
4 SOYO 送風車いすシート
（株）アテックス／小間番号 ： B-205 

併催イベント 　基本動作編、自立支援編、住宅改修編の3編から計10分野の福祉機器について、はじめて利用
する際に押さえておきたい情報や知識が凝縮したセミナーです。
　さらに、福祉施設等関係者へ向けたICT活用セミナーも初開催いたします。参加費無料、事前登
録も不要ですので、是非ご参加ください！

（※Web展での同時配信・アーカイブ配信があります。）

定員：100 名 ※自由参加、先着順でご案内します。

Ⅰ 福祉機器展示コーナー（本紙P4〜6紹介の製品をご覧いただけます）
Ⅱ   相談コーナー
　 （各日 ： 11：00〜12：00、13：00〜14：30、15：00〜16：00）
Ⅲ   現在も未来も大切です！ 子どもの住まい
　 （肢体不自由・医療的ケア・知的障害・発達障害）
　 相談コーナー（10日（水） ： 11：00〜12：00、13：00〜14：30）
IV ひとやすみコーナー

1 MB-PONY
（株）松永製作所／小間番号：B-803

とにかく軽い６．４ｋｇの軽量バギーで股ベルト標準装備の安全
設計。
ワンタッチで折りたたみ可能。

〒503-1272 
岐阜県養老郡養老町大場
484
TEL.0584-35-1180
https://www.matsunaga-w.
co.jp/

〒547-0014 
大阪府大阪市平野区長吉川
辺3-3-24
TEL.06-6799-8100
https://www.atex-net.co.jp/

3 ジッピーエクスケイプ
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号 ： B-5102 ジッピーアイリス

アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号 ： B-510

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

はじめての福祉機器
選び方・使い方セミナー

新しい日常・多様なニーズ ～伝わる マスク展～
生活様式が一変した今、障害のある人たちがどんな不便さを感じ、どんな
工夫をし、どんなことを望んでいるかを、調査結果をもとにパネルでお伝
えします。また、コミュニケーションを深めるためにさまざまな工夫が施
された「マスク」と関連製品を展示します。 （協力：共用品推進機構 他）

東日本大震災や熊本地震など
災害に見舞われ、復興に取り組
みながら生産活動に取り組む障
害者就労支援施設・事業所（セ
ルプ）の製品を販売します。

（協力：日本セルプセンター）

セミナースケジュール
11月10日（水） 11月11日（木） 11月12日（金）

住宅改修編 基本動作編 自立支援編

11:00～
12:00

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

11:00～
12:00

ベッド 11:00～
12:00

福祉に役立つ情報機器・電子機器
福祉技術研究所（株）
代表取締役　市川 洌 氏

早稲田大学　人間科学学術院
教授　巖淵 守 氏

13:00～
14:00

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

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 洌 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　第二
自立訓練部肢体機能訓練課自動車訓練室長　熊倉 良雄 氏
目白大学 保健医療学部 理学療法士学科　田中 亮造 氏

14:30～
15:30

入浴機器
高齢者生活福祉研究所 
所長／理学療法士　加島 守 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／
理学療法士　加島 守 氏

14:00～
15:00

自助具
ヒューマン　代表　 岡田 英志 氏

福祉施設向け編 15:30～
16:30

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15:45~ 

16:45

福祉・介護現場における
ICTの選び方・使い方
株式会社ビーブリッド　
代表取締役　竹下 康平 氏

日常生活支援用品コーナー

　

作業療法士、技師などの専門家が福
祉機器や自助具に関わる相談に応じ
ます。「自助具相談コーナー」では、
身の回りのさまざまな自助具を展示し
ており、触ってお試しいただけます。

