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高齢者と障害者の自立のための

第 44 回国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2017
会
期：2017（平成 29）年 9 月 27 日(水)～29 日(金)
会
場：東京ビッグサイト 東展示ホール（東京都江東区有明）
出展社数：527 社・団体（日本 447 社・団体、海外 80 社）
開場時間：午前 10 時～午後 5 時 30 分 ※最終日 29 日は午後 4 時まで
入 場 料：無料（登録制：当日または事前）
主
催：全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会

【開催内容】(予定、
【 】の数字はプログラム№です。)
①福祉機器約 20,000 点を総合展示 WEB にて入場登録を受付中です！
②国際シンポジウムを開催（9 月 27 日）WEB にて参加申込を受付中です！
【1】高齢者の家族介護の現状とその支援について～ヤングケアラーやダブルケアなどの課題を考える～
※参加費 1,000 円（事前登録制）

③H.C.R.セミナー（9 月 27 ～29 日）WEB にて参加申込を受付中です！
福祉職から一般、福祉利用者、家族までをそれぞれ対象として、以下をテーマに連日開催。

〔会場／東京ビッグサイト・会議棟 6F、共通資料（1 部 500 円）配付〕
【2】一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術 ～ ボディメカニクスの理解と活用
【3】福祉施設の実践事例発表 ～ 役立つ活かせる工夫とアイデア
【4】福祉施設における感染症の知識と対応 ～知っておきたい感染症対策のポイント
【5】高齢者・障害者に役立つ生活支援用品の紹介とその開発視点
【6】介護ロボットの活用で未来を拓く
※上記②国際シンポジウム、及び③Ｈ.Ｃ.Ｒ.2017 セミナー（一部、参加定員あり）の参加申込み受付が進ん
でおります。受付状況につきましては H.C.R. Web サイトにてご確認ください。

〔その他の会場／東京ビッグサイト内、先着順にて自由参加〕
【7】はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー（会議棟１階 レセプションホールＢ）
【8】高齢者むけの手軽な日々の食事 ～総菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ［高齢者の料理講座］
（東６展示ホール 特設会場Ｃ）

④出展社によるプレゼンテーション

本紙にて詳細をご紹介いたします！

⑤H.C.R.特別企画
〔会場／東京ビッグサイト・東展示ホール、先着順にて自由参加〕
．．．．
【9】アルテク講座 2017 ～ 身の回りにあるテクノロジー（アルテク）で創る豊かで楽しい生活
（東６展示ホール 特設会場Ｂ）
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【10】障害児のための「子ども広場」
【11】ふくしの相談コーナー
【12】福祉機器開発最前線

本紙にて出展企業名をご紹介します！

【13】被災地応援コーナー
その他にも、多彩なプログラムを実施予定。

H.C.R.2017 出展社プレゼンテーションのお知らせ
H.C.R.2017 への出展企業・団体による「出展社プレゼンテーション」も、会期中の 3 日間、製品の展示や
各プログラムと並行して以下の各会場・時間帯で行われます。
各企業・団体が自ら企画したプレゼンテーションでは、各社の日頃の製品開発・研究の状況や新製品の情報
などを知ることができます。興味のあるテーマや内容をチェックいただき、ご参加ください。
◇出展社プレゼンテーション１（１Ｆ）
《9 月 27 日（水）
》
時間

詳細

１－A 会場（東２ホール）

公益財団法人 静岡県産業振
興財団
10:30
「ものづくり県 静岡」から、
テーマ
福祉･介護４企業が集結
①㈱iSEED：保険適用スマ
ホ直結見守り機器、②インフ
ィック㈱：座位保持に現場発
案の足台、③ソフトプレン工
内容
～
業㈱：座ったまま下肢・体幹
筋強化、④㈱マクルウ：サイ
ズ可変ストレッチャー型車
椅子
11:30
介護従事者、福祉機器利用者
主な参加
とその家族、福祉機器販売事
対象
業者及び自治体
一般社団法人 日本福祉用具
出展社名
供給協会
自立支援のための効果的な
テーマ
福祉用具活用とは
12:30
福祉用具の効果的な活用に
よって自立支援につながっ
た事例を紹介しながら、選り
すぐりの福祉用具専門相談
員によるパネルディスカッ
内容
ションを開催します。
～
出展社名

１－B 会場（東３ホール）

１－C 会場（東５ホール）

ケアフォレスト

（株）エナジーフロント

「ひとにやさしい IT」で介護
業務を支援する
介護×ICT 課題と今後の展望
について、ケアフォレストの
設立趣旨と活動紹介を交えつ
つ、本質的な介護サービスの
向上を提案。明るい介護の未
来の訪れを是非ご体感くださ
い。

