレーディング

（株）ジェイテクト

（学）東京理科大学
小林研究室

トライ
リンクス
（株）

Sunrise Medical
GmbH & Co. KG

Etac AB
AbleNet, Inc.

Guldmann GmbH

ヤマハ発動機（株）

（株）RDS

タカノ（株）

（株）
ダンロップ
ホーム
プロダクツ （株）加地/

エクスジェル
シーティングラボ

パンテーラ・
ジャパン（株）

（株）
ロングライフ

（株）
ピーエーエス

（株）
オーエックス
エンジニア
リング

（株）
今仙
技術
研究所

（株）東洋製作所

（株）
カワムラ
サイクル

アクセス
エンジニア
リング（有）

カナヤマ
マシナリー（株）

（株）モリトー

（株）
名優

四国繊維
販売（株)

ケア
メディックス
（株）

ピジョン
タヒラ（株）

トヨタ自動車（株）

日本
ケアリフト
サービス
（株）

（株）帝健
帝人フロンティア（株）（株）

ウェル・ネット
研究所

アクション
ジャパン（株）

（株）Doog

Performance Health

（有）工房Ryo花岡車輌（株）ケイ・ホスピア（株）

（株）つえ屋

フローラ協会（事務局）

地域共生社会／
国際シンポジウム

介護予防・
ヘルスケア

身近なICT
活用講座2022

4-01-014-01-01

4-01-024-01-02

4-01-034-01-03 4-01-064-01-06

4-01-074-01-07

4-01-084-01-08

4-01-094-01-09

4-01-104-01-10

4-01-114-01-11

4-01-134-01-13
4-01-044-01-04

4-02-014-02-01

4-02-024-02-02

4-02-054-02-05

4-02-064-02-06

4-02-074-02-07

4-02-084-02-08

4-02-104-02-10

4-02-094-02-09

4-02-114-02-11

4-02-124-02-12

4-02-134-02-13

4-02-144-02-14

4-03-014-03-01

4-03-024-03-02

4-03-034-03-03

4-03-044-03-04

4-03-054-03-05

4-03-064-03-06

4-03-074-03-07

4-03-094-03-09

4-03-104-03-10

4-03-114-03-11

4-03-124-03-12

4-03-134-03-13

4-03-144-03-14

4-03-154-03-15

4-03-164-03-16

4-03-174-03-17

4-04-014-04-01

4-04-024-04-02

4-04-034-04-03

4-04-044-04-04

4-04-054-04-05

4-04-064-04-06

4-04-074-04-07

4-04-084-04-08

4-04-094-04-09

4-04-104-04-10

4-04-114-04-11

4-04-124-04-12

4-05-014-05-01

4-05-024-05-02

4-05-034-05-03

4-05-054-05-05

4-06-014-06-01

4-06-024-06-02

5-06-045-06-04

5-06-055-06-05

5-06-065-06-06

5-06-075-06-07

5-06-085-06-08

5-06-095-06-09

5-07-015-07-01

5-07-025-07-02

5-07-035-07-03

5-07-065-07-06

5-07-075-07-07

5-07-085-07-08

5-07-095-07-09

5-08-045-08-04

5-08-015-08-01

5-08-025-08-025-07-055-07-05

5-08-035-08-03

5-08-055-08-05

5-08-065-08-06

5-08-075-08-07

5-08-085-08-08

5-09-015-09-01

5-09-025-09-02

5-09-035-09-03

5-09-045-09-04

5-09-055-09-05

5-09-065-09-06

5-09-075-09-07

5-09-085-09-08

5-10-015-10-01

5-10-025-10-02

5-10-035-10-03

5-10-055-10-05

5-10-045-10-04

5-10-065-10-06

5-10-075-10-07

5-10-095-10-09

5-10-105-10-10

5-11-015-11-01

5-11-025-11-02

5-11-035-11-03

5-11-045-11-04

5-11-095-11-09

5-11-055-11-05

5-11-065-11-06

5-11-075-11-07

5-11-085-11-08

5-12-015-12-01

5-12-025-12-02

5-12-055-12-05

5-12-065-12-06

5-12-075-12-07

5-12-105-12-10

5-13-055-13-05

5-13-025-13-02

5-13-035-13-03

5-13-045-13-04

5-13-065-13-06

5-13-085-13-08

5-13-095-13-09

5-13-105-13-10

5-13-115-13-11

5-14-015-14-01

5-14-025-14-02

5-14-035-14-03

6-14-086-14-08

6-14-046-14-04

6-14-056-14-05

6-14-066-14-06

6-14-076-14-07

6-15-016-15-01

6-15-026-15-02

6-15-036-15-03

6-15-046-15-04

6-15-056-15-05

6-15-066-15-06

6-15-076-15-07

6-15-086-15-08

6-16-016-16-01

6-16-026-16-02

6-16-046-16-04

6-16-056-16-05

6-16-076-16-07

6-16-086-16-08

6-16-096-16-09

6-16-106-16-10

6-16-066-16-06

6-17-016-17-01

6-17-026-17-02

6-17-036-17-03

6-17-046-17-04

6-17-056-17-05

6-17-066-17-06

6-17-076-17-07

6-18-066-18-06

6-18-016-18-01

6-18-026-18-02

6-18-036-18-03

6-18-046-18-04

6-18-056-18-05

6-19-016-19-01

5-10-085-10-08

女子 ＷＣ

出展ゾーン  移動機器
（杖・歩行器等）

 移動機器
（車いす等）

 移動機器
（リフト等）ベッド用品

リハビリ・
介護予防機器

日常生活
支援用品

〈飲食不可〉
休憩コーナー 休憩コーナー

〈飲食可〉休憩コーナー

総合案内所／
ホール内案内所トイレ オスト

メイト
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路
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もっと知って
ほじょ犬

商談スペース来場者アンケート

商談スペース

東4ホール 東6ホール東5　ホール

認定NPO法人
日本セルプセンター

被災地支援/
セルプショップ＆カフェ

セミナー B

セミナー A

セミナー D

案内所 案内所

小間番号の見方

O
ホール

-00-00
通路No. 識別No.

出展社一覧（50音順）
出展社名 小間番号

ア（株）RDS 6-17-05
アイ・ソネックス（株） 4-06-01

（株）アイザック 6-17-01
（株）アイルリンク 5-08-02
アクション ジャパン（株） 5-11-02
アクセスエンジニアリング（有） 6-18-05
AssistMotion（株） 4-02-14
アズワン（株） 4-04-05
アタム技研（株） 5-07-08

（株）アテックス 5-07-06
（有）アトリエケー 4-02-10
（株）アド 5-10-06
アビリティーズ・ケアネット（株） 5-11-05
アルジョ・ジャパン（株） 5-14-03

イ（株）イーアス 5-06-04
（株）イーストアイ 5-07-05
（株）イツミ 4-05-02
（株）イノフィス 5-11-08
（株）今仙技術研究所 5-14-01
医療・介護ベッド安全普及協議会 5-07-09

（株）インタージェット 5-10-09
ウ（株）ウィードメディカル 6-16-08

（株）ウィズ 5-08-08
ウィズワン（株） 5-07-01

（株）ウェル・ネット研究所 5-11-07

出展社名 小間番号
ウ（株）ウェルパートナーズ 5-06-06

（株）ウェルファン 5-08-05
宇都宮製作（株） 4-02-02
うららかGPSウォーク 4-03-16

エ（株）エクシング 4-03-14
エボリューションテクノロジーズジャパン（株） 5-08-06

（株）エルエーピー 4-04-07
オ（株）オーエックスエンジニアリング 5-14-02
カ 介援隊 5-09-08

（株）カスタム 4-03-04
（株）加地／エクスジェル シーティング ラボ 6-16-06
加藤貿易（株） 4-01-02
カナヤママシナリー（株） 6-19-01

（株）がまかつ 5-13-04
（株）カラーズ 6-17-03
（株）カワムラサイクル 6-18-04

キ（株）キザキ 5-10-01
キシ・エンジニアリング（株） 5-10-10
九セラ（株） 4-04-03

ク（株）グランツ 4-04-01
黒田（株） 5-06-08

ケ ケアメディックス（株） 6-18-01
（株）ケアリング 4-04-06
ケイ・ホスピア（株） 5-10-08

（株）ケープ 4-04-08

出展社名 小間番号
ケ（株）ケンコー・トキナー 5-09-05
コ（公財）高知県産業振興センター 4-01-01

神戸医療産業都市 4-03-16
（有）工房Ryo 6-16-02
（株）コーポレーションパールスター 4-03-17
（株）コムラ製作所 5-12-10

サ（株）サカエ工業 4-03-02
（株）さくらほりきり 4-03-11
（有）サテライト 5-08-05
（有）サポートマーケティングサービス 5-10-04
サン・ビーム（株） 5-11-04

（株）サンワ 5-12-07
シ シーホネンス（株） 5-09-02

（株）JSP 5-11-01
ジェイセップ九州（有） 4-01-08

（株）ジェイテクト 5-11-09
微笑（ほほえみ）（株）シコク 4-04-11
四国繊維販売（株） 6-18-03

（有）システムプラネット 4-03-16
（株）シナノ 5-10-03
（株）島製作所 5-09-01
昭和貿易（株） 5-09-03
シンエイテクノ（株） 5-08-05

（株）シンエンス 6-17-02
ス（株）Spirit of Wonder 4-02-06

出展社名 小間番号
ス スマート介護／プラス（株）

ジョインテックスカンパニー 4-01-06

スマイルファクトリー（有） 4-03-09
住江織物（株） 4-02-01

（株）諏訪田製作所 5-06-05
セ（株）星光医療器製作所 5-07-03
タ（株）第一興商 4-03-10

（株）タイカ 4-04-09
大佳（株） 6-14-07
タカノ（株） 6-17-06

（株）竹虎 5-13-05
田辺プレス（株） 5-08-01
TANO 4-01-13
田村駒（株） 4-06-02

（株）ダンロップホームプロダクツ 6-14-04
チ（株）中旺ヘルス 4-02-12
ツ（株）つえ屋 5-11-03
テ TiMotion Japan（株） 4-04-02

（株）ティグ 5-12-06
（株）帝健 5-13-03
帝人フロンティア（株） 5-13-03

（株）ディズム 5-10-06
DIPPERホクメイ（株） 4-04-10

（株）テレウス 6-14-05
ト 東海機器工業（株）／燦 5-06-07

海外出展社 国名 小間番号
A AbleNet, Inc. U.S.A. 6-16-10
D DewertOkin Technology 

Group Co., Ltd. China 4-05-03
E Etac AB Sweden 6-16-10
G Guldmann GmbH Germany 6-16-10
H Homecare Enterprise 

