配信元：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 新霞が関ビル内
Tel.03-3580-3052 Fax.03-5512-9798
お問い合わせ：info@hcrjapan.org
H.C.R.Web サイト：https://www.hcr.or.jp/
プレスリリース No.5

2018 年 9 月 14 日配信

Ｈ.Ｃ.Ｒ.2018 出展社新製品の紹介！
～2018 年度版 福祉機器ガイドブックから～
➢ 福祉機器ガイドブックでは、250 超の新製品情報を紹介！
➢ H.C.R.Web サイトの製品検索ページからも新製品を簡単に検索可能

① 出展社新製品の紹介！

詳細は別紙にて

本年の福祉機器ガイドブックには、国内 282 社、海外 84 社の出展社の福祉機器、約 1,600 点が収載され、そ
のうち 253 点が新製品です！
本号別紙では、ページ数の関係上、出展社名の 50 音順で 1 社につき 1 製品とし、計 115 点の新製品を紹介
します。H.C.R.や出展社への取材にご活用ください。 ※特段の選考はありません。

H.C.R. では、毎年本誌を刊行し、出展社の展示製品情報を掲載しています。あわせ
て製品を掲載している出展社の展示ブース番号(小間番号)も記載していますので、ガ
イドブックと一緒に H.C.R.会場内を巡って、気になる福祉機器を展示ブースで、「みて、
さわって、たしかめる」一助としてください。
〈お求め先〉
会期中：「ガイドブック販売所」 (各ホール入口横)
Web：保健福祉広報協会 HP「出版物のご案内」 (https://www.hcrjapan.org/book/)から
※「送料」と、「代金引換」もしくは「代金振込」に関わる手数料は申込者負担
※海外への発送は不可
〈仕様〉
A4 判：250 頁
価格：1,000 円(税込)
発行：2018 年 9 月 10 日
編著者：一般財団法人 保健福祉広報協会

② 製品検索ページにて全情報を無料公開

インターネット上の福祉機器の常設展示場です！

H.C.R.Web サイトの「製品検索ページ」にて、「2018 年度版 福祉機器ガイドブック」に掲載している出展社の展示製
品を公開しています。気になる製品の資料請求も行えます。
本ページから、製品名や企業名、製品分類、価格、新製品の検索が可能で、詳細ページからは製品の特長や仕様、
企業情報など福祉機器選びに欠かせない情報がご覧いただけます。

H.C.R.Web サイト(https://www.hcr.or.jp/search)からアクセスして、ご活用ください。

- - ぜひご活用ください！- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■保健福祉広報協会のメール配信サービス：https://www.hcrjapan.org/mail/intro.html
H.C.R.News や出展社の新製品情報などを配信。
iOS 版
Android 版
■HCR アプリ：QR コードからダウンロード
H.C.R.や福祉機器に関する新着情報を随時紹介。
■プレスリリースのバックナンバー：
https://www.hcr.or.jp/press/download
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Ｈ.Ｃ.Ｒ.2018 出展社新製品の紹介！

(出 展社名 50 音順/税 込価格 )