「てこの原理」で楽に起こせ
るリフティピーヴォ
1.移乗介助の困り事について
（腰痛による離職率、抱え上
げ禁止等）
、2.当社商品リフテ
ィピーヴォの使い方を実演、
3.持ち手が付いたジーンズも
移乗介助が簡単に出来る実演

介護従事者、介護事業所経営
介護従事者、福祉機器利用者と
者、一般
そのご家族、福祉・介護専門職

一般社団法人 日本リハビリ
（株）光洋－ディスパース
テーション工学協会
大規模災害とリハ工学支援
より良い排泄ケアを目指して

これまで当協会は、国内での モレのない「大人用紙おむつ」
大規模災害時に高齢者や障害 のあて方やあて方のポイント
のある方々へのリハ工学支援 をご紹介いたします。
をおこなうとともに、得られ
た経験を災害への対応として
伝えてきました。そこで本プ
レゼンテーションでは、被災
者や障害当事者、支援者の視
点で、大規模災害に向けリハ
工学支援について考えてみた
いと思います。
13:30
介護従事者、福祉機器利用
介護従事者、一般の方
電動車椅子使用者、支援者、
主な参加
者、一般、福祉用具専門相談
対象
企業
員
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出展社名

ケアスタディ（株）

高齢者介護施設での食事の
テーマ
自立を高める姿勢と椅子の
話
14:30
介護が必要になっても美味
しい食事を自分で食べたい、
この願いを叶えるために工
内容
夫したいのが食事の姿勢。高
～
齢者の体格と食事姿勢に必
要な条件を介護施設での調
査結果を踏まえ解説します。
15:30
介護施設経営者、介護従事
主 な 参 加 者、在宅介護のご家族
対象

ＷＨＩＬＬ（株）

（株）プラッツ

新発表モビリティー「WHILL 「まちがいだらけ」のベッド
Model C」
の選び方・使い方
WHILL㈱が今年発売を開始
した Model C の商品説明をし
ま す 。 2014 年 発 売 開 始 の
Model A から何が変わったの
か、どのような未来を見据え
て販売したのか、プレゼンし
ます。
貸与事業者（福祉用具レンタ
ル事業者）
、福祉機器利用者、
介護事業者

様々な種類がある電動ベッ
ド、
「どんな機能があるのか、
本人に合っているのか」困っ
た経験はありませんか？理学
療法士の吉川和徳氏を講師に
迎え、ベッドの選び方・使い
方を実演いただきます。

１－B 会場（東３ホール）

１－C 会場（東５ホール）

ケアマネージャー、福祉用具
専門相談員、看護・介護従事
者

《9 月 28 日（木）
》
時間

10:30

～

11:30

12:30

詳細

１－A 会場（東２ホール）

一般社団法人 全国福祉用具
専門相談員協会

出展社名

（株）パシフィックウエーブ 旭（株）

テーマ

「ずれ」の力を正しく学んで 介護食のビギナーからエクス 介護保険制度改正に伴う福祉
介護現場に活かそう
パートにも役立つ調理実習
用具貸与サービスの対応

内容

主な参加
対象

床ずれの発生を軽減するに
は、体圧分散性の高いマット
レスが相応しいという思い
込みを正し、
「ずれ」の力を
吸収する機能マットレスの
活用が効果的であるという
事実を実証実験を以て説明
する。
介護従事者、福祉機器利用者

介護食に興味のある方々に業
務用ブレンダー、フードカッ
ター、ゲル化剤を使用して調
理実習から試食まで実際の病
院、施設で提供されている介
護食をレシピ付で体験して帰
って頂くセミナーです。

来年度、介護保険における福
祉用具貸与サービスの制度改
正が実施される。その中で、
ご利用者に対する全国平均貸
与価格の提示、複数商品の提
案について検討する。

一般、ケアマネージャー、介 福祉用具専門相談員、ケアマ
護福祉士、歯科衛生士、看護 ネジャー、メーカー
師、栄養士、調理士

出展社名

アビリティーズ・ケアネット
（株）富士データシステム
（株）

テーマ

入浴事故対策セミナー（特殊 使い方で介護が変わる！IoT ヒヤリ･ハットを知り事故を
浴槽編）
とビッグデータの世界
防ごう（移動機器編）
医療・介護施設の現場では、
特殊浴槽が活用され、利用中
の事故も報告されておりま
す。労働安全衛生の観点から
特殊浴槽に求められる対応、
改善のポイントを紹介しま
す。