Co., LTD. Taiwan 5-09-04
I INVACARE AUSTRALIA 

PTY LTD Australia 5-09-03

出展社名 小間番号
ト（株）東海技研工業 4-02-08

東京体育機器（株） 4-01-11
（公社）東京都理学療法士協会 4-01-09
（地独）東京都立産業技術研究センター 5-10-05
（学）東京理科大学　小林研究室 5-11-08
（株）東洋製作所 5-13-06
（株）Doog 5-13-08
（株）特殊衣料 4-03-12
トクソー技研（株） 4-02-09
（公財）鳥取県産業振興機構 4-02-07
（株）トマト 4-01-03
トヨタ自動車（株） 6-18-06
（株）豊通オールライフ 5-11-09
トライリンクス（株） 5-13-11

ニ 西川（株） 4-05-05
日進医療器（株） 6-14-08
日東工器（株） 4-01-07
日本ケアリフトサービス（株） 5-11-07
日本精密測器（株） 4-03-15
認定NPO法人 日本セルプセンター 4-01-04

（公社）日本理学療法士協会 4-01-09
ハ パシフィックサプライ（株） 6-16-10

橋本エンジニアリング（株） 5-13-02
花岡車輌（株） 5-13-10
パンテーラ・ジャパン（株） 6-15-03

出展社名 小間番号
ヒ（株）ピーエーエス 5-13-09

ピジョン タヒラ（株） 6-18-02
（株）ビック・バン 6-16-04
（株）ひまわり 5-10-02

フ 移乗サポートロボットHug/（株）FUJI 6-15-08
フジホーム（株） 5-07-02

（有）フセ企画 4-03-01
（株）プラッツ 5-06-09
フランスベッド（株） 4-04-12
FREE Bionics Japan（株） 6-16-07
フローラ協会（事務局） 5-09-06
プロト・ワン（有） 5-09-07
プロンプター甲斐（有） 4-03-05

ヘ ベストワン（株） 6-15-02
ペルモビール（株） 5-08-07

ホ（株）ポート・リハビリサービス 4-03-16
北部メディカル産業推進協議会 4-02-11

マ マッスル（株） 6-14-06
（株）松永製作所 6-17-07
丸菱工業（株） 6-15-01

（有）マンダリンエレクトロン 4-02-05
ミ（株）ミキ 6-16-05

宮崎県 4-02-11
メ（株）名優 6-16-01

healthcreate/メディケアー24 4-03-06

出展社名 小間番号
モ（株）モリトー 6-15-07
ヤ ヤマハ発動機（株） 6-17-04
ユ（株）ユーキ・トレーディング 6-16-09

ユーバ産業（株） 5-10-07
ヨ（株）ヨシズカシステムプロダクト 6-15-05
ラ ライフモア（株） 5-08-03

（株）ライフリング 4-03-13
（株）ランダルコーポレーション 5-08-04

リ リナック（株） 5-07-07
リンテック（株） 4-01-10

レ（株）レイクス２１ 4-03-03
ロ（独）労働者健康安全機構

吉備高原医療リハビリテーションセンター 4-04-04

（独）労働者健康安全機構
総合せき損センター 6-15-06

（株）ロングライフ 6-15-04

Web出展のみ
イズミ（株） Web出展のみ
インタアクト（株） Web出展のみ
OG Wellness／オージー技研（株） Web出展のみ
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 Web出展のみ

（有）コス・インターナショナル Web出展のみ
シンテックス（株） Web出展のみ
仙台フィンランド健康福祉センター Web出展のみ
ダイハツ工業（株） Web出展のみ

（有）フジオート Web出展のみ

海外出展社 国名 小間番号
K Ki Mobility U.S.A. 6-16-09
L LongGood Taiwan 4-03-07
M Maxxcare B.V. Netherlands 4-02-13
P Performance Health U.S.A. 5-12-01
R RIFTON EQUIPMENT U.S.A. 5-11-06
S Sunrise Medical GmbH 

& Co. KG Germany 5-12-05
V VARILITE U.S.A. 6-16-09

VELA Denmark 5-12-02
Vicair B.V. Netherlands 4-02-13

Z Zhejiang Jiecang Linear 
Motion Technology Co., Ltd. China 4-05-01
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セミナー A 
「地域共生社会」

セミナー B 
「介護予防・ヘルスケア」

セミナー C 
「福祉機器選び方・使い方」

セミナー D 
「身近な ICT 活用講座 2022」

10 月 5 日（水）

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

10 月 6 日（木）

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

セミナー A 
「地域共生社会」

セミナー B 
「介護予防・ヘルスケア」

セミナー C 
「福祉機器選び方・使い方」

セミナー D 
「身近な ICT 活用講座 2022」

10 月 7 日（金）

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

H.C.R. セミナー 参加費無料
事前登録不要

参加費無料
事前登録不要

福祉機器や関連情報、福祉・介護等に関する最新情報を盛り込んだ「今」を多彩なセミナーで紹介！ 

国際シンポジウム
ヘルスケアイノベーションを創る
～医療と介護の融合と社会連帯による実現～

「ヘルスケア」をテーマに、医療・介護の融合と社会連帯により実現していく地域・
体制づくりについて、デンマークと日本それぞれの現状をふまえ考察します。

10月6日（木）13：00～15：00　　セミナー会場A　（東6ホール）

セミナー A セミナー B セミナー C セミナー D
「地域共生社会」 「介護予防・ヘルスケア」「福祉機器 選び方・使い方」 「身近な ICT 活用講座

2022」
東 6 ホール奥 東 6 ホール入口 東 3 ホール奥 東 6 ホール

わが国では少子高齢化が進み人口
減少社会が本格化するなど、社会
環境は大きく変化し続けていま
す。2040 年に向け社会保障・社
会福祉のあり方についても、長期
的な計画を見据えての変革が求め
られるところです。
セミナー会場 A では、地域共生
社会をテーマに、農福連携を進
める社会福祉法人の活動や、地域
社会に貢献する企業の実践事例な
ど、「ともに生きる豊かな社会の
実現」を軸としたセミナーが盛り
だくさんです！

超高齢社会に突入し、さらにコロ
ナ禍が長期化するわが国におい
て、高齢者が安全で健康的な生活
を送るための「ヘルスケア」や「フ
レイル予防」への関心が高まって
います。
高齢者のための料理講座や栄養講
座、楽しく運動できる健康体操、
健康寿命の増進とフレイル予防の
今後の動向をふまえたセミナーな
ど、「介護予防とヘルスケア」を
テーマとした各種セミナーを集中
的に展開します！

福祉機器を安全に使用するために
は、利用者にあった適切な福祉機
器を選ぶこと・適切な使用方法を
守ることが重要となります。そう
した福祉機器の選び方・使い方
のポイントを分かりやすく、車い
す〜自助具まで各講師陣が解説し
ます。
さらに、標記セミナーが開催から
20 年の節目を迎えることを記念
し、「福祉機器 選び方・使い方セ
ミナー 20 周年セッション〜福祉
機器の変還と未来を展望する〜」
を開催し、今後の福祉機器開発の
方向性を展望します！

～身の回りにあるテクノロジーで
創る豊かで楽しい生活～

スマホ、パソコン、インターネット
サービスなど、多くの人の身の回り
にあ

・ ・ ・ ・
るテクノロジー（アルテク）を

用いることで、障害のある人や高齢
の人の生活が大きく変わります。
本セミナーでは、誰もが日頃から
活用しているスマホ、パソコンな
どの情報機器や電子機器の他、人
工知能（AI）をベースにした新た
な技術や e スポーツの技術など
を、障害のある人や高齢の人の生
活に活かすアイデアとともにご紹
介します！