●アイシン軽金属(株)
新製品：軽々スロープ エコノミー 建築・住宅設備 価格：お問い合わせください
【特徴】アルミ合金を用いた低価格設計。すべり対策の凹凸形状(走行面)。高級感のあるライトブラウン色。持ち運
び用取手付き。側壁による脱輪防止。表面処理によりサビにくい。
●あいちロボット産業クラスター推進協議会 (株式会社シンテックホズミ)
新製品：電動アシスト歩行車 Tecpo/テクポ 移動機器 価格：お問い合わせください
電動アシスト機能付き歩行車で、屋外移動時の歩行や荷物運搬の負担をモーター駆動で軽減。本体速度や傾斜
を検知し速度を自動調整して、上り坂は楽に、下り坂はゆっくり、片傾斜勾配では谷側に下がることを抑制し、直進性
を高めて進むことが可能。
●(株)アイルリンク
新製品：アイルムーヴ X(エックス) 移動機器 価格：85,000 円(非課税)
H 型パットの面積を大きく、足元フレームを八の字に広げる等、大柄な方にも使いやすくなりました。下肢筋力が低
下した方は身体をあずけて、すくみ足を改善したい方は前腕のみで、回復段階に応じた自立歩行が可能。
●(株)アテックス
新製品：収納式電動ベッド(AX-BE580) ベッド用品 価格：お問い合わせください
介助が必要な方が使用することを目的に機能を改良した電動ベッド。ベッド折りたたみ＋キャスターの便利な機能
はそのままに、広げるだけで設置可能な「フルオートストッパー」や差し込み式のサイドレール等、使いやすさを優先し
た設計。マットレスが分離するので、衛生管理がしやすくなっています。
●アビリティーズ・ケアネット(株)
新製品：SMART TOILET スマートトイレ 建築・住宅設備 価格：お見積り
圧送ポンプを使用して排水を天井裏を通して排水設備に送るので、床下の配管工事は必要なし。標準配管工事は
1 日ですみます。撤去、再設置も可能。車いす対応型の他に標準型・小型の 3 サイズを用意。
●(株)アメディア
新製品：快速よむべえ拡大モデル YK-2000-D19 コミュニケーション・見守り機器 価格：226,000 円
主な用途：郵便物の確認、パッケージ印刷内容の確認、拡大読書器として使う、書き置きを読む、スピーディーな読
書、外国語の読み上げ、電子書棚としての活用。機能紹介：拡大読書機能、文字の読み上げ、読み上げ音声のデー
タ保存機能、電子データ再生機能。
●(株)アルコ・イーエックス
新製品：ライティングトリアージ 福祉施設環境設備・用品 価格：お問い合わせください (※特許出願中)
普段は入居者等のネームプレートとして、緊急時には病状識別タグとして救助隊に救助方法を教えてくれます。ネ
ームプレートを開けると中に光るタグが入っていて、入居者等に装着し病状識別タグとして使用できます。
●アルジョ・ジャパン(株)
新製品：Sara Flex 移動機器 価格：お問い合わせください
利用者の下腿を支える部分が広くシリコン素材で設計。下腿を支持する面を広くすることで立位時の安定性が向上。
人間工学に基づき、立位⇔座位の利用者の身体の動きにも配慮。また、介助者１人で快適に操作できるような設計。
●安寿/アロン化成(株)
新製品：ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB 入浴用品 価格：32,400 円
今まで取付けできなかったエプロン式のユニットバス入場登録対応した浴槽手すり。浴槽に取付けた時の脚の出っ
張りが小さいため、洗い場をひろびろ使え、動線を確保できます。また、トルク制御で適正な力で浴槽に固定でき、工
具不要でグリップと脚部の高さを調整できるので、設置・調整も簡単。
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●(株)いうら
新製品：ベッドサイド用リフト IL-200 移動機器 価格：510,000 円(非課税)
組立・分解が簡単で、ひとりで約 10 分で設置可能。ベッドを持ち上げることなく設置でき、腰痛を予防します。アー
ム旋回ロック機能で、15 度間隔でアームをロックでき、介助が安全にスムーズに行えます。