ペーパーレス化、介護ロボッ
ト、センサー等、介護業界に
は ICT・IoT が不可欠となっ
ています。最新の IoT 連携と、
システム化によって得られる
ビッグデータの様々な活用法
をご紹介します。

一般社団法人 日本福祉用具･
生活支援用具協会（JASPA）

本セミナーは「シルバーカー」
「手動車いす」
「電動車いす」
の、重大事故につながるリス
クのある「ヒヤリ・ハット」
内容
～
を、動画による事例を交え経
験豊富な講師が解説します。
特に初心者の方にお薦めで
す。
13:30
医療福祉施設管理者、医療福 介護施設関係者、障害者支援 福祉用具の利用者、ご家族、
主な参加
祉施設従事者
施設関係者
介護・医療従事者、ケアマネ
対象
ジャー、福祉用具専門相談員
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14:30

～

出展社名

国立大学法人 信州大学

テーマ

ロボティックウェア curara ポジショニングクッションで より良い生活に繋げる車椅子
新モデルの発表
改善される症状と効果
シーティングとは？

内容

これまでの curara®が大き
くモデルチェンジし、New
Model が誕生したので、ご紹
介とデモンストレーション
を行います。

（株）丸井商事

自社開発のポジショニングク
ッションの特長と使用方法を
ご紹介します。日本の介護現
場の課題に対して、解決する
道具を作りました。臥位、座
位の商品を合わせて５点ご紹
介いたします。

パシフィックサプライ（株）

車椅子シーティングは、まだ
まだ座ることが目的になって
いるのが現状です。よりよい
生活に繋がる、活動のための
シーティングについて、
V-trak を使った事例を通じて
ご提案します。

15:30

福祉機器利用者(歩行補助機 介護従事者、福祉機器の販売 医療関係者、販売店、シーテ
器)、福祉施設従事者(理学療 店、福祉機器利用者とそのご ィングに興味のある方
主な参加
法士、作業療法士、福祉専門 家族
対象
学生など)学術機関在籍者(ロ
ボット工学、リハ工学など)
《9 月 29 日（金）
》
時間

10:30

詳細

１－A 会場（東２）

１－B 会場（東３）

１－C 会場（東５）

出展社名

作業療法士会（東京都・神奈
ＴＯＴＯ（株）
川県・千葉県・山梨県）

テーマ

日韓における福祉用具供給 元気～介護まで使える住宅水 見える化の次へ。介護現場か
システムの現状と展望
まわりのリモデルポイント
ら提案する見守りシステム

厚生労働省老健局高齢者支
援課 小林毅福祉用具・住宅
改修指導官より「介護保険の
福祉用具サービスの現状と
内容
～
展望」
、インジェ大学教授 Ｙ
ａｈｇ先生より「韓国の福祉
用具の現状」をご講演いただ
きます。
11:30
福祉機器開発に関わる業者、
主な参加 福祉機器を扱う介護従事者、
福祉機器適合評価に関わる
対象
リハビリテーション専門職

在宅介護に役立つ新商品「ベ
ッドサイド水洗トイレ」を詳
しく紹介。長く、快適に住み
続けられる水まわり設備のリ
モデルポイントを身体状況の
変化に合わせて提案します。

（株）インフィック・コミュ
ニケーションズ

「LASHIC」は当社の介護事
業運営ノウハウを活用し、在
宅/施設で使える地域包括ケア
対応型見守りシステムです。
新製品の機能と現場での実例
を踏まえた全体像をご説明し
ます。

介護従事者、福祉機器利用者、 介護事業経営者・管理者、福
高齢者施設事業者
祉機器利用者とそのご家族、
介護従事者

出展社名

川村義肢（株）

（株）エルエーピー

フランスベッド（株）

テーマ

装具の基礎セミナー。知っ ロボットを活用した在宅高齢 褥瘡予防に於ける福祉機器導
て、触って、着けてみよう 者支援用システム
入による介護負担の軽減

12:30

～

内容

装具は QOL 向上に役立つ支
援機器。多職種に知ってもら
いたい装具の基礎を紹介し
ます。地域での義肢装具士の
役割と、採型から完成までの
製作工程。実際に装着し、装
具を身近に感じてください。

神奈川県厚木市で産・学・官・
医の連携事業で取り組む「ロ
ボットを活用した地域在宅高
齢者支援サービス」プロジェ
クトにおいて利用を予定して
いる各福祉ロボットとその管
理運営システムの紹介