（協力：日本作業療法士協会、自助具の部屋）

ふくしの相談コーナー 被災地応援コーナーH.C.R. 特別企画

展示製品の
説明時間 11：00 ～ 12：00 13：00 ～ 14：00 14：30 ～ 15：30
11/10
（水）

○ いす・カーシート
○ 食事用具・食器／衣類・靴

○ 学習・訓練機器／
　コミュニケーション機器
○ 介護ロボット

○車いす　○バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用具／家具

11/11
（木）

○車いす　○ バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用具／家具

○ いす・カーシート
○ 食事用具・食器／衣類・靴

○ 学習・訓練機器／
　コミュニケーション機器
○ 介護ロボット

11/12
（金）

○ 学習・訓練機器／
　コミュニケーション機器
○ 介護ロボット

○車いす　○バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用具／家具

○いす・カーシート
○ 食事用具・食器／衣類・靴

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 介護ロボット

従来のティルト車いすは、全長が長く不便がありました。ジッ
ピーアイリスは、使用される方の重心位置を中心としてティルト
する独自の方式で、コンパクトなサイズを実現しました。狭い場
所、エレベーターの利用がしやすくなりました。回転半径も小さ
くなり操作も容易です。成長対応型で拡張により長く使用でき

るオーダー車いすです。

新たにパーツを追加することなく、車いすの幅、奥行き、背の高
さを拡張することが可能です。身体にぴったり合った車いす
を使用することは、二次障害を予防するために重要です。折
りたたみ式でありながら剛性が高く軽量で、リジット車いす（固

定車）のように効率よく走行で
き、疲れにくく、快適に過ごせる
オーダー車いすです。

内部に風を送り、シートの表面温度や湿度の上昇を抑える車
いす用シートです。汗をかきやすい背中部分に風を通すこと
で、蒸れによる不快感を低減します。モバイルバッテリー対応

で移動やお出かけもスムーズに
行えます。

子ども向けの福祉機器を総合展示するととも
に、専門家による相談コーナーや、保育士が
常駐するひとやすみコーナーを開設します。
本年は介護ロボットに関する相談も承ります。

子どもの福祉機器と相談コーナー
協力：横浜市総合リハビリテーションセンター

子ども広場 
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16 バンビーナ Posi
タカノ（株）／小間番号 ： B-80415 バンビーナ

タカノ（株）／小間番号 ： B-80414 SOYO 送風バギーシート
（株）アテックス／小間番号 ： B-205 

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原
5331
TEL.0265-72-3157
https://www.takano-hw.com

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原
5331
TEL.0265-72-3157
https://www.takano-hw.com

〒547-0014 
大阪府大阪市平野区長吉川
辺3-3-24
TEL.06-6799-8100
https://www.atex-net.co.jp/

内部に風を送り、シートの表面温度や湿度の上昇を抑える
バギー用シートです。汗をかきやすい背中部分に風を通すこ
とで、蒸れによる不快感を低減します。モバイルバッテリー

対応で移動やお出かけもスムー
ズに行えます。シート幅を2種類
（30cm/35cm）ご用意しました。

●あたたかみを感じられる木製のロングセラー商品
●お子様の成長に合わせた４サイズ。（S・M・Lスリム・L）
●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。

●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。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

11 リフトン　トライサイクル
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号 ： B-510 13 子ども用クッションシート

タカノ（株）／小間番号 ： B-804

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原
5331
TEL.0265-72-3157
https://www.takano-hw.com

12 CAGAC
丸菱工業（株）／小間番号 ： B-503

〒485-8505
愛知県小牧市大字本庄
1251-3
TEL.0568-79-9427
https://www.marubishi.biz

ペダルのこぎ易い三輪車です。運動できるだけでなく、友達
と一緒に楽しみながら遊ぶことで社会性を発達させ、活動
範囲を広げられます。オプションには体幹を保持するための

背もたれやヘッドレスト、室内
でペダル漕ぎの練習ができる
スタンドなどを用意しています。
4色、3サイズからお選びくだ
さい。

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、いす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。

●子ども用車いすクッションです。
●�お子さまの成長に合わせたサイズ、体をしっかり支える安
心構造です。姿勢保持・体圧分散性を重視しました。
● 3シリーズご用意しています。