●(株)イケヒコ・コーポレーション
新製品：お尻さらっとクッション 移動機器 価格：3,564 円
い草の綿の 2.5 倍汗を吸収する力、アンモニアを 99％消臭する程の消臭力を活用した、車いす用クッション。尾骨・
座骨の圧力を分散するとともに前滑りを予防します。一番手前の 1 本を固めに仕上げ、さらに前滑りを予防。九州大
学福祉人間工学研究室との共同研究により開発された商品です。
●(株)イツミ
新製品：二段式乾燥機 TD-1320 福祉施設環境設備・用品 価格：お問い合わせください
多様化時代のニーズに応える二段式乾燥機。乾燥能力は当社従来型の約 2 倍を実現。上下別々の温度・時間設
定や大型ドアの採用により、使い勝手も抜群。目詰まり、異常温度、立ち消え等を検知し燃焼を停止するセンサー(ガ
ス式)も設置した安全設計。コインランドリー式も可能。
●(株)今仙技術研究所
新製品：EMS-260・270 型 電動ティルト 移動機器 価格：お問い合わせください
電動で姿勢変換が可能。ティルト角は 4 度から 50 度まで無段階に調整が可能。体圧分散、座席と身体のズレ防止
に効果があります。EMC-260 型電動ティルトは最高速度 4.5km/h、EMC-270 型電動ティルトは最高速度 6.0km/h。
●(株)インタージェット
新製品：歩行車 ストリーム オービー 移動機器 価格：46,200 円(非課税)
車いすと同じ安全構造を採用し歩行を安全にサポート。小回りが効き、操作性に優れている横幅 50cm のコンパク
トサイズ。ハンドル高さは 91cm まで。簡単に折りたため、折りたたみ幅 25cm と収納に場所を取りません。大型車輪
(20cm)で段差にも強く、バッグは取外し可能、杖ホルダー・ストラップ付き。
●インナービジョン
新製品：ICT・ロボット活用情報誌『ケアビジョン』 出版・福祉機器情報 価格：無料配布
インナービジョン社では、医療 ICT メディアの経験と実績を生かして、“これからの介護を支える ICT・ロボット活用情
報誌”『ケアビジョン』を創刊。
●インフォコム(株)
新製品：Smart-BRIDGE C3 コミュニケーション・見守り機器 価格：オープン価格
マルチセンサやドアセンサ等の Z-Wave に対応したセンサのデータをインターネット経由で見守り支援サービス(ミマ
モア)に送信する機器。インターネットには有線 LAN または NTT ドコモ回線に接続可能なマイクロ SIM で接続。※ZWave とは北米や欧州で普及している IoT 無線規格であり、低消費電力、長時間運用に適しています。
●ウチヱ(株)
新製品：シャワースカール D セーフティロック(メッシュシート) 入浴用品 価格：116,640 円
折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことが可能。肘掛けが前に回っているので、
利用者が前に倒れるのを防ぐことが可能。はね上げロック機能付き。フットレストが後方に下がるので乗り降りが楽。
ノーパンクタイヤ仕様。
●企業組合 S.R.D (飛翔株式会社)
新製品：多機能車椅子「翔」 移動機器
価格：128,000 円(非課税)
軽量で多機能な車いす。〈主な仕様〉着脱車輪。ノーパンクタイヤ。アームサポート跳ね上げ式。車輪付き転倒防止。
フットサポート開閉脱着式。背張調整式バックサポート。背もたれ折りたたみ機能。介助ブレーキ付き。ワイドキャスタ
ー。
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●(株)エナジーフロント
新製品：入浴用リフティ・ビーヴォ 入浴用品 価格：オープン価格
完全防水になっていて、はだかで滑りやすい被介助者を安全かつ簡単に移乗することが可能。
●(株)エヌウィック
新製品：マインレット爽 トイレ・おむつ用品 価格：お問い合わせください
リニューアルした自動排泄処理ロボット。給排水自動タイプ、カートリッジタイプの 2 種から選択でき、改良された身体
装着用のカップユニットで身体に装着し臥床時に利用可能。また、見守りシステムを搭載。利用者、介護者双方の大
幅な負担軽減と QOL 向上が図れます。
●(株)NTT ドコモ
新製品：みえる電話 コミュニケーション・見守り機器 価格：お問い合わせください