デンマークスピーカー
ナンナ・スコヴゴール 氏
デンマーク全国自治体連合 
社会・健康・高齢者政策担当部門長

日本スピーカー
猪熊 律子 氏

読売新聞東京本社編集委員

チューター
塚田 典子 氏
日本大学商学部　教授

13：00 ～ 14：00
地域社会に貢献する企業のあり方

（株）とくし丸
代表取締役社長　新宮 歩 氏

14：30 ～ 15：30
アートと福祉の融合と可能性

～異彩を、放て～
（株）ヘラルボニー

代表取締役 CEO　松田 崇弥 氏

11：00 ～ 12：00
身近な情報機器を用いた

障害のある人や高齢の人の生活支援
～パソコンやスマートテクノロジーの利用～

早稲田大学人間科学学術院　巖淵 守 氏

13：00 ～ 14：00
障害のある人や高齢の人のための

スマホ・タブレット活用
～最新のアクセシビリティ機能の紹介～

新潟市障がい者 IT サポートセンター
新潟大学 自然科学系　山口 俊光 氏

15：00 ～ 16：00
見ることに困難のある人の生活に役立つ

様々な支援製品と工夫
新潟市障がい者 IT サポートセンター
新潟大学自然科学系　山口 俊光 氏

11：00 ～ 12：00
農業を介した持続可能な地域共生社会へ

のアプローチ
（福）白鳩会（鹿児島・南大隅町）

理事長　中村 隆一郎 氏

13：00 ～ 15：00
国際シンポジウム

ヘルスケアイノベーションを創る
～医療と介護の融合と社会連携による実現～

詳細は 7 頁

11：00 ～ 12：00
フレイル予防の新たな動向 

～人生 100 年時代の社会を見据えて～
東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長・

未来ビジョン研究センター 教授　飯島 勝矢 氏

13：30 ～ 14：30
暮らしを守る高齢者権利擁護を知る

～周辺法令と判例から学ぶ～
弁護士・明治大学法科大学院

教授　平田 厚 氏

12：30 ～ 13：30
組織を変える福祉現場のリーダーシップ

とは～魅力的な福祉の職場づくり～
特定非営利活動法人ホッとスペース中原

代表　佐々木 炎 氏

11：00 ～ 12：00
医療的ケア児と家族支援の今とこれから

認定 NPO 法人うりずん
理事長　髙橋 昭彦 氏

14：00 ～ 15：00
障害者の権利の一層の実現と社会参加の促進
のために～新たな段階に向けた道筋を描く～

植草学園大学　副学長・発達教育学部
発達支援教育学科 教授　野澤 和弘 氏

15：30 ～ 16：30
e-Sports を通じた障害者支援と自己実現

星城大学経済学部 講師　堀川 宣和 氏
一般財団法人日本福祉協議機構　吉沢 純生 氏

13：30 ～ 14：30
高齢者のための手軽な料理講座①

NPO 法人ビッグイシュー基金 共同代表 /
一般社団法人チームむかご

代表　枝元 なほみ 氏

15：30 ～ 16：30
ふくし未来塾プレゼンテーション

～福祉現場の次世代リーダーが描く未来像～
全社協ふくし未来塾卒業生および
淑徳大学 准教授　山下 興一郎 氏

11：00 ～ 12：00
健康寿命を延ばすための高齢者自身による取り組み

東京都東大和市シニアクラブ連合会
「新成会」 副会長　青木 勇 氏

ベイシニア浦安（千葉県浦安市老人クラブ連合会）
会長　相原 勇二 氏

14：00 ～ 15：00
杖・歩行器等補助用品

高齢者生活福祉研究所 所長
加島 守 氏

12：30 ～ 13：30
リフト等移乗用品

福祉技術研究所（株）　
代表取締役　市川 冽 氏

15：30 ～ 16：30
2040 年を展望した地域における
介護・医療の包括的支援を探る
上智大学 教授／未来研究所臥龍

代表理事　香取 照幸 氏

15：30 ～ 16：30
高齢者に必要な栄養を学ぶ 

～コロナ禍を超えての最新情報～
東京都栄養士会会長 駒沢女子大学人間健康

学部健康栄養学科 教授　西村 一弘 氏

11：00 ～ 12：00
楽しみながらリハビリ・健康体操セミナー
一般社団法人介護エンターテイメント協会 

代表　石田 竜生 氏

13：30 ～ 14：30
高齢者のための手軽な料理講座②

NPO 法人ビッグイシュー基金 共同代表
一般社団法人チームむかご 代表

枝元 なほみ 氏

11：00 ～ 12：00
学校や職場における障害や病気を抱える

人への支援とテクノロジー利用
東京大学先端科学技術研究センター

近藤 武夫 氏

12：30 ～ 13：30
障害のある人・高齢の人へのオンライン
サポートや 3D プリンターによる地域支援

日本福祉大学健康科学部
渡辺 崇史 氏

日英同時通訳

日英同時通訳

11：00 ～ 12：00
ベッド

福祉技術研究所（株）　
代表取締役　市川 冽 氏

12：30 ～ 13：30
住宅改修

東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
准教授　橋本 美芽 氏

14：00 ～ 15：00
トイレ・排泄用品

NPO 法人 日本コンチネンス協会
牧野 美奈子 氏

15：30 ～ 17：00
福祉機器選び方使い方セミナー

20 周年記念セッション
進行：高齢者生活福祉研究所所長／理学療法士　加島 守 氏
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自

立支援振興室 福祉工学専門官　中村 美緒 氏
日本義肢装具士協会 名誉会員　田澤 英二 氏

公益財団法人 武蔵野市福祉公社 作業療法士　堀家 京子 氏
国立障害者リハビリテーションセンター研究所

福祉機器開発部　部長　井上 剛伸 氏

11：00 ～ 12：00
車いす

公益財団法人 武蔵野市福祉公社
作業療法士　堀家 京子 氏

15：30 ～ 16：30
入浴機器

高齢者生活福祉研究所 所長
加島 守 氏

15：00 ～ 16：00
生活を支援する技術利用の新たな可能性

～身近な支援技術から e スポーツ、
ドローン利用などの話題まで～

一般社団法人日本支援技術協会　田代 洋章 氏

11：00 ～ 12：00
聞こえに困難のある人に役立つ様々な道具と工夫

～身近にある機器の活用～
東京大学先端科学技術研究センター

志磨村 早紀 氏

13：00 ～ 14：00
AI・DX 時代の福祉と生活支援
～最新 ICT の紹介とその活用～

早稲田大学人間科学学術院
巖淵 守 氏

12：30 ～ 13：30
福祉車両

国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局　小林 秀信 氏

目白大学　保健医療学部　理学療法士学科
講師　田中 亮造 氏

11：00 ～ 12：00
福祉に役立つ情報機器・電子機器

早稲田大学　人間科学学術院
教授　巖淵 守 氏

14：00 ～ 15：00
自助具

ヒューマン 代表
岡田 英志 氏

手話通訳あり
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①　透明ディスプレイモニタ Rælclear（レルクリア）

②　ワードクラウド・ミーティング

③　CYBER BOCCIA S

④　視覚障害者の歩行アシスト機器「seeker」

⑤　Qolo 起立リハビリモデル / モビリティモデル

⑥　VR旅行 / VR吹き矢

⑦　筋電位電動車いすコントローラ WH1

⑧　仮称（SAT） / 聴覚視覚発話刺激に対応した言語機能支援アプリケーション

株式会社ジャパンディスプレイ

筑波大学 デジタルネイチャー研究室 / xDiversity

株式会社ワントゥーテン

Qolo株式会社

システムデザイン・ラボ / 北陸大学 服部研究室

シスネット株式会社

株式会社マリスcreative design / 国立大学法人九州工業大学 /
株式会社マクニカ / NTTコミュニケーションズ株式会社

一般社団法人デジタルステッキ /
東京大学先端科学技術研究センター身体情報学分野

製品名 出展社名

①

②

③

展示コーナー
デモンストレーションコーナー

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

福祉機器開発最前線
ーふくしの未来に会いに行こうー

特設
会場東1ホール奥

1 2 ワードクラウド・ミーティング
Word Cloud for Meeting

筑波大学 デジタルネイチャー研究室／xDiversity

透明ディスプレイモニタ
Rælclear（レルクリア）
Transparent Display Monitor, Rælclear

株式会社ジャパンディスプレイ

出展社プレゼンテーション
新製品発表や事例紹介、事業展開のための研修会など、出展社の生のメッセージをプレゼンでお届け！

出展社プレゼンテーション会場 🅰～🅲 H.C.R. 特別企画

最先端の福祉機器が集結！
研究・開発中または開発間もない機器の展示と、開発企業によるプレゼンテーション・デモンストレーションを実施します。
注目すべき未来の福祉機器をいち早く体感できるH.C.R.ならではの特別企画です！

ービデオ会議の参加者の発言内容をリアルタイムに可視化しますー
ろう・難聴者がビデオ会議に参加する時に、誰が何を言ったのかを一目
で概観できることを目指したシステムです。各参加者の発言内容をワー
ドクラウドの形でリアルタイムに可視化し、その人物の背景に表示しま
す。喋った言葉を文字に起こし、頻出する単語を抜き出し、より頻出す
る単語をより大きく表示します。人物の背景に、その人の発言のキー
ワードが表示されるため、人物と発言内容が結びつけやすくなることが
期待されます。また、人物の背景に表示することは、「ろう・難聴者に
とって、文字起こし・参加者の顔・スライドなど、ビデオ会議で見るべ
き場所が多い」という問題を軽減することにも繋がっています。

ー高い透明度を持ち、両面に鮮明な表示ができるディスプレイ
　であるー
他には無い、2つの大きな特徴があります。
（1）ガラス同等の高い（84%）透明度。
（2）表/裏 両面から鮮明なカラー映像を見る事ができる。
PCやスマホで動作する音声文字おこしソフトと組合わせる事で、リア
ルタイム字幕表示装置として利用する事ができ、透明度が高いディスプ
レイであるが故に、視界を遮る事なくディスプレイ越しに相手の表情や
仕草を見る事ができます。
また、話し手側からも字幕表示を確認する事ができる為、字幕の確認が
容易で、ろう・難聴の
方との、よりスムース
なコミュニケーション
の為の補助として有用
です。

手話通訳
あり日付 時　間 会　場 出展社名 予定内容 主な参加対象 ブース番号

10
月
５
日
（
水
）

10:30
～

11:30
東３ホール 
会場C

（株）
シルバー産業新聞社

選択制の提起　これからどうなる
自立支援めざし適時適切に用具を活用する「レンタル原則」に、種目のあり方検討
会で「選択制」が提起されました。2024年改正福祉用具サービスを展望します。

どなたでも（ケアマネジャー、介
護保険事業者、介護職、医療職、
介護施設事業者、介護者・被介護
者、介護事業経営者、学生など）

3-17-07

12:30
～

13:30
東３ホール 
会場C

（一社）
全国福祉用具
専門相談員協会

老健事業の報告と福祉用具専門相談員への提言
福祉用具サービスの向上に対するＰＤＣＡサイクルの推進に向けて、福祉用具専門
相談員に必要とされる専門性、今後のあるべき姿について議論してまいります。

福祉用具貸与事業者、在宅介護
サービス提供事業者　他 3-16-04

14:30
～

15:30

東１ホール 
会場A

介護ロボットの開発・
実証・普及の
プラットフォーム事業

（厚生労働省委託事業者：
NTTデータ経営研究所）

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム╱
ニーズシーズマッチング支援事業のご紹介
厚生労働省事業「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム/ニーズシーズ
マッチング支援事業」について、実際の事例等を踏まえながら詳しくご紹介します。

介護ロボット開発に興味がある
/取り組んでいる企業・団体の皆
様、介護ロボット販売を行う企業
の皆様

3-16-10

東5ホール 
会場B

移乗サポートロボット
Hug／

（株）ＦＵＪＩ

移乗サポートロボットHug について
スタンディングリフトとして使用方法、また尖足予防としての活用方法を実演しな
がら紹介いたします。
講師 ： 住まいと介護研究所　所長　谷口 昌宏 氏

介護施設、障害者施設、病院など
で介護の仕事をされている方
福祉用具の販売・貸与に従事され
ている方
在宅でご家族の介護をされてい
る方

6-15-08

10
月
６
日
（
木
）

10:30
～

11:30
東5ホール 
会場B マッスル（株）

持ち上げるから卒業、優しく抱き上げる看守りの移乗に
人が持たない持ち上げない移乗を介護ロボットと一緒に行ってみませんか？ロボ
ヘルパーSASUKEは双方に優しい移乗をお手伝いします。介護ロボットによる
優しい移乗介助の事例を紹介します。

介護看護従事者、福祉機器利用
者、一般の方 6-14-06

12:30
～

13:30

東１ホール 
会場A TOTO（株）

コロナ禍の中で高齢者の行動や意識はどう変わったか
①心身の機能低下や交流の減少による、家の中の衛生環境の変化について
②高齢者が安全・安心、快適に長く家で暮らす為の水まわりの工夫について
講師 ： 理学療法士　株式会社くますま  代表取締役　河添 竜志郎 氏