7 バンビーノ 3
パンテーラ・ジャパン（株）／小間番号 ： B-5026 ミクロ

パンテーラ・ジャパン（株）／小間番号 ： B-502

〒311-4164
茨城県水戸市谷津町細田1-8
TEL.029-257-2522
https://www.panthera-japan.jp/

5 NEW MB-1R
（株）松永製作所／小間番号：B-803

〒503-1272 
岐阜県養老郡養老町大場
484
TEL.0584-35-1180
https://www.matsunaga-w.
co.jp/

〒311-4164
茨城県水戸市谷津町細田1-8
TEL.029-257-2522
https://www.panthera-japan.jp/

ワンタッチで折りたたみ可能。
乗る子どものことを考え、背張り調整と座奥調整を標準装備
し、成長に合わせて調整可能。用途に合わせてリクライニン
グも選択可能です。ご両親の負担を軽減できる高さ・角度

調整機能付き。

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。

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。

子ども広場　展示製品一覧 
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9 LUUK（自走式／介助式）
（株）松永製作所／小間番号：B-8038 ミント

（株）松永製作所／小間番号：B-803 10 木製歩行器歩む君
澄建設（有）SUNSUMI／小間番号 ： B-310

〒352-0025
埼玉県新座市片山3-16-27
TEL.048-482-5455
http://www.sumikensetsu.
co.jp

〒503-1272 
岐阜県養老郡養老町大場
484
TEL.0584-35-1180
https://www.matsunaga-w.
co.jp/

〒503-1272 
岐阜県養老郡養老町
大場484
TEL.0584-35-1180
https://www.
matsunaga-w.co.jp/

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。

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いただけます。

従来多く出回っている「歩行器」のデザインをモチーフにし
て、木製（ヒノキ材）の曲げ加工を利用し、在宅で利用す
るお子様向けの歩行器になっています。さらに、前面のカ
バーを倒していすになり、それに腰かけて後ろから押すこと

ができます（車いすの代わり）。ま
た、そのカバーに本などの小物を
入れることができます。高さの調
節も可能で、木製の柔らかさを強
調する構造になっています。

自走式 介助式



28 HugT1
（株）FUJI／小間番号 ： B-30427 HugL1-01

（株）FUJI／小間番号 ： B-304

〒472-8686
愛知県知立市山町茶碓山19
TEL.0566-55-8800
http://www.fuji.co.jp/

26 マッスルスーツ
（株）イノフィス／小間番号 ： B-401 

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-2-2
東京理科大学 森戸記念館3F
TEL.080-5377-9552
https://innophys.jp/

〒472-8686
愛知県知立市山町茶碓山19
TEL.0566-55-8800
http://www.fuji.co.jp/

18 LAPS Kids
タカノ（株）／小間番号 ： B-80417 BabyLoco（ベビーロコ）今仙

今仙技術研究所（株）／小間番号 ： A-401（NEDOブース）

〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ
3丁目1番8号
TEL.058-379-2727（代表）
https://www.imasengiken.co.jp/

19 TANO
TANO／小間番号 ： A-315 

〒254-0035
神奈川県平塚市宮の前1-4
パーレン平塚5F
TEL.0463-73-5490
https://tanotech.jp/

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原
5331
TEL.0265-72-3157
https://www.takano-hw.com

小児用移動支援機器「BabyLoco」は幼児期から自らの
意思で探索して、興味、関心、意欲などを高める目的で開
発しました。座位保持椅子を載せて、自分で操作して室内
を移動する移動支援機器です。弊社にて取り付けの安全

性が確認された座位保持椅子
を「BabyLoco」に取り付けて、
簡単に電動化することが可能
です。

●�ご家庭や学校のいすに簡単に取りつけて姿勢をサポートし
ます。
●姿勢が安定するよう、形状を工夫しています。
●軽く、持ち運びしやすく便利です。
●サイズは、S・M・Lの3サイズ。

