
国内外の福祉機器や介護機器・用品、リハビリテーション機器等を、製品カテゴリーごとに分類し展示。
最新技術からハンドメイドまで、福祉機器を、実際に見て、聞いて、さわって、試して、比較して、選べる福祉総合展示会です！

H.C.R. 2022の会場は、4 年ぶりとなる
東京ビッグサイト「東展示ホール」です！

出展ゾーンと主催者企画の一体的なレイ
アウトにより、見やすく回遊しやすい会場づ
くりを行ってまいります。

多彩な福祉機器の総合展示 未来を見通す特別企画

福祉機器開発最前線 ─ふくしの未来に会いに行こう─
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！

子ども広場
子ども向け福祉機器の総合展示を実施し

ます！ 専門家による専門コー ナーにて療育
相談や住宅改修も可能です。保育士が在駐
するひとやすみコーナーも設置します。

さらに、本年は学習支援機器・IT 機器の
特集展示や、IT機器の身近な活用方法をご
紹介します！

日常生活支援用品のいま
ご存知ですか？「新たな日常に活かすアイデア・工夫用品展」

Withコロナの時代にあって高齢者や障害者（児）の生活を便利にするために、
ユニバ ー サルデザインを一層広げることに着眼した福祉用品の展示を行いま
す。日常生活に役立つ新たなアイデアにふれる機会を提供します！

福祉機器・自助具のお困り事はこちら！ ～福祉機器相談・自助具展示～

作業療法士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。生活の中で
の福祉機器・自助具に関するさまざまな困
りごとを、お気軽にご相談ください！

毎年好評な自助具の製品展示・製作体験
（事前予約制）も予定しています。

もっと知ってほじょ犬
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。日常生活でのサポ ートの様子のデモンストレーション
も実施します！

被災地支援ショップ＆カフェ
東日本大震災をはじめとする被災地で活

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、現地への支援につな
ぎます。ほ っと一息くつろげる “セルプカ
フェ”も再開！

H.C.R. 2022  会場MAP ＜東京ビッグサイト東展示ホール＞

第49回国際福祉機器展
49th International Home Care and Rehabilitation Exhibition

最寄駅 ● �りんかい線�「国際展示場駅」より徒歩約7分　※駅⇔会場の往復シャトルバスを運行予定
●ゆりかもめ�「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

リアル展

※写真は2021年度開催時のもの

❶
見どころ

約340社の福祉機器関連企業・メーカーが5万㎡超のホールに
大集結！ 各社による選りすぐりの福祉機器を一堂にリアル展示！ ❷

見どころ

“ともに生きるまちづくり”を軸とした多彩な企画を展開！
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地域共生社会の実現に向けた最新情報を 
集中発信！
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、2040年に向けてはさらに加速化することが予想されています。
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。

本セミナーでは、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、e-Sportsを通じた障害者支援の取り組み、アートと福祉の融
合など、「ともに生きる豊かな社会の実現」を軸としたセミナーを展開します。

⃝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

⃝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

⃝e-Sportsを通じた障害者支援と自己実現 
edges（エッジス）

⃝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

⃝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

⃝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

⃝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

⃝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／（一社）未来研究所臥龍 代表理事　香取 照幸 氏

最新の介護予防・ヘルスケア情報を 
リサーチ！
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。
高齢者のための栄養講座や、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。

⃝高齢者のための手軽な料理講座 
料理研究家　枝元 なほみ 氏

⃝楽しみながらリハビリ・健康体操セミナー 
介護エンターテイナー 作業療法士　石田 竜生 氏

⃝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～ 
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

⃝フレイル予防の新たな動向 ～ withコロナ社会を見据えて～ 
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

⃝暮らしを守る高齢者権利擁護の手引き ～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

⃝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～ 
全国社会福祉協議会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

セミナーのテーマを一挙公開！

セミナーのテーマを一挙公開！

「福祉機器　選び方・使い方セミナー」 
周年記念イベントも！
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、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、「選び方・
使い方セミナー20周年セッション」の開催し、今後の福祉機器開発の方向性を展
望します！

選び方・使い方セミナー　テーマ一覧（予定）

10月5日(水) 10月6日(木) 10月7日(金)
車いす ベッド 福祉に役立つ情報機器・電子機器

公益財団法人 
武蔵野市福祉公社 
作業療法士 
堀家 京子 氏

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

住宅改修 リフト等移乗用品 福祉車両
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

福祉技術研究所（株） 
代表取締役 
市川 洌 氏

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
小林 秀信 氏
目白大学 保健医療学部 理学療法士学科
専任講師 田中 亮造 氏

トイレ・排泄用品 杖・歩行器等補助用品 自助具
NPO法人  
日本コンチネンス協会 
牧野 美奈子 氏

高齢者生活福祉研究所 
所長／理学療法士 
加島 守 氏

ヒューマン 代表
岡田 英志 氏

福祉機器の未来を見つめる
選び方・使い方20周年 

記念セッション

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

H.C.R.セミナー

入場事前登録のご案内

リアル展への入場事前登録は、 国際福祉
機器展Web 2022の特設サイトにて受付
を行います。あらかじめご登録いただくこ
とで、さらにスムーズな入場が可能です！

9月5日（月）10：00より受付開始予定です。
詳細は今後のH.C.R.Webサイト更新情報をご確認ください。

H.C.R.Webサイト ➡https://hcr.or.jp/

H.C.R.は、東京ビッグサイト発出の対応指針等をふまえ、
下記等による感染症拡大防止策に努めてまいります。 （※7月25日時点）

検温・手指消毒の実施 マスク着用

陽性者との濃厚接触者
など

咳・咽頭痛などの症状

37.5度以上の発熱

 下記に該当する方は、 本展示会への
ご参加をお控えください。

※プログラムは変更となる場合があります。

入場事前登録
（9月5日～開始）

登録

❸
見どころ

SDGｓを実現する、
最新トピックをテーマに多彩なセミナーを開催！
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