在宅介護関係者、住宅リフォー
ム・建築・設計関係者、その他介
護・福祉関係者

2-09-09

東5ホール 
会場B

（有）
マンダリン
エレクトロン

マトリョミン 楽器の説明と演奏
触れずに奏でるテルミンの機能をマトリョーシカの中に収めたのがマトリョミン。

「触れずに奏でること」と、「片手だけで弾ける」ことで、 片麻痺や片腕欠損、視
覚障害があっても演奏に取り組める可能性があります。

障害のある方で、音楽演奏に興
味のある方 4-02-05

東３ホール 
会場C

（一社）
日本福祉用具供給協会

福祉用具専門相談員の多職種連携と ICT 活用
介護現場のICT活用は生産性向上と接触機会の低減に繋がりました。福祉用具
専門相談員のICT活用による多職種連携の現場事例を紹介し、新たな連携の形
を追求します。

○介護従事者
○福祉機器利用者、一般
○福祉用具専門相談員

3-16-03

14:30
～

15:30

東１ホール 
会場A

トーテックアメニティ
（株）

生産性向上に向けたあるべき姿
深刻化する介護業界の人材不足に対し、介護現場の生産性向上が必要不可欠と
なっています。本セミナーでは、介護現場の生産性向上にむけた、あるべき介護
の姿についてご紹介いたします。

介護事業所を運営している法人の方
介護業務、運営に課題をお待ちの方
介護現場のICT化を検討中の方
離床センサー・見守りシステムの
導入を検討中の方

1-04-09

東5ホール 
会場B

Sunrise Medical 
GmbH & Co. KG

利用者の機能や使用環境に最適な電動車いすの選び方
小児から高齢者までの方のニーズや目標に対応するための電動車いすの選択方
法について解説します。駆動方式、電動シートオプションやジョイスティックの違
いを説明しながら、症例紹介をします。

車いす利用者、福祉機器利用者、
医療従事者、PO・OT等、販売事
業者、販売店、一般

5-12-05

東３ホール 
会場C

医療・介護ベッド
安全普及協議会

医療・介護ベッドの事故と対策介護ベッドにできること
医療・介護ベッドの活用方法と事故事例、新しく作成した動画の紹介をいたします。

福祉用具貸与事業者、医療・介護
施設職員、学生等 5-07-09

10
月
７
日
（
金
）

12:30
～

13:30
東１ホール 
会場A

（有）礫川システム
デザイン事務所

「借りたいのに借りられない」をなんとかできないか
高齢者が「借りたいのに借りられない」＝大家さんが貸したくない理由の一つが 

「孤独死」であるとするならば、大家さんが持つその不安をやわらげましょうとい
うのが、今日の弊社見守りシステムプレゼンです。

ケアマネジャー、サ高住運営者・
管理者、有料老人ホーム運営者・
管理者

2-06-06

14:30
～

15:30

東１ホール 
会場A

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会

（JASPA）

福祉用具に潜む危険（初めて使う人への注意事項）
福祉用具は在宅・施設におけるケアを安全・安心に行うために必要不可欠なもの
です。セミナーでは、福祉用具を使い始めた方や使い慣れていない方対象に、安
全・安心の観点からお話しをいたします。

福祉用具利用者及び家族、福祉
用具専門相談、ケアマネジャー、
介護福祉施設職員、医療・介護系
の学生、行政関係者など

3-16-02

東5ホール 
会場B （株）エルエーピー

脳梗塞の手指の麻痺を改善する革新的リハビリマシン
脳梗塞の手指の麻痺に対する効果的なリハビリは少ない状況です。手指の回復
が遅い原因は、刺激量の少なさです。ロボットによる圧倒的な手指への運動感覚
入力が麻痺を改善させる可能性をご提案します。

脳梗塞・脳出血などで麻痺ある方
やその家族・治療やリハビリに関
係のある方

4-04-07

東３ホール 
会場C 大邦機電（有）

「立つために座るイス」の開発報告
弊社では、起立介助を必要とする方たちに協力いただき、昇降いすの開発を行っ
ておりますので、その開発状況をご報告いたします。また、自立での起立の重要
性についても紹介いたします。

進行性の疾患により筋力が落ち
ている方、介護者、介護事業者、
作業療法士、理学療法士、ケアマ
ネジャー、福祉機器メーカー等

2-11-10
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VR旅行／VR吹き矢
VR Therapy・VR Blowgun
一般社団法人デジタルステッキ／
東京大学先端科学技術研究センター身体情報学分野

　

株式会社マリスcreative design／国立大学法人九州工業大学
株式会社マクニカ／NTTコミュニケーションズ株式会社

"seeker"walking assist device for the visually impaired
 視覚障害者の歩行アシスト機器「seeker」

　

5 6

8

4

7

　

仮称(SAT)
聴覚視覚発話刺激に対応した
言語機能支援アプリケーション

シスネット株式会社
  

SAT

Qolo 起立リハビリモデル／
モビリティモデル
Qolo Standing Rehabilitation Model / 
Upright Mobility Model Qolo株式会社

CYBER BOCCIA S
サイバーボッチャ　エス

株式会社ワントゥーテン

3

Myopotential Electric Wheelchair Controller WH1
筋電位電動車いすコントローラ WH1

システムデザイン・ラボ／北陸大学 服部研究室

ー下肢に麻痺があっても立ち上がれる起立
　リハビリ機器と移動機器ー
下肢に障害があっても、もっと健康で、より自分
らしく、やりたいことが続けられるように、起立
訓練を支えるリハビリテーション機器と、立ち上
がって移動することを支えるモビリティ機器を開
発しています。筑波大学の研究成果を応用し、完
全に下肢が麻痺していても上半身を前後に傾けバ
ランスをとることによる起立動作を実現しまし
た。リハビリテーションモデルは、機能改善に応
じたアシストで重介助を軽減しながら繰り返しの
起立訓練を実現します。モビリティモデルは、立
ち上がって移動することを可能とし、仕事や家事
の効率化や、ユーザーの健康維持に貢献します。

ー発話機能を口型動画・音声・絵カードにより、
　トレーニング可能！ー
発話機能を口型動画・音声・絵カードにより、訓練可
能なアプリケーションです。視覚・聴覚・発話刺激を
実施することで、発話機能の改善を促します。言語療
法で一般的に活用されている絵カードを収録し、約
2,500語の短文や単語を収録し、さらに「最寄りの駅
名」などのオリジナルのことばも生成可能であり、コ
ミュニケーション支援ツールとしても活用可能です。
オリジナルことばは、ことば手帳より、ダイレクトに
アクセス可能であり、日常生活頻出語句等も搭載し、
自主トレーニングに活用することも可能です。訓練機
能では、斉唱・復唱・自発話の流れで訓練を実施、こ
とば紬機能では、単語〜４語文まで段階的に難易度を
上げ、訓練する事も可能です。

ー高齢期の福祉を拡張するXRアプリケーションの研究開発ー
VR旅行：外出困難な高齢者の心に残る風景を本人に代わって巡る映像
配信サービス。過去の追体験からエンタメにとどまらず副次的な効果に
ついても研究を進めプログラムの構築を目指す。
VR吹き矢：呼吸、咳嗽能力の低下した高齢者への効果的なリハビリ
テーションとして吹き矢が期待されているが、大掛かりで場所を取って
しまう点が継続する上
での弊害となる。バー
チャルリアリティを用
いて、VR空間上で簡
便に吹き矢の体験がで
き、より実用的なリハ
ビリテーションの提供
を目指す。

ー手足を使わずに筋電位ヘッドセットで電動車いすを操縦ー
「電動車いすを自分で操作したい」そんな願いを叶えます。「拘縮や不
随意動作でジョイスティックがうまく操作できない」や「視線入力を使
用するほどは困っていない」という方に、奥歯の噛み込みでPCや電動
車いすの操作を補助する装置を提案します。本装置はセンサを頭部に装
着するだけです。噛み込みの筋電位を取得し、端末のモニターでしきい
値を調節できるので筋電位の知識がない介助者でも簡単に扱うことがで
きます。注視点を妨げずにPCや車いすを操作することができ、不随意
動作が生じても誤操作が生じにくくなっています。電動車いすの操作に
はYAMAHAの
インタフェース
BOX、PC操作
にはワンキーマ
ウスを併用しま
す。

ールールはそのままに審判いらずで楽しめる最新型ボッチャー
ボッチャのルールはそのままに、最先端のセンシング技術でボールの位
置や、色、距離などを自動計測。
審判がいなくても誰でも簡単にプレイすることができます。
また、試合状況とプ
レイヤーの様子が大
型ビジョンに映し出
され、日英中・３ケ
国語のマルチリンガ
ルナビシステムによ
り、多くの観客とと
もにゲームを楽しむ
ことができます。

展示製品 企業・団体 デモンストレーション
開催時間（3日間共通）

1
透明ディスプレイモニタ 
RælclearTM（レルクリア） （株）ジャパンディスプレイ 11:00〜11:10

3 CYBER BOCCIA S （株）ワントゥーテン 11:30〜11:40

4
視覚障害者の
歩行アシスト機器「seeker」

株式会社マリスcreative design
国立大学法人九州工業大学
株式会社マクニカ
NTTコミュニケーションズ株式会社

13:00〜13:10

5
Qolo 起立リハビリモデル
モビリティモデル Qolo（株） 13:30〜13:40

6 VR旅行／VR吹き矢
一般社団法人デジタルステッキ
東京大学先端科学技術研究センター
身体情報学分野

14:00〜14:10

7 筋電位電動車いすコントローラ WH1 システムデザイン・ラボ
北陸大学 服部研究室 14:30〜14:40

8
仮称（SAT）／聴覚視覚発話刺激に対応した
言語機能支援アプリケーション シスネット（株） 15:00〜15:10

デモンストレーションタイムスケジュール

ー視覚障害者の安心・安全な歩行を実現するseekerの開発ー

【厚生労働省】障害者自立支援機器等開発促進事業の紹介
事業目的・事業内容

実施主体・補助率
実施主体：民間団体（公募）
補助率：（１）（２）は定額（ 相当）、（３）は中小企業 ※（３）②は初年度のみ 、大企業・公益法人

本事業は、障害者の自立や社会参加の促進に資する障害者の生活を支援する機器（以下、支援機器） の開発及び普
及促進の取り組みに対して補助を行うことを目的に、以下の事業を行っております。

（１）自立支援機器等イノベーション人材育成事業
（２）ニーズ・シーズマッチング強化事業
（３）障害者の実用的な自立支援機器の開発に要する費用の補助事業 ※医療機器の開発は補助対象外とする