褥瘡予防に於ける体位変換と
体位変換に伴う介護行為（食
事・清潔・排泄介助など）に
ついて、福祉機器導入により、
その介護負担の軽減につなが
っている事例を紹介致しま
す。

13:30 主な参加 福祉機器メーカー、介護従事 福祉機器メーカー、介護従事 介護従事者、施設管理者、福
者、行政機関
者、行政機関
祉用具取扱業者
対象
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14:30

～

15:30

国立障害者リハビリテーショ
テクノツール（株）
ンセンター研究所

出展社名

（株）ワイズマン

テーマ

ワイズマンの地域包括ケア 立位姿勢調節を最適化する新 福祉機器のある暮らし in ヨ
への取り組み
たなリハビリの提案
ーロッパ

内容

医療・介護に従事する皆様を
ICT で支えてきたワイズマ
ンが目指す、医療・介護従事
者だけでなく、地域包括ケア
に関わる方々が皆繋がるこ
とが出来る仕組みづくりに
ついてご紹介します。

立位姿勢時の重心動揺量をわ
ずかに増幅／減衰させること
で、姿勢調節を最適化させる
新しいリハビリテーション装
置「BASYS」を紹介します。

ヨーロッパでコミュニケーシ
ョン支援機器、上肢サポート
機器が使われている様子を紹
介します。装着型ワイヤレス
マウス「Zono」
、食事支援機器
「iEAT」、アームサポート
「MOMO」等。

介護従事者、医療従事者、自 医療専門職、病院経営者、介 福祉機器利用者、リハビリ職
主な参加
治体
護事業所
従事者（PT、OT、ST）
、介護
対象
従事者

◇出展社プレゼンテーション２（２Ｆ）
《9 月 27 日（水）
》
時間

会場

出展社名

テーマ

内容

主な参加対象

5 月に成立した介護関連法案などの最新情報と
10:30
2018 年医療・介護 対策事例もご説明します。ICT で残業時間をゼ
（株）エス・エム・
２－Ａ
W 改定への対策～ ロにしている事業所や、採用への応募が年間 介護従事者
～
エス
好事例をご紹介
11:30
50 件以上ある事業所など、具体的な成功事例
もご紹介。
福祉用品製造者、輸入

一 般 財 団 法 人 安全・安心な福祉用 製品安全協会の業務とＳＧマーク制度を紹介し、福祉 者および販売者、福祉
２－Ａ
具のために
用具のＳＧ基準について紹介します。
機器利用者、地方自治
製品安全協会
体の福祉担当者など
高齢者のリハビリ

２－Ｂ

ＱＯＲクォリティオブレクリエーションをテーマに、高齢

福祉施設のレクリエーシ

児島商工会議
者の為のレクリエーションを支援する遊具を紹介しま
テーション用遊具
ョン担当
す。実際に遊具に触れて遊んでいただき、体を動か
所
の紹介
作業療法士 その他
しながら楽しんでください。

12:30
～
13:30
２－Ｃ

２－Ｄ

Sunrise
適切なシーティングで高齢者の車椅子上での褥瘡予
Medical Home 高齢者の褥瘡予防
高齢者・介護関係者、医
防・再発防止は可能です。離床時間の延長、残存機
療・リハビリ関係者、障害
Health Care と自立支援のため
能の発揮、自立支援、そして介護軽減に欠かせない
のシーティング
者本人及び家族
Group
車椅子シーティングについてお話しします。
（アメリカ）

（ 株） シ ル バ ー 福祉用具と自立支
援
産業新聞社

NEC ソリューシ
２－Ａ ョ ン イ ノ ベ ー タ 製品紹介セミナー
（株）
14:30
～
高齢者施設／住宅
15:30
２－Ｂ

TOTO（株）

事業主様向け 介護
を考えたトイレセ
ミナー

福祉用具は、自立支援との関係でも重要性を増して
います。一方で「上限貸与価格」「平均貸与価格の公
表」など、コストに関する見方は厳しさを増していま
す。こうした背景について解説します。

ケアマネジャー、介護
事 業 者 、介 護 福祉 用
具・機器メーカー、サ
ービス利用者、家族一
般、その他

出展予定の製品（NEC 歩行姿勢測定システム、
NEC 言語トレーニング支援サービス）について、ご
来場者向けオープンに事例等含めた紹介セミナーを
開催します。

医療関係者（理学療法
士）、介護予防機器取扱
販売店、介護関係者（介
護事業者、介護従事者）

介護現場の水まわり設備は日々進化しています。介
護負担の軽減はもちろん、メンテナンスでの困りごと
も解決する水まわり設備を介護動作を合わせ、ご提
案。新商品ベッドサイド水洗トイレもご紹介。