通話相手の言葉をリアルタイムで文字に変換しスマートフォン画面に表示するサービス。通話相手の言葉を聞き取
るのが難しいと感じている方が便利に利用可能。また、文字を入力して相手に音声で伝える機能もあり、聴覚障害の
ある方・高齢の方にも、いつでも便利に利用できます。
●(株)エルエーピー
新製品：手首のリハビリ補助機器「パワーアシストリスト」 リハビリ・介護予防機器
価格：お問い合わせください
手首の屈曲・伸展動作を空気の力で安全にやさしく動かしリハビリ訓練を補助。自身の時間で好きなだけ訓練を行
うことが可能になり、より一層リハビリ訓練を充実させることができます。
●OG Wellness/オージー技研(株)
新製品：セレーノ 入浴用品 価格：お問い合わせください
安全、安心を提供するオープン型シャワーバス。清掃がしやすくクリーンで心地良い設計。充実した機能でより効率
的な入浴をサポートします。
●オットーリフト(株)
新製品：オットーリフト AIR 建築・住宅設備 価格：お問い合わせください
レール直径が細くなりました。設置後の階段の圧迫感が少なくなりました。内回りの急傾斜、急カーブに対応可能。
●カドクラ
新製品：スムーバ 移動機器 価格：61,700 円(非課税)
座面と背部分の角度を保ったまま車いす全体が後方に傾くもので、お尻や太ももに係る圧を背中、腰へ分散するこ
とができるため、楽に座り続けることが可能。同じ姿勢で長時間座ることが困難な方に。右レバーで背面の角度調整
を、左レバーで座面の角度調整が可能。リクライニング最大 180 度＋ティルト 45 度。
●地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
新製品：パワーアシストリスト「rewrist」 リハビリ・介護予防機器 価格：お問い合わせください
手首のリハビリをサポートするロボット。KISTEC は開発企業(株式会社デンサン)に対して、デザイン事業者とのマッ
チングとともに、量産化、事業化に向けて企業連携を含めて支援を行い、商品化されました。
●(株)カナミックネットワーク
新製品：医療・看護・介護・自治体連携 情報共有システム 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
新しく追加されたテレビ会議機能によるオンラインカンファレンスや電子カルテ連携等、多職種間情報共有の可能性
をさらに広げ、地域包括ケアを強力にサポート。全国で約 700 地域に導入し、多くの方に活用され、多数の医師会や
自治体等への導入が広がっている実績 No.1 システム。(2018 年 3 月時点)
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●カナヤママシナリー(株)
新製品：neo-NOPPO 移動機器 価格：75,000 円(非課税)
ロングセラーの歩行車「NOPPO」のマイナーチェンジ版。前輪キャスターを 6 インチから 7 インチへと大径化すること
で、階段乗り越え性能が向上。
●(株)カワムラサイクル
新製品：KMD(A-Style) 移動機器 価格：98,000 円 (非課税)
コンパクトで使いやすい標準仕様。伸縮式駐車用ブレーキが標準装備で、軽い力で操作が可能。また、操作位置が
高くなることで操作性も UP。フットプレートの高さ変更は工具レスで簡単調整。施設向けタイプ(背折れ無し/ソフト車輪
仕様)と屋外向けタイプ(エアー車輪/介助ブレーキ付き)を用意。
●(株)きさく工房
新製品：アクピットⅡ 入浴用品 本体価格：100,116 円～サイズ、オプションにより
ティルト式の基本構造は踏襲し、入浴時の利便性をより高めるために洗髪時にヘッドパイプが後方に開く「ウォッシ
ャブル機構」を備えています。新たに加わったレッグサポート等、多彩なオプション品の使用でさらに安定した材と入
浴介助が行いやすくなりました。
●(株)QD レーザ
新製品：網膜走査型レーザアイウェア RETISSA® Display コミュニケーション・見守り機器
価格：645,840 円
安全性の高い微弱なレーザー光をプロジェクタから瞳孔の中心を通して、直接網膜に映像を投影。原理的にピント
位置や、ピント調整能力の影響を受けにくいことが特徴。使いやすいメガネ型で、投影部分を小型化することにより、