①テーマ設定型事業 ②製品種目特定型事業

１ 自立支援機器等
イノベーション人材育成事業

対象事業
①テーマ設定型事業（８テーマ）
②製品種目特定型事業（ 種目）

開発期間：最長で 年間
＊毎年応募書類の提出が必要

補助対象経費の上限額：
件あたり 千万円を目安
＊補助率は上記参照のこと。

対象：
・支援機器開発に意欲のある医療
福祉専門職や研究者

・支援機器を開発する企業

参加条件：
・月 回 ヶ月のプログラムに
参加できること

活動場所：大阪・東京

詳細はこちら↓

開発プロセスを体系的に学ぶ
ワークショップを開催します。

２）ニーズ・シーズ
マッチング強化事業

３ 自立支援機器開発費用の
補助事業

ニーズ側とシーズ側が、意見交換
等を行う場を設けております。

実用的な支援機器の開発に要する
費用を補助します。

＊本事業の一部は、 より新 制度
フェーズ として始動予定。

【 開催】
月 日 土 － 月 日 火

【大阪会場】
月 日 月 － 日 水

大阪マーチャンダイスマート

【東京会場】
月 日 水 － 日 金

東京都立産業貿易センター浜松町館

詳細はこちら↓
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子ども広場　展示製品一覧 

Ⅰ. 福祉機器展示
�H.C.R.2022出展社の協力のもと、多様な分野の子ども向けに
開発された製品や日常生活に役立つ製品をご紹介！

子ども広場展示製品カテゴリー
① 車いす
② バギー・歩行器
③ いす・カーシート

④ 学習・訓練機器／
コミュニケーション機器

⑤ 食事用具・食器／衣類・靴
⑥ 入浴・トイレ用具／家具
⑦ その他

H.C.R. では、障害のある子ども向けの福祉機器の開発・普及を目的として、様々
な機器を総合展示。専門家による療育、リハビリ相談、保育士が常駐するひ
とやすみコーナーも設置します！ さらに、IT 機器や学習支援用品、e スポーツ
などを中心とした展示と、便利な使い方のご紹介をします！

子ども広場 

10/5( 水 ) 10/6( 木 ) 10/7( 金 )
11：00

～
12：00

③いす・カーシート
⑤ 食事用具・食器／

衣類・靴
⑦その他

①車いす
②バギー・歩行器

④ 学習・訓練機器／
コミュニケーショ
ン機器

⑥入浴用具／家具

13：00
～

14：00

④ 学習・訓練機器／
コミュニケーショ
ン機器

⑥入浴用具／家具

③いす・カーシート
⑤ 食事用具・食器／

衣類・靴
⑦その他

①車いす
②バギー・歩行器
⑥入浴用具／家具

14：30
～

15：30
①車いす
②バギー・歩行器

④ 学習・訓練機器／
コミュニケーショ
ン機器

⑥入浴用具／家具

③いす・カーシート
⑤ 食事用具・食器／

衣類・靴
⑦その他

〈展示製品の説明時間〉

会場 ： 東3ホール入口付近
協力 ： （福）横浜市総合リハビリテーションセンター、東京都

ミントシリーズは「大人と子どもの
目線を合わせる」ことと、ご両親
の介助のしやすさ（体の負担軽
減）を考え設計しました。

子どもの福祉機器と
相談コーナー

手話通訳あり

10 ノーヴァ　ジュニアプラス
（株）ミキ／小間番号：6-16-05

成長期の大切な時期に乗る車いすだ
からこそ、乗車姿勢にこだわってほし
い。モジュール機能や多彩なオプション
で「正しく座る」をサポートします。また、
このモジュール機能は車輪位置やフ
レームの角度をご本人に合わせて変更
設定できるので、漕ぎやすいベストポジ
ションが見つかります。

11 JWX-1 PLUS＋
ヤマハ発動機（株）／小間番号：6-17-04

ジョイスティックレバー
で操作する電動車い
すです。モーター付き
のタイヤに交換するこ
とで、手動車いすを
電動化することができ
ます。

12 JWX-2
ヤマハ発動機（株）／小間番号：6-17-04

ハンドリムをこぐ力を
モーターが補助する
電動車いすです。
手動車いすの操作が
困難な方でも、電気の
ちからで軽く滑らかに
こぐことができます。

8 LUUK（自走式／介助式）
（株）松永製作所／小間番号：6-17-07

松永の子ども用モジュール車いす。
足元ワイドフレーム構造や、転倒し
にくい安心安全設計、姿勢のことを
考えたフレームワークなどこだわりの
車いす。
また、各部部品を交換することにより
サイズ変更が可能で、お子様の成
長に合わせて長くお使い頂けます。

9 プリオ
（株）松永製作所／小間番号：6-17-07

リクライニングとティルト機能が付い
ていて、おむつ交換ポジションも可
能に。
利用者の成長に合わせて座奥調
節（５段階）が可能。背・座張り調整
を行うことでより身体に合わせ、より
快適に過ごすことができます。

7 S3 SHORT ABD
パンテーラ・ジャパン／小間番号：6-15-03

基本モデルS3のバリエーションモデ
ル。前方レッグパイプが6㎝広がって
いるアブダクションタイプです。下肢
装具の使用や、移乗を考慮したデ
ザインになっております。

1 miniNEO
（株）オーエックスエンジニアリング／小間番号：5-14-02

新しい感性を取り入れ、こだわりの機能
とデザインで仕上げた車いすを、元気
に活躍する子どもたちへ。
・�成長に合せて対応できる広い調整範
囲。
・�しっかりしたクロスメンバーとフレームに
より、思いのままに動かせるこぎやすさ。
・豊富なオプション・アクセサリー。

5 MICRO
パンテーラ・ジャパン／小間番号：6-15-03

どんなお子さんでも、自分の力で自由
に動きまわりたいと願っています。ミク
ロはそんな願いをかなえてくれる遊
具。
最小限の力で動くように設計されて
いるので自分で動くことの喜びと自信
を与え、積極性と自立心を育みます。
0歳～対象。

6 BAMBINO 3
パンテーラ・ジャパン／小間番号：6-15-03

待望のBAMBINOの新たなモデル
BAMBINO3が登場！�スマートで簡単に
取り外し可能な押し手は、介助の不要な
場面でのお子様のよりスムーズな自走を促
し、車載時にも邪魔になりません。また、新
たなアクセサリーは乗車時のサポートと、よ
り良いポジショニングを提供します。約4～
12歳のお子様向け。BAMBINO3はスタン
ダードとショートの2つのタイプになります。

4 レッドウッド3
日進医療器（株）／小間番号：6-14-08

シート幅・シート奥行き・リクライニング
機構・アームサポートやフットサポート
の機能など使用環境や身体状況に
重要となる部分を、さまざまな設定や
オプションから選択することができま
す。ジュニア用寸法や機能にも対応
します。

2 車いす用クッション「コービー」
（株）テレウス／小間番号：6-14-05

圧力分散、通気性に優れた褥
じょく

瘡
そう

予防クッションです。特殊なハニ
カム構造で体がずれにくく、座位
の保持も期待できます。
軽く、へたれにくく、メンテンナンス
フリー。汚れが気になる場合は、
ご自宅の洗濯機・乾燥機で洗え、
いつでも清潔な状態を保つこと
ができます。

28 Look to learn
（株）クレアクト／小間番号：1-05-03

発話やパソコンの使用が困難
な子どもたちが、視線入力でコ
ミュニケーションをはじめるため
の「見る練習」ができる楽しい
ゲーム式のソフトウエアと視線
入力のためのコミュニケーショ
ン・ソフトウエアです。会話の読
み上げはもちろん、LINEやYouTube操作、リモコン画面による環
境制御まで視線で楽に使えます。

29 PCEye５
（株）クレアクト／小間番号：1-05-03

視線でパソコンの殆どのソフトウエア
の操作ができる視線入力装置です。
ズームやスクロールなどの様々な機
能を備え、視線で楽に操作できる専
用ソフトウエアTDコントロールが付い
て来ます。さらにクレアクトが提供する
視線で使える療育からコミュニケー
ションまで、いろいろなソフトウエアと
一緒に使えます。

30 ラウンド・ベル
コスインターナショナル／Web出展のみ

1オクターブの色とりどりの8つの
ベルが付いています。1つ1つの
ベルをたたいても良いですし、回
転させてバチを当てると、連続で
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの音が鳴
り響きます。ベアリングが入って
いるので回転もスムーズです。

※スヌーズレン用品

3 パイロット2モジュール
日進医療器（株）／小間番号：6-14-08

しっかりとした座りと、こぎ動作のサ
ポート力に配慮した、成長対応モ
ジュラータイプ車いす。
折りたたみクロスフレームの交換なし
で、シート幅の拡張とシート奥行きの
延長が可能です。

26 子ども用クッションシリーズ
タカノ（株）／小間番号：6-17-06

防水で薬品による清拭可能な車いすクッ
ション。拭くだけで、簡単消毒。いつでも清
潔にお使いいただけます。失禁等でも中
に染みていかず、長くお使いいただけま
す。クッション本体は27年の歴史を持つタ
カノクッションRと同じ、硬さの異なるウレタ
ンフォームを組み合わせた多層多面体
構造で、体圧分散性と姿勢保持に優れ
ています。

27 カガック
丸菱工業（株）／小間番号：6-15-01

子ども用の姿勢補助座布団。
座面前部と後部に段差を
設け、おしり（坐骨結節）が
引っかかることで、前ズレを
防ぐ構造になっております。
またサイドサポートにより、椅
子の中心にしっかりと座れ、
座る向き、体の傾き、足の開
きを整えます。

�●�お子様の成長に合わせた４サイズ。
●�骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと
支えます。

●�パットの位置や背もたれ
角度が調整でき、快適
にお座りいただけます。
●�オプションで内転防止
パットとテーブルをご用
意しています。

23 バンビーナチェア
タカノ（株）／小間番号：6-17-06 24 バンビーナp

ポ ジ
osi

タカノ（株）／小間番号：6-17-06

お子さまの生活をサポートする座位保持装置
です。豊富なパーツが体をしっかり支え、高い
座位保持性を発揮しつつ、椅子
らしさにこだわりコンパクトで日本
の家屋にも溶け込むかわいいデ
ザインです。調整は工具なしで行
えます。クッション・パッドも取り外
せるので、お洗濯が簡単でいつ
でも清潔にお使いいただけます。

25 学童いす用クッションL
ラ ッ プ ス
APS k

キ ッ ズ
ids

タカノ（株）／小間番号：6-17-06

学童いす用クッションです。
学校・施設で使用してい
る学童用イスに取り付けら
れ、座位を安定することが
できるクッションです。身体
障害、発達障害のお子様
にお使いいただけます。