高齢者施設事業者、高
齢者住宅事業者
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服薬管理をＩＴ化

２－Ｃ

IT 化と聞くと難しいなどのネガティブな意見もありま

（株）ノアコンツ
す。しかし、人手不足や介護事故の現実も目の前に 介護施設の運営に携わ
で事故防止・業務効
…。そこで、もう少し手軽に IT 化のご提案をいたしま る方、施設長、看護師
ェル
率化できます！
す。誤薬防止に業務効率 UP！

医療・介護ベッドの

介護ベッドの事故の件数、状況、発生場所さらに事故

（株）ランダルコ
防止対策等について、医療・介護ベッド安全普及協 介護従事者 医療従事
２－Ｄ
事故と対策及び JIS
議会にて作成した注意喚起パンフレット及び注意喚 者 福祉用具事業者
ーポレーション
規格の概要
起動画と併せて説明します。

《9 月 28 日（木）
》
時間

会場

２－Ｂ

10:30
～
11:30

テーマ

『介護ロボット』
マッスル（株） SASUKE のいる介
護とは

内容

主な参加対象

ロボヘルパーSASUKE の開発秘話と普及に向けて
の取り組み、当社が目指す SASUKE のいる介護に
ついてお話します。介護施設等から SASUKE の効
果的な導入活用事例を紹介します。

介護従事者（福祉・介護
専門職の方など）、福祉
機器利用者とそのご家
族、一般の方

公益社団法人 生活の仕方が変わる 医療専門職である理学療法士が心身状態を評価し、 一般、介護従事者と家
生活環境を把握したうえで福祉用具を使用すること
２－Ｃ 日本理学療法 福祉用具～理学療法
族、福祉機器利用者と家
で、皆さんの生活がどのように変化するかお話しま
士からの提案～
族
士協会
す。

（株）レイトロン

音声認識コミュニケ
ーションロボ『チャ
ピット』の活用

チャピットは、雑音環境下で離れた所から、人の声を
聞き分けることができます。生活の時間管理や、家電
コントロール、レクリエーション機能の活用方法をご紹
介。対話型の簡単設定を実演します！

福祉機器利用者とその
ご家族、介護施設従事
者、一般

羽立工業（株）

総合事業対応型！
ボランティア育成事
業の成功法

地域を巻き込み前期高齢者の人材活用で総合事業
のお悩みを解決！ 高齢者の健康づくり・体力づくり
の実践的指導ができるボランティア育成事業につい
てお話しさせていただきます。

健康づくり・介護予防に
関心のある方、自治体の
介護予防事業担当者

Sunrise
Medical
２－Ｃ Technologias
S.A. de C.V.
（メキシコ）

障害児・者の二次障
害防止のためのシー
ティング

変形等の二次障害は避けられないと諦めていません
か？ 姿勢と重力の関係を知り、シーティングによる
姿勢保持を適切に行うことで二次障害を防止し、残
存機能を最大限に発揮することが可能です。

障害児（者）関係者、医
療・リハビリ関係者、障害
児（者）本人及び家族

２－Ａ

２－Ｂ

12:30
～
13:30

出展社名

眠り SCAN による

介護施設で普及が進む介護ロボットの一つ、入居者

パラマウントベ
の生活を見える化するセンサ「眠り SCAN」につい 介護施設経営者、介護
２－Ｄ
睡眠改善と業務負担
て、導入施設「善光会特養フロース東糀谷」における 従事者、介護関係商社
ッド（株）
軽減の取り組み
運用事例を交えながら紹介します。

一般社団法人
福祉機器コンテスト２０１７で選考された最優秀賞と優
日本リハビリテ 福祉機器コンテスト
受賞者およびその関係
２－Ａ
秀賞の作品について発表・表彰して、受賞者の栄誉
者、関心のある方すべて
ーション工学協 ２０１７表彰式
を称える。
14:30
会
～
15:30
２－Ｂ

（株）シナノ

ポールウォーキング
体験会

２本のポールを持って歩く手軽な全身運動「ポールウ
ォーキング」。歩き方や運動効果の説明のほか、実際
にポールを使ったポールウォーキング体験を行いま
す。
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介護従事者、地域包括
支援関係者、一般

Guldmann
２－Ｃ A/S
（デンマーク）

安全な移乗、ベッド
上ケア、リハビリへ
のリフトの活用

歯科衛生士から学ぶ

安全な移乗に加え、ベッド上ケアやリハビリ、早期離
床へのリフトの活用方法や、リフト導入の際に考慮す
る、リフトの種類による使用方法の比較や利用者、介
護者への効果をご紹介します。