●�カラーは全 4色からお
選びいただけます。

センサーの前に立つだけで骨格を読み取り、体をコントロー
ラー代わりにして様 な々トレーニングを行う事ができるシステム
です。多言語対応のリハビリ/レクリエーション/測定等の
コンテンツは150種類以上内蔵されています。麻痺がある方、
車いすの方、障害のあるなしや老若男女問わず使用するこ

とが可能です。

21 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 ： A-613

〒420-0026 
静岡県静岡市葵区大鋸町
1-12
TEL.054-252-1141
http://www.medicpro.co.jp/

20 姿勢保持用肘置台—SUNSUMI—
澄建設（有）SUNSUMI／小間番号 ： B-310 22 ゆ～楽さん

矢崎化工㈱／小間番号 ： B-309

〒422-8519
静岡県静岡市駿河区小鹿
2-24-1
TEL.054-281-8867
https://www.kaigo-web.info/

〒352-0025
埼玉県新座市片山3-16-27
TEL.048-482-5455
http://www.sumikensetsu.
co.jp

本製品は障害のある児童が、机に座っての学習を行う際に姿
勢保持を支援する製品で、どこにでも持ち運んで簡単に設置
できる「姿勢保持用肘置台」です。学校・職場その他外出
先など、テーブルの厚みが違っても容易に取付でき、行動範
囲が広がります。色や材質も各種対応可能です。身体に障害
がある方、特にお子様の就学に際して、学校の机がカットテー

ブル形状でない場合に、学校に持っ
ていき取付して姿勢保持として利用
するために制作しました。

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人まで安全に対応できる設
計であり、バッグ底に酸素ボンベが収納できます。

ゆ～楽さん新タイプ。施設や在宅で障がいのあるお子様や、
気管切開したお子様たちが安心して入浴が可能となります。
浴槽の素材は柔らかく肌さわりも抜群。またお子様の状態に
より背当部の角度が変更可能で成長に合せ浴槽幅サイズ
調整も可能となりました。

25 防音あんしん　y マット
田島ルーフィング（株）／Web出展

〒101-8575
東京都千代田区岩本町
3-11-13
TEL.03-5821-7760
https://tajima.jp/

24 簡易浴槽ミニ
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号 ： B-51023 リフトン　ウェーブ

アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号 ： B-510

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

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。

医療的ケアが必要な方の入浴は「身体の保清」、「リラクゼー
ション」、「血流循環の促進」、「全身の観察」等の観点か
ら重要ですが、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、自宅のスペー
スで安全に安心な入浴を可能
にしました。

知的障害や発達障害のある子どもは、その約 7割に家の中
を走り回ったり飛び跳ねる行動が見られます。田島ルーフィン
グ（株）、大成建設（株）、（社福）横浜市リハビリテーショ
ン事業団の三者が共同開発することで、他の製品に比べて

高い耐久性と音に対す
る低減性能、衝撃吸収
性を実現したマットです。

腰負担軽減を目的としたアシストスーツ。人工筋肉の伸縮で身
体を支える構造。【電気不使用】【簡単装着】【耐水性（IP56）】
【強力補助（25.5kgf）】が特徴。2021 年 4月にシリーズ累
計販売 2万台突破。負荷が集中する夜勤時の中腰、オムツ
交換・体位変換で人気。試着はメーカーまでお気軽にご相談

ください。
TEL.0120-046-505

移乗サポートロボットHugは座位間の移乗動作、トイレ・脱
衣所などでの立位保持をサポート。介護者の身体負担の軽
減にも役立ちます。

【特徴】
・�ボタン2つのリモコンでどなたでも
簡単操作
・よりコンパクトな設計
・人が乗っても軽い取り回し

移乗サポートロボットHugは座位間の移乗動作、トイレ・脱
衣所などでの立位保持をサポート。介護者の身体負担の軽
減にも役立ちます。高さ調節が可能なので、対象者に合わ
せた軌道で自然な立ち上がりを実現します。

【特徴】
・自然な立ち上がりを表現
・より幅広い体格の方に対応
・�スリングシート不要ですぐに使用
可能

子ども広場　展示製品一覧 
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