20 ミント
（株）松永製作所／小間番号：6-17-07 21 座位保持装置「Madita-fun」

昭和貿易（株）／小間番号：5-09-03

ドイツのシュフマン社の座位保持装置
です。お子様の成長や体の状態の変
化に合わせて各所の調整・操作する
事ができます。4サイズで身長約70～
160ｃｍまでが対象となります。座位保
持装置完成用部品の認定製品です。

22 座位保持装置「Smilla」
昭和貿易（株）／小間番号：5-09-03

ドイツのシュフマン社の座位保持装置
です。シートやフットプレートの高さや
角度が簡単に調整でき、テーブルの
高さに合わせて位置調節できます。
木製フレームは２色、シートカラーは４
色、姿勢保持の為のオプションを組み
合わせて構成されます。座位保持装
置完成用部品の認定製品です。

19 ピグレオ2
日進医療器（株）／小間番号：6-14-08

どこまでも軽く、コンパクトに。
そして、しっかりとした座位の保持。
これらの実現を目指して生まれた、
使いやすいバギーです。

17 歩行器「グリロ」
昭和貿易（株）／小間番号：5-09-03

後方支持・前方支持の使い分け
が可能な歩行訓練具です。各サ
イズ適応身長のレンジが広く長
期使用ができます。工具なしで
各所の調整ができ、歩行能力の
向上や状態の変化に応じた調
整ができます。

18 バギー「レノ２」
昭和貿易（株）／小間番号：5-09-03

チルト機能がついたポジショニングバギー
です。オプションでリクライニング機能も追加
でき多様な姿勢変換が可能です。ワンタッ
チで折りたたむ事ができるので車載時に素
早くたたみ、使用の際もワンタッチですぐ乗
ることができます。大きめの車輪は押しやす
さとともに路面からの衝撃を吸収し、お子様
に快適さを与えます。

13 Focus　CR
（株）ユーキ・トレーディング／小間番号：6-16-09

驚くほどに軽い操作性！ 振り子式チルト
車いす【デュアルパスシステム搭載】
FOCUS�CR�の独自機構により、チルト操作
が驚くほどに軽くなめらか。この機構によりフ
レーム全長が短くコンパクトにまとまっていま
す。最大50°のチルト角は、座面に掛かる重
力からの解放を約束します。座奥、座幅の
拡張調整もできるので長くご使用いただけ
る製品です。

14 Little Wave Clik
（株）ユーキ・トレーディング／小間番号：6-16-09

【安全性と活動性の融合】強固なフレー
ムデザイン × 成長対応システム！
剛性が高く、推進性能の高いClikを操作
することで、お子さまは自信と共に成長し
ていくことでしょう。ダイナミック５ホイール
は、安全性と活動性の両立を可能にしま
した。空間内で自在に動けるようになるこ
とは、神経の発達の意味でも不可欠な要
素です。

15 Little Wave Flip
（株）ユーキ・トレーディング／小間番号：6-16-09

バギーと車いすの架け橋を目指したデザイ
ン性あふれる1台！�「ルックスはバギー、でもテ
クノロジーは車いす」がコンセプトの座位保
持装置屋外用ベース。45°のチルト機構や
豊富なオプションはお子様の成長をしっかり
サポートしてくれます。成長対応型のため、
長くご使用いただけます。無料のカラーバリ
エーションも豊富です。

ペーサー独自のダイナミック機構により
体幹保持を行いながら、歩行時の自然
な骨盤の動きを実現します。標準装備
の多機能車輪に加え、多彩な身体保
持オプションを組み合わせることで、一
人ひとりの障害に応じた歩行練習・歩
行支援が行えます。

16 ペーサー
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：5-11-05

31 カラー・ライティング・キューブ
コスインターナショナル／Web出展のみ

キューブの上に座ったり、抱
きかかえたり、光の移り変わ
りも楽しめます。リモコンで光
の色を選んだり、パターンを変
えることも出来ます。キューブ
の他、カラー・ライティング・エッ
グ、スツール、テーブル等もあ
ります（充電式）

※スヌーズレン用品
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39 プログラミング教材ろぼっとフォトン
トレンドマスター（株）／小間番号：1-03-07

36 ニューロノード
ダブル技研（株）／小間番号：1-04-05

63 さらふわ防水ベッドパッド
（株）イーアス／小間番号：5-06-04

子どものオムツを初めて外した夜、ワンちゃんネコちゃんと一緒の
ベッドで寝る夜、そんな時に
限って失禁して大変な朝を迎
えたことありませんか。ウサギの
毛のような気持ち良い起毛の
裏面に防水フィルムを一体化。
失禁してもこの１枚で防ぎま
す。介護にも使えるオールインワ
ンのベッドパッドです。

ティルト・リクライニング機能によ
り、シャワーチェアとしても排泄
補助用具としても使えます。座
面奥行など豊富な調節機能と
多彩な身体保持オプションによ
り、身体状況の変化だけでなく、
成長対応も可能です。

フォトンは4歳～10歳程度のお子様を対象にしたプログラミング
学習用のかわいいロボットです。�子どもたちはフォトンを3種類の
無料専用アプリで操作しながら、子ども向けプログラミング言語
のスクラッチからAIに多く使わ
れる本格プログラミング言語の
Pythonまで、新しいプログラミン
グとロジカルシンキング／論理
的思考を学べます。

オーストラリアを始め全米でも認められ、
2022年アジア初上陸が日本になります。
ウェアラブルのスイッチになりますので、ス
イッチフィッティングも簡単。
重度肢体不自由児のコミュニケーション
発達支援の権威である先生監修。発
語、言語障害のお子様もレッスン形式で
学習、会得が出来るアプリ内蔵です。
勿論、成人にも活用出来ます。

32 テーブルトップ・ハリケーン・チューブ
コスインターナショナル／Web出展のみ

アクリル筒の中筒を無数の発泡スチロールの
粒が上昇し、外筒に落ちて行きます。光の色も
変化し、オン・オフ・スイッチ（別売）を接続すれ
ばスイッチで発泡スチロールの吹き上げを止
めたり、出したり出来ます。卓上型以外にも床
置きタイプや、水を入れた通常のバブル・ユニッ
トの卓上型もあります。

※スヌーズレン用品

33 バイブレーション・クッション
コスインターナショナル／Web出展のみ

小型のクッションで圧を加えると振
動します。ソファー、車いす等に座
る時背中に挟むともたれ掛かった
ことによる圧力でブルブルと振動し
ます。クッションを抱きしめたり、枕に
しても振動します。その他に細長
いバイブレーション・ホース等もあり
ます。（電池式）

※スヌーズレン用品

34 TANO
TANO／小間番号：4-01-13

TANO�はセンサーの前に立つ
だけで、骨格や音声を認識し、直
感的に楽しめるゲーミフィケーショ
ンソフトウェアです。180種類以
上のプログラムで楽しくレクリエー
ション・運動・測定を実施する事
ができ、施設・放課後デイ・病院な
どで活用されています。

35 トーキングエイド
ダブル技研（株）／小間番号：1-04-05

ひらがな・カタカナ・英数キーボードを利用して文章を作成し、合成
音声で発声させます。よく使う語句
を登録すれば、簡単に呼び出せま
す。画像を使ったコミュニケーション
や�画像に定義したテキストの読上
げ、キーボードのキーの数を変更で
き、独自のキーボードを作る事も可
能です。メール機能もあり、更に画
像も添付して送る事出来ます。

37 なでなでねこちゃんDX2
トレンドマスター（株）／小間番号：1-03-07

猫は好きだが家で飼え
ない方のために猫の
代理として作りました。
撫でると鳴くねこちゃん
達です。とら・アメショー
みけの３種類です。

38 なでなでワンちゃん 秋田犬 HACHI
トレンドマスター（株）／小間番号：1-03-07

犬は好きだが家で飼
えない方のために、犬
の代理として作りまし
た。撫でると鳴く、呼べ
ば応えるワンちゃんで
す。心豊かな生活を送
るための、新しいあな
たのペットです。

40 こんにちは赤ちゃん（男の子・女の子）
トレンドマスター（株）／小間番号：1-03-07

こんにちは赤ちゃんは、かわ
いい赤ちゃん型コミュニケー
ションロボットで、あやすと本
当の赤ちゃんの声でお返事
します。話しかけてもお返事
します。

41 ジャンピングクッション
丸菱工業（株）／小間番号：6-15-01

２つの異なるタイプのジャンピ
ングクッション。活動的なお子
様には「アクティブ」タイプを。
体幹を鍛えることができます。
怖がりなお子様には「パッシ
ブ」タイプ。筋力を鍛えること
ができます。ジャンプもでき、座
ることもできるクッションです。

56 新生児用避難バッグ
（株）メディカルプロジェクト／小間番号：2-06-01

新生児用避難バッグは
小さく収納ができ、緊急
時に簡単に取り出せま
す。バッグは新生児2人
まで安全に収納可能で
きる設計であり、バッグ
底に酸素ボンベが収納
できます。

42 FILLTUNE WeCLEAR
（株）ムトウ／小間番号：1-04-04

小児難聴は約1000人に一人と言わ
れ、言語の習得に大きく影響します。通
常補聴器でサポートしますがそれでも
解決しない場合もあり、FILLTUNE�
WeCLEARがその一助になればと考
えています。本製品は解決が難しかっ
た「明瞭なコミュニケーションができるこ
と」のために開発され、臨床試験でもそ
の効果が実証されています。

43 あるくメカトロウィーゴ
（株）リビングロボット／小間番号：2-06-02

あるくメカトロウィーゴは、ビジュアルプログラミング「Scratch」を
使って、難しい知識なしに誰でも簡単に動かせるロボットです。パ
ソコンやタブレットで作成し
たプログラムの通りに二足
歩行のロボットが動くという、
目の前のわくわくと没入感
を、この機会にぜひ体験し
てみてください。

47 ストローサポート
（地独）東京都立産業技術研究センター／小間番号：5-10-05

ストローがカップ内でくるくる回るのを防ぎます。ストローは使えるけ
れど、少しの安定で本人の有能感や、ご家族・支援者の安心感を
与えるストロー補助具です。コン
パクトで外出時にも持ち運びや
すく紙カップ、プラカップなど様々
なカップに取り付けられます。スト
ローは前後に動かせるため、最
後まで飲料を飲みきる事ができ
ます。

48 カップホルダー
（地独）東京都立産業技術研究センター／小間番号：5-10-05

グラス、紙コップなど様々な素材やサイズのカップに持ち手が取り
付けられ、まぐまぐでは幼すぎる感覚の方などにも適しています。
カップが斜めに保持できるため
テーブルに置いても中身が見や
すく、車いすの方にも飲みやす
い工夫がされています。補助具
の脚底部が広く多少乱暴にお
いてもカップが倒れることを軽減
します。