一般、介護従事者、医療
福祉施設関係者

ベッド上での正しい口腔ケア方法を摂食嚥下リハビリ

シーホネンス
テーション認定歯科衛生士が伝授します。誤嚥リスク 一般、介護従事者、医療
２－Ｄ
「ベッド上での正し
を低減するヘッドレスト機能搭載のベッドや口腔ケア 福祉施設関係者
（株）
い口腔ケア」
グッズを使用した実演です。

《9 月 29 日（金）
》
時間
10:30
～
11:30
12:30
～
13:30

会場

出展社名

テーマ

内容

２－Ｃ

Sunrise
Medical Ltd.
（イギリス）

ヨーロッパから
2017 年の設計、
コ
ンセプトの軽量車
いす

羽立工業（株）

簡単・効果期待！自
立体力トレーニン
グ＆体力評価実践

軽量車いすは進化し続ける。より軽く、スタイリッシュに、
美しく。その裏にはユーザーが最上の機能を利用できる
という目的があってのこと。このプレゼンテーションでは英
国とドイツの最新のコンセプトをご紹介します。
高齢者が自立して生活するための「自立体力」4 つの能力
に効果期待大！ 日々現場で悩んでいる運動機能向上メ
ニューを実践で学ぶことができます。
講師：静岡大 中野美恵子名誉教授

２－A

羽立工業（株）

超高齢社会対応
型！ 前期高齢者活
用の健康まちづく
り

地域づくりによる介護予防。PDCA サイクルで健康づくり
の好循環を。地域を巻き込んだ健康まちづくりについて
事例を交えてお話しさせていただきます。

２－Ｃ

（株）ザオバ

競争激化＆淘汰の
時代の介護ビジネ
ス生き残り方

★次回法改正対策 ★介護施設生き残りチェックポイント
★あなたの介護施設も勝組に!! 認知機能低下予防＆機
能訓練プログラム紹介 ★リハビリマシン格安導入法

２－Ａ

14:30
～
15:30

主な参加対象
一般
健康づくり・介護予
防に関心のある
方、自治体の介護
予防事業担当者
健康づくり・介護予
防に関心のある
方、自治体の介護
予防事業担当者
介護従事者、福祉
機器利用者、一般

「福祉機器開発最前線」の出展企業が決まりました！
企業・研究機関による福祉機器の研究開発、試作状況などの情報提供や紹介の場として最新の製品の展示や
デモンストレーションを実施し、毎年好評・注目をいただいている「福祉機器開発最前線」の H.C.R.2017 の
出展企業が、以下のように決まりました。
ロボットから見守り、排泄、転倒察知、コミュニケーションなど、多岐にわたる最新の機器の展示にご期待
ください。
＜出展予定企業・団体＞
株式会社エイビス、株式会社 EINS、NTT 東日本、株式会社岡田製作所、株式会社 OTON GLASS、国
立障害者リハビリテーションセンター研究所、パイオニア株式会社、兵庫県立福祉のまちづくり研究所ロ
ボットリハビリテーションセンター、株式会社 Enhanlabo、横浜市総合リハビリテーションセンター
[以上、10 社・団体]
※企業名は五十音順

なお、各社の出展製品などの情報については、次号でお伝えする予定です。
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H.C.R.2017 新製品の紹介／福祉機器ガイドブックより
㈱スギヤス／Bishmon

ドリームステージ【ＮＤＫ１８】 【移動機器】 価格：お問い合わせください

世界最薄級の車いす昇降機。一人で搬送でき、一人で組み立て可能です。一般工具のみで誰でも組み立てで
きます。
ＳＣＯＯ高橋製瓦㈱

ＳＣＯＯ【移動機器】

価格：380,000 円（非課税）

～折りたためて持ち運べるモビィリティスクーター～
日本初のサイドステアリング方式採用の新開発モビィリティスクーター。
電動車いす扱いとなるため、
免許、
登録不要で、公道を走行できます。折りたたんで持ち運べるため、車やバス、飛行機に乗せて遠出も可能です。
スマート介護

無限連結ぬりパズル【日常生活支援用品】 価格：1,620 円

～ピースはすべて同じ形で、無限に連結できるジグゾーパズル～
ピースに線が印刷済みなので、ペン等を塗って楽しめ、塗り分けもできます。各ピースは 65ｍｍと扱いや
すい大きさで、できあがったピースを連結して動物の形を作ったりとアイデアが広がります。
住友理工㈱

ＳＲアクティブマットレス 体圧ブンさん【ベッド用品】 価格：753,840 円

～ＳＲセンサによるオーダーメイドの体圧分散が床ずれ防止に貢献～
スマートラバーセンサを内蔵したフィードバック機能付き体圧分散エアマットレスです。身体にかかる圧力
の集中箇所を計測、エアセルを動作させることでピンポイントに除圧し、床ずれ防止をサポートします。
積水ホームテクノ㈱
せください

NBP V N「サービス付高齢者住宅向け」1416 サイズ【入浴用品】 価格：お問い合わ

～個室および在宅での入浴ケアに対応できる可変性に優れた浴室～
浴室にベンチを設けることで安全性を向上、自立入浴から介助入浴へと時間の経過とともに変化する入浴ス
タイルに合わせて手摺の追加装置やリフト・機械浴槽への交換設置が可能です。
新築だけでなく、
リフォーム、
リノベーションでも対応できます。
仙台フィンランド健康福祉センター
せください

アーミアクティブチェア【日常生活支援用品】 価格：お問い合わ

～フィンランド発、つらい立ち上がりもパーソナルチェアが解消～
立ち上がりやすさを追求したチェア。
肘掛けと座面が連動する独自の構造で起立動作を素早くアシストしま
す。フィンランドの家具デザイナーによりインテリアとしても楽しめるデザインです。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 出版部
864 円

きちんとストレス管理 advance【出版・福祉機器情報】 価格：

～介護職員のためのストレスマネジメント書籍～
ストレスへの基本的なかかわり方、セルフケア、怒りのセルフコントロール等はもちろん、職業性ストレス
の新しい枠組み・概念をふまえ、職場復帰サポートの具体的な方法も解説している書籍です。
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㈱ソルクシーズ
見守り支援ロボット「いまイルモ PaPeRo i 」
【コミュニケーション・見守り機器】 価
格：初期費用 27,000 円～、月額費用 7,560 円～
～コミュニケーションロボットを活用した見守り支援システム～
見守られる方の居室・寝室・トイレ・玄関等に設置したセンサーを通じて得た生活の様子をスマートフォン
やタブレット等で確認できる他、コミュニケーション機能を使って薬の飲み忘れや室温異常等をロボットが音
声や LED(光)で知らせます。
㈱ぞうくん

Saji【日常生活支援用品】 価格：1,296 円

人が持つ無条件反射のひとつである把握反射を利用して握りやすくした木製スプーンです。柄についた丸い
球が手のひらを刺激して握り安定します。
反射を利用するため、
認知症や拘縮が始まった方等に向いています。
大建工業㈱

おもりやりフロアⅡ【建築・住宅設備】 価格：34,560 円／梱(3.3 ㎡)

車いすや杖のキズに強く、跡も残りにくく、滑りにくい床材で高齢の方でも安心です。
ダイハツ工業㈱
円～

ムーヴフロントシートリフト(昇降シート車) 【福祉車両・関連機器】 価格：1,254,000

助手席の電動昇降シートを標準装備し、90°開きのドアで足元がゆったりしている福祉車両です。昇降時の
開口の高さにより頭上にもゆとりがあり、快適に乗り降りできます。カスタムグレード・ターボエンジン搭載
グレードや衝突回避支援システム搭載グレードもラインナップされています。
㈱タカラトミー

小学館の図鑑 NEOPad【日常生活支援用品】価格：16,200 円

聴覚障害の子どもたちとも一緒に楽しめる共遊玩具です。人気の動物・恐竜・昆虫・魚から 500 種類の生き
物が抜粋され、知育ゲームから学習まで生き物テーマのアプリが 100 種入っています。音量の大きさも目視で
各自確認が可能です。
TAKEX 竹中エンジニアリング㈱
合わせください

在宅ケアシステム【コミュニケーション・見守り機器】 価格：お問い

～月々のランニングコスト不要で、外部へ通報可能～
ペンダントの緊急ボタンを押せば施設等の管理者や家族へ緊急通報し、ペンダントでそのまま通話できます。
各種センサーの入力は 6 点で、入力に応じたメッセージで通報します。
㈱竹虎 ヒューマンケア事業部
円

ハッピーⅡ ＮＢ 抑制ブレーキ【福祉車両・関連機器】 価格：78,840

キャリーカーのタイヤ後輪に急加速時のみ減速する機能を搭載し、耐久性のある新ブレーキユニットを採用。
握りやすいグリップ形状も採用しています。
(有)テクノム
介護用昇降テーブル「らくらくテーブル１人用新製品」
【日常生活支援用品】 価格：お問
い合わせください
介護施設や個人宅でも利用できるパーソナルテーブル。
高さ調整幅は３０ｍｍ、
ハンドル操作で誰でも簡単、
スピーディーに高さ調節できます。ハンドルは折りたたんで収納が可能です。
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㈱テクノスジャパン