49 ストップストロー
（地独）東京都立産業技術研究センター／小間番号：5-10-05

全国調査や、インタビュー調査においてニーズとして挙がった「ス
トローが奥に入らないための補助具」は世の中に市販されてい
ません。ストローが奥に入るため
に噛んでしまう、のどを傷つける、
噛んでちぎれたストローを飲み
込む、吸てつ様の動きで処理し
てしまう（発達が促進されない/
停滞）等のリスクを予防します。

50
保護帽 アボネット
アクティブ キャンディ
（株）特殊衣料／小間番号：4-03-12

丸いシルエットとカラフルな色が特徴
のお子様向け保護帽。頭部全体を守
りつつ、前頭部はサイズ調節と保護を
兼ねた緩衝材パーツで更にしっかりと
守れます。あごひもは両側で折り返し
て留めるマジックテープタイプ。元気
に飛び跳ねるお子様も安心して遊べ
る保護帽です。

51
保護帽 アボネット
アクティブ キャット
（株）特殊衣料／小間番号：4-03-12

ネコ耳が付いたデザインが特徴のお
子様向け保護帽。頭部全体を守りつ
つ、前頭部はサイズ調節と保護を兼
ねた緩衝材パーツで更にしっかりと守
れます。あごひもは両側で折り返して
留めるマジックテープタイプ。活発に
行動するお子様も安心して遊べる保
護帽です。

52
保護帽 アボネット
ガードC・ガードD
（株）特殊衣料／小間番号：4-03-12

頭を全体的に守りつつ「後頭
部重視タイプ」と「側頭部重
視タイプ」がある保護帽。複
数のマジックベルトで大幅な
サイズ調節が可能。
視界を広く保ちたい方はツバ
を取外してお使い頂けます。

53
保護帽 アボネット
セーフティカラー帽
（株）特殊衣料／小間番号：4-03-12

学校や体育の授業で使用するカラー帽に緩衝材を加工した保
護帽。頭部を全体的に守ります。
てんかん発作などで転倒のあるお
子様も安心して学校生活を過ごす
事ができます。一般財団法人製品
安全協会が認証する「SGマーク」
を日本で初めて取得しました。スタン
ダードな日よけ無しタイプと日よけ付き
タイプからお選び頂けます。

54 CR J2103
（株）ムーンスター／小間番号：2-09-07

足の正しい成長を
サポートする機能を搭載
甲と足首の2本のバンドでフィッ
ティングを調整が可能、足首の
折り返し仕様のバンドがしっかり
とホールドし安定感を高めます。
成長期の足や歩きに不安のある
お子さまにおすすめです。

55 CR C2140
（株）ムーンスター／小間番号：2-09-07

足と歩きを考えた高機能キッズシューズ
ホールド感の高いハイカットモデル。細めの足幅にも対応する中敷
付きです。歩行の負担を軽減するシャンクや、「カウンターボックス」
構造がやわらかく歪みやす
い子どもの足を支えます。
抗菌・防臭効果を持つ「カ
テキン」成分と、取り出して
洗えるインソールで靴内を
清潔に保つことができます。

58 HTS
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：5-11-05

59 簡易浴槽ミニ
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：5-11-05

医療的ケアが必要な方の入浴、特に人
工呼吸器を必要とするお子様のご家族
は在宅での入浴に大変苦慮されていま
す。「簡易浴槽ミニ」は準備が容易で、
自宅の浴室（ユニットバス1416サイズ以
上）で安全に安心な入浴を実現するた
めに開発されました。北九州市立総合
療育センターとの共同開発品です。

57 ウェーブ
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：5-11-05

60 腰掛便器用手すり（ぞう）
TOTO（株）／小間番号：2-09-09

背もたれ、座面、脚載せはそれぞれ�6�段階に角度調節ができ、利
用者に合わせたリラックスした姿勢でシャワー浴が行えます。オプ
ションで高さを上げると介助の負担も軽減します。様 な々方にお使
いいただけるようにサイ
ズは3種類で、身長76～
188cmの範囲に適合。
色はピンクとブルーの2
色です。

子どもの自立をそっとお手伝いする幼児用の手すりです。自然に
手を伸ばした位置に手すりがある
ため、座位が安定します。さらに、
ペーパーを取り付けられるので、ラ
クな姿勢でペーパーを使えます。
安心してつかまることができるた
め、衣服の着脱の際にも役立ち、
支援者の負担も軽減します。

61 幼児用シャワーパン
TOTO（株）／小間番号：2-09-09

子どものシャワーやおもらし洗いに
便利なシャワーパン。壁を三方に立
ち上げることで水はねを軽減し、プラ
イバシーも確保できます。子どもの握
りやすい高さに横手すりを設置し、
握らせて立たせることで、体を洗い
やすくなります。シャワー水栓は出入
り時に体に触れにくい位置にあり、
安全にも配慮しています。

65 除菌BOX　JOYKINGシリーズ
（株）シャイン／小間番号：3-14-05

安心！安全！おもちゃをいつでもUVとオゾンで簡単除菌！１個づつ拭
き取り除菌の手間を助けます。�■除菌時間は約100分�■万が一
中に子どもが入っている状態でス
イッチを入れてもダブルセンシング
で動作をストップする機能付。�■
使わない時は折りたたんで収納で
きます。�■除菌率は99.9％【エビデ
ンス取得済】　■サイズは選べる２
タイプ【１００Lと６０L】

66 低床電動3モーターベッド ハローキティ
フランスベッド（株）／小間番号：4-04-12

ハローキティとコラボレーションした電動ベッドです。
背上げ、足上げ、
高さの調整が可
能です。（給付対
象）

67 低床電動3モーターベッド 恐竜ベッド
スーパーショート
フランスベッド（株）／小間番号：4-04-12

恐竜のカラフルなデザインが特徴の電動ベッドです。お子様にぴっ
たりなスーパー
ショートサイズで
す。（他サイズ有）
背上げ足上げ高
さの調整が可能
です。（給付対象）

44 スマイルスプーン
（株）サカエ工業／小間番号：4-03-02

世界初！スライド式食具 摂食嚥下を快適にサポート
するスマイルスプーン
開口障害をお持ちの方や、口
唇閉鎖が不十分でスプーンを
抜く際に入れたものが口から
出てしまう方など、摂食嚥下で
お困りの方に、食事の時間をス
トレスなく楽しんでいただくこと
をサポートするスプーンです。

45 スマイルオープナー
（株）サカエ工業／小間番号：4-03-02

ペットボトルのキャップを片手でも開
けることができる補助器具です
ペットボトルのキャップは硬く閉まっているため、
開けるのに第3者の手助けが必要になることが
あります。スマイルオープナーは「ペットボトルの
蓋が自分で開けられない」という悩みを解決す
るために生まれた商品です。冷蔵庫など平らな
面に取付けて使用してください。

46 グラスフォーキッズ
（株）サカエ工業／小間番号：4-03-02

もっともっと美味しくしてくれる、子どもたち専用のグラス
子どもが使うものだから、割れにくく、軽くしなやかな特殊プラスチッ
ク「トライタン」を使用しました。
ビスフェノールAなどの化学
成分を含まないため医療機
器の部品や赤ちゃん製品にも
使われる安全素材。ガラスに
劣ることのない透明度を備え
ていていることも特徴です。

62 イーアスシーツ（100×140防水）
（株）イーアス／小間番号：5-06-04

ハーフサイズの防水シーツで、マットレスにセットする時の手間を考
えました。シーツのセンターに目印を付けて壁側に半分セット、後の
半分を手前側にセット、直感で敷
けるようになりました。生地はシン
カーパイルでサラサラの手触り
感。商品パッケージは新緑豊か
な気持ち良いデザインでお贈り
物にも人気です。

64 アイシニアケア（アイベビーケア）
（株）エクセルエンジニアリング／小間番号：1-04-03

どんなに離れていても、スマート
フォンなどで映像で確認しなが
ら、カメラ周りの音を聞いたり、ス
マートフォンから話しかけたりと、
リアルタイムで見守りができます。
カメラ側の温度・湿度を測定でき
るため、異常時には警報音でお
知らせし、熱中症予防することが
できます。

52
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福祉機器・自助具など、福祉用具全般にかかる相談を承ります。
あわせて、福祉機器の中で最も身近な道具でもある自助具を多数展示。
その場で自助具が作れる製作体験も実施します！（事前予約制）

　協力：一般社団法人 日本作業療法士協会、NPO 法人 自助具の部屋

東 3 ホール福祉用具相談
〜福祉機器・自助具のお困り事はこちら〜

会 

場

障害者や高齢者にとって、コロナ禍において課題となる場面や、困難さを感じる事例を取りあげ、それらの解消に導
く日常にあふれるアイデア・工夫に富んだ製品を展示します。

協力：公益財団法人共用品推進機構

「消毒する」ときの工夫
 ● 車いすでも使用しやすい消毒スタンド
 ● ボトルに手を触れず消毒ができる噴霧器
 ● 除菌＋αの効果を持つ消毒液やジェル　等

「測る」ときの工夫
 ● 検温した温度表示が見えなくても音声で伝えてくれる
 　 体温計・検温機器
 ● 測定結果をバイブレーションでお知らせしてくれる体温計
 ● 点字付きの体温計　等

「伝える」ときの工夫
 ● 聴覚に障害がある方でもコミュニケーションがしやすい
  　透明マスク
 ● 聴覚に障害がある方の意思表示を支援する仕掛け　等

1

2

3

子ども広場
Ⅱ.特集！
  ～コミュニケーション機器や学習支援機器の展示＆紹介～
　A. 「伝える・伝わる」コーナー
　　　…各種意思伝達装置・
　　　　コミュニケーション支援機器のご紹介
　B. 「学ぶ、育む」コーナー
　　　…学習支援にかかわる機器のご紹介／就学相談対応
　C. 「遊ぶ・楽しむ」コーナー
　　　…e-Sports体験支援・
　　　　障害児が楽しめる遊具や楽器のご紹介
　デジタル機器等の活用事例紹介セミナーや、ICT機器の活用方法
を映像でご紹介します！
●デジタル機器等の活用事例セミナー

10/5日（水） 10/6日（木） 10/7日（金）
療育相談／
福祉機器相談

（3 日間共通）
① 11：00 ～ 12：00
② 13：00 ～ 14：30
③ 15：00 ～ 16：00子どもの

住まい相談
就学相談

（Ⅱ-B.「学ぶ・育む
コーナー」内）

① 11：00 ～ 12：00
② 15：00 ～ 16：00

① 11：00 ～ 12：00
② 14：00 ～ 15：00 ① 13：00 ～ 14：00

各回
30分程度

10/5日（水） 10/6日（木） 10/7日（金）
① 11：00 ～ 11：00 ～ 11：00 ～
② 13：30 ～ 13：00 ～ 14：30 ～
③ 15：00 ～ 15：30 ～