MCTOS model FX【コミュニケーション・見守り機器】 価格：380,000 円（非課税）

～ＡＩを搭載したシンプルな重度障害者用意思伝達装置～
コミュニケーションが困難な重度障害者のための意思伝達装置です。対象者の生体信号の検出および判定に
ＡＩ機能を組み込んでおり、コンパクトでデザイナブルな形状です。
テクノグリーン販売㈱

Scallop【日常生活支援用品】 価格：お問い合わせください

参考出展。床座位の補助に使用します。シンプルで持ち運び可能なデザインは、通常のいすにも取り付けて
使用することが可能。全 4 サイズで、今後ネット販売を予定しています。
㈱テレウス

カーボンバイク REVOX【移動機器】 価格：お問い合わせください

実績あるレース用フルカーボンハンドバイク。世界中のトップクラス選手も愛用しています。さまざまなオ
プションパーツによってニーズに合わせて細かくカスタマイズできます。
㈱東経システム 「福祉見聞録」生活支援システム【在宅・施設サービス経営情報システム】 価格：お問
い合わせください
「福祉見聞録」はグループウェアの発想を取り入れた業務支援システムです。利用者のプランニングや記録
の標準化、iPad 等の携帯端末を使用した「見るっチ」によるリアルタイムな情報連携でチームケアの強化に
有効。問題発見型システムです。
㈱日画

らくらく風呂【入浴用品】

価格：お問い合わせください

日光檜を使用した風呂です。キャスター付きで屋外に移動させ露天風呂ふうに使用することも可能。浴槽内
には専用の入浴チェアに座ったまま出入りできます。給水は別売ポンプを使用します。
日産自動車㈱

エクストレイル【福祉車両・関連機器】 価格：2,825,000 円（非課税）

リモコン操作で回転・昇降し、車いすからの移乗が楽に行える車輌です。見晴らしの良い助手席で景色を楽
しみながらドライブできます。
㈱ノダ

施設向け玄関収納【建築・住宅設備】 価格：セットプラン 459,000 円～

高齢者向け施設・住宅等の共用玄関に適合します。スペースや人数に合わせてボックスと扉の組合せが自由
にできる玄関収納。指はさみ防止形状の扉や水洗いできる棚板を採用し、木目柄のカラーコーディネーション
も豊富です。
㈱パシフィックウエーブ
円

ジェルトロン背・座一体型クッション(仮称)【日常生活支援用品】 価格：37,800

～車いす上での不良姿勢を防止する～
スポーツカーシート用クッション構造を応用しています。座面には厚さ 3cm のジェルトロン、内転・前ずれ
防止アンカー、座面のたわみをフラットに補正するインサートポケット、背面にはバックサポートを採用し、
各サポートクッションは利用者に適した位置調整が可能です。
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パラマウントベッド㈱
さい

車いすクッション JAY シリーズ【日常生活支援用品】 価格：お問い合わせくだ

～使いやすい 4 種類の車いすクッション～
ウレタンフォームを使用しており、軽量で持ち運びなどの取り扱いが簡単です。立位成型により姿勢保持を
サポートし、背部の両隅をカットしているので車いすにフィットしやすい形状です。
ピジョン タヒラ㈱
課税）

ティルト車いす ニュースゥイングプラス NSW-2 【移動機器】価格：125,000 円（非

～座位が取れなくなった方の座位保持がかんたんにできる車いす～
背張り調整、足踏みブレーキ等の機能の他、通気性を確保したパンチングレーザーシート、上下前後左右
360°回転ヘッドサポート、肘掛け高さ調整機能も装備しています。

＊上記の製品は、H.C.R.201７福祉機器ガイドブックにお申込みいただいた新製品のなかから、基本として社名アイウエ
オ順に沿うかたちで紹介したものです（１社１点のみ紹介）
。特段の選考によるものではありません。

※注 1：内容や日程は予告なく変更する可能性がありますので、ご来場の際は最新情報をご確認ください。
※注 2：各プログラムへの最新のご参加内容については、H.C.R. Web サイト(www.hcr.or.jp)で順次ご案内します。

H.C.R. 2017 事務局
一般財団法人 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

TEL. 03-3580-3052 FAX. 03-5512-9798 https：//www.hcr.or.jp
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