Ⅳ.ひとやすみコーナー
�広場内にキッズクッションをご用意。
保育士が常駐し、お子さんの見守りや保護者のみなさんと子育てに
ついてお話します。

Ⅲ.相談対応
お子さまの日常生活等におけるお困り事や心配事などに対する相談
対応を行っています。

ご存知ですか？
「新たな日常に活かすアイデア・工夫用品展」
～コロナ時代の流儀～

  展示内容 会場 東 3 ホール
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　H.C.R.2022 ビジュアルデザイン紹介
H.C.R.2022 のデザインは、明治～昭和初期を代表する版画家・洋画家
である吉田博氏の作品 木版画「雲表」  です。
繊細な光の美しさを描いた作品で、雲海の中、陽光に浮かぶ富士に来年
50 周年を迎え H.C.R. の姿を重ねつつ、雅やかに開催する 49 回の展示
会をイメージいたしました。

作品名：「雲表」　　作者：吉田 博 氏

【プロフィール】
1876 年（明治 9 年）9 月 19 日 - 1950 年（昭和 25 年）4 月 5 日）。福岡県久留米市出身。

新版画を代表する版画家であり、洋画家。

日本最初の洋画団体である太平洋画会（現・太平洋美術会）の中心人物として活躍しつつ、

1920 年代に初めて木版画制作に挑戦し、新たな境地を切り開く。

西洋画の写実的な描写と、日本の伝統的な木版技術を融合させた独自の手法による吉田博の版

画作品は、色彩豊かかつ、微妙な陰影や光の移ろいを描き出す表現が特徴的。

鋭敏で繊細、そして詩情豊かな作品は世界中で高い評価を得ており、ダイアナ妃をはじめ、海

外にもファンが多数。没後 70 年を迎えた昨年（2021 年）には、「没後 70 年　吉田博展」を

東京をはじめ、全国各地で開催。

～会場デザイン～

会場には江戸小紋をあしらったデザ
インを施しています！
会場看板など、どこにどの柄がある
か、ぜひ探してみてください！

柄  青海波（せいがいは）

大海原の波を扇形にパターン化。雅楽「青海波」が名
前の由来とされ、青海波を舞う人はこの文様の衣装を
身に付けます。「源氏物語」には、光源氏が青海波を舞
う場面が描かれています。

柄  菱（ひし）

幾何学的な模様でありながらルーツは水草の菱の葉
で、繁殖力の強い特徴があることから子孫繁栄、無病
息災を願う柄と言われています。

柄  積石亀甲（つみしきっこう）

亀の甲羅に由来する六角形は「鶴は千年、亀は万年」と
言われ、古くから縁起の良い文様です。亀の甲羅のように
固く身を守ることで長寿や健康となるとされています。

柄  七宝（しっぽう）

円の円周を4分の1ずつ重ねることで、中央部は光る
星のように、重なりの部分は花弁のように見えます。子
孫の繁栄、縁、円満を想起させる縁起柄です。

H.C.R. では、会場内の移動に車いすを必要とする来場者の方に対し、車いすの貸し出しを行っております。
下記に掲載した車いすは、出展社のご協力により「車いす貸出コーナー」（東 2・3 ホール前ガレリア）にてご利用いただ
ける製品です。（※その他、主催者で手配した車いすをご用意しております。）なお、数に限りがあるため、ご希望に添え
ない場合があります。留意事項をご確認のうえ、貸出手続きをいただきますようお願いいたします。

株式会社カラーズ 小間番号 6-17-03

COLORS
車いすの介助が大変で外出を諦めて
しまう、という声から外出がラクな介
助型車いすを開発しました。そのラ
クさは使ってみると一目瞭然！①水
勾配の傾斜がある道路でも楽にまっ
すぐ進む。②前輪をちょっと浮かせ
て楽に曲がれる③段差を楽に安心し
て越えられる④踏切や砂利道でも楽
に進む、乗る人も介助する人も笑顔
になれる車いすです。

【寸　法】全長 105 ×幅 58cm
【座面高】43cm
【重　量】13.0kg

株式会社今仙技術研究所 小間番号 5-14-01

Light6 （LGS-TR1）
電動リクライニング・ティルト式普
通型電動車いす。
軽量・コンパクトで狭い室内の移動
や、車両への乗り降りなどをスムー
ズに行うことができます。また、重
量が従来の座位変換型電動車いすと
比べ 1/2 程度となるため、介助者が
楽に取り扱うことができます。

【寸　法】全長 97 ×幅 55cm
【座面高】42 〜 58cm　※ティルト時
【重　量】52.0kg
【走行距離】１回の充電で約 15km（電動の場合）
【最高速度】 6.0 km/h（電動の場合）

留意事項 １）車いす貸出コーナーは、歩行に困難がある方が利用できるコーナーです。
 ２）貸出時間は 2 時間までです。次に利用する方のために、必ず時間までに返却ください。
 ３）会場内は多数の来場者で混雑しています。事故等を起こさないよう、操作には十分ご注意ください。
 ４）電動車いすを会場内で安全にご利用いただくため、操作・歩行に慣れていない方は手動車いすをご利用ください。

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者の自立と社会参加を助ける身体障害者
補助犬（盲導犬／聴導犬／介助犬）の働きをご紹介。
本企画では、補助犬身近に感じられる説明を受けられるほか、日常生活でのサ
ポートの様子のデモンストレーションをご覧いただくことができます！

H.C.R. は、来年 2023 年で 50 周年を迎えます。
今後の H.C.R. が自然、人々、まちなみが調和したなかで未来をめざしていくことを願い映像作品としてまとめた “ 心像 ” や、
H.C.R. が描く方向性についてご紹介しています。
また、新規のご出展をお考えの企業・団体の担当者の方を対象としたアンケートを実施しています！

会場が広くて目的の製品の場所が見つからない、出展社が多くあって迷うなどの際、リアル展と連動した H.C.R.Web 展
の機能を利用いただき、目的エリアまでスムーズに検索が可能です。

会場内にて、来場者アンケート（東 5 ホール）、福祉機器利用者アンケート（東 2 ホール）を実施しています。
皆さまにとって H.C.R. がさらに身近となり企画の充実化を図れるよう、また、使いやすく福祉機器の開発と普及が進むよう、ぜひご協力
をお願いします！
ご回答いただいた皆さまに、障害者就労支援施設・事業所の製品や、H.C.R．ロゴをあしらった記念品をプレゼントをご用意しています！

被災地で活動する障害者就労
支援施設・事業所で生産され
た製品を販売し、現地への支
援に繋げます。 
セルプカフェでは、軽食（ホッ

トドッグやコーヒー）を販売しています！会場を
巡った後の休憩やちょっとお腹がすいたときなど、
ほっと一息つける場です。

協力：一般社団法人 日本身体障害者補助犬学会

　協力：認定 NPO 法人 日本セルプセンター、NPO 法人 ヒールアップハウス

東 6 ホールもっと知ってほじょ犬 会　
場

H.C.R.2023　50 周年 PR コーナー

東 5 ホール
東 2 ホール

東 1 ホール
東 6 ホール

東 1 ホール
東 6 ホール

出展社検索コーナー

来場者アンケート／福祉機器利用者アンケート 会　
場

会　
場

会　
場

東 4 ホール
休憩コーナー内

会 　
場被災地支援／セルプショップ＆カフェ

来場者／福祉機器利用者アンケートで皆さまのお声をお聞かせください！

車いす貸出コーナー

  デモンストレーション日程 
（3 日間共通） 

①11：00〜11：45
②14：00〜14：45▶︎
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　書籍紹介

1,100点以上の製品から、気になる
製品を簡単検索！
Web展期間中は随時最新の製品情
報を更新！

10月6日にH.C.R.リアル展
にて行われる国際シンポジウムの
アーカイブ映像を公開！！「ヘルスケ
ア」をテーマに展開します！

ヘルスケアをテーマとした国際シン
ポジウムのアーカイブ映像を公開！

H.C.R.のリアル展で開催したセミナー
の様子を、アーカイブにて公開！
例年好評の「福祉機器選び方・使い方
セミナー」のほか、「アートと福祉の融
合」や、「高齢者のための料理講座」な
ど、魅力的なセミナーがWeb展期間
中は何度でもご覧いただけます！　

340社超の出展社が一堂に！
福祉機器を扱う出展社に直接アクセ
スができ、商談や共働経営に繋が
る事例も！

東1ホール・6ホールにて、
会場エリア検索機能

紹介コーナーを実施中！

  「国際福祉機器展 Web2022」好評開催中！

製品検索機能

　 H.C.R.セミナー

  出展社
  プレゼンテーション

国際シンポジウム

10/11（火）～

順次公開予定

10/11（火）～
順次公開予定

10/11（火）～
順次公開予定
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福祉機器 選び方・使い方 副読本

自立支援編

福祉車両、
福祉に役立つ

情報機器・電子機器、
自助具

はじめての
福祉機器 選び方・使い方 副読本

住宅改修編

住宅改修、入浴、トイレ～わが家をバリアフリーに～
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こちら

出展社検索機能

2021年度版

価格：各1部200円・
3種セット500円

（いずれも税込）　

福祉機器を安全・安心に使用するために重要となる、自信にあった福祉機器選びと
適切な使い方のポイントを、わかりやすく解説しています！

※本誌は、2021年度版です。
※2022年度より冊子の発行は行わず、H.C.R.WebサイトにてPDFデータのご提供とさせていただきます。

（https://hcr.or.jp/useful/howto）

福祉機器 選び方・使い方テキスト

総合案内所／セミナー会場C「福祉機器 選び方・使い方」にて販売中

多数の出展社・製品から、知りたい情報を検索し発見できます。
本年は「会場エリア検索」機能を導入するなど、H.C.R. リアル展との連動性をパワーアップしました！
リアル展で見たあの製品、あの出展社の振り返りにご活用ください！

「基本動作編」 「自立支援編」 「住宅改修編」

総合福祉展示会としての新たな H.C.R. の歴史が始まります。

H.C.R. 事務局
（一財）保健福祉広報協会
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F
Mail : info@hcrjapan.org

H.C.R.
https://www.hcr.or.jp/

第50回
国際福祉機器展
H.C.R.2023

2023年9月27日（水）～29日（金）
東京ビッグサイト東展示ホール

ー H.C.R.は50周年を迎えます ー
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