メガネの内側に配置可能。外観は一般のサングラスや、メガネとほぼ同じです。
●九州ヘルスケア産業推進協議会/大分県医療ロボット・機器産業協議会 (シェルエレクトロニクス株式会社)
新製品：排泄支援装置 トイレ・おむつ用品 価格：オープン価格
便器内のカメラ映像を PC 画面に映し出すことで医療スタッフと患者が同じ視野で安全かつスムーズな導尿訓練が
可能。
●共栄プロセス(株)
新製品：人体移乗降器具「ONBU7 DX タイプ」 移乗機器 価格：お問い合わせください
移乗降介助の際、腰をかがめる必要なし。移乗降時間も短く、介助者・要介護者への肉体的負担も大幅に軽減。体
型の違いによる調整も簡単な新方式を採用。介護施設・在宅にも最適なコンパクトな構造で、誰でも簡単に操作がで
き、通常の車いす・トイレ等ほとんど対応可能。
●(株)共伸製作所
新製品：車いす洗浄装置 クリーンジェット 福祉施設環境設備・用品 価格：お問い合わせください
車いす本体とタイヤの汚れを同時に洗浄できる洗浄装置。洗浄室は JIS 規格サイズの車いすがラクラク入る大きさ。
洗浄機メーカーのノウハウで 360°全方向からの洗浄と時間あたり 6 台の高速洗浄が可能。前面ドアを横開き式にす
ることで、装置前面の通路を広く確保しました。洗浄後に次亜塩素酸水の噴霧で除菌します。
●近鉄スマイルライフ(株)
新製品：ライナー30 JWX-1PLUS モデル 移動機器 価格：お問い合わせください
当社オリジナル車いすライナー30 に YAMAHA JWX-1PLUS が装着可能。フレーム剛性の高い車いすと電動ユニッ
トが安定した走行を楽しめます。「自走操作部」または「介助操作部」付き。「自走操作部」と「介助操作部」付き。
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●(株)クレアクト
新製品：携帯用会話補助装置インディー・コミュニケーター コミュニケーション・見守り機器
価格：お問い合わせください
会話や文字による意思伝達が難しい子ども向けのタブレット型携帯用会話補助装置。タッチかスイッチで操作が可
能。騒音がある場所でも聞こえる大音量スピーカー付きの丈夫な作りで、パネルのボタンを押すだけで初歩の因果の
理解、シンボルによる会話、通常の文字盤による作文、メール等幅広い成長段階の方が使用可能。
●神戸医療産業都市 (株式会社ポート・リハビリサービス)
新製品：車いす電動化ユニット“ポート” 日常生活支援用品 参考出展製品
自走型車いすに取付けるだけで、手動式が電動アシスト式になります。少しの力でタイヤを回せば、電動ユニットが
タイヤの回転を補助してくれるため、腕力が不安な方や、握力の弱い方でも自走可能。
●(株)コンダクト
新製品：在宅業務支援システム bmic ZR 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
bmic-ZR は、在宅ケア業務の効率化を支援するシステムです。現場で使える「かんたん画面」のモバイルアプリと、
日々の業務を強力にサポートする多職種連携ビューワーの 2 つの機能で、在宅患者・利用者のケア情報を記録し、
関係者全員がフラットに閲覧共有できる在宅ケア業務の効率化を支援するシステム。
●(株)コンフォート
新製品：エンジェル・アイ CFT-009 コミュニケーション・見守り機器 価格：オープン価格
カメラ・マイク・スピーカー・赤外線人体感知センサー・画像処理機能・温度センサー・音検知センサー・押しボタン式
センサーを有し、パソコンや携帯電話端末から利用者の見守りを行います。200 万画素対応。※要インターネット環境。
●燦/東海機器工業(株)
新製品：カーボン杖 移動機器 価格：お問い合わせください
先ゴムにフルタッチゴムを採用。「滑りにくい」と「高強度」を両立。「滑りにくい」「高い接地面積」で雨の日の外出や
坂道でも安全・安心。細首ネックのため握りやすい。伸縮タイプと折りたたみタイプの 2 種類を用意。
●ジーコム(株)
新製品：映像型統合システム ココヘルパ Vcam コミュニケーション・見守り機器
価格：お問い合わせください
映像型統合コールシステムのココヘルパ Vcam に新機能が登場。センサーの反応前後の映像を保存することが可
能で、万が一ヒヤリ・ハットが発生した場合でも、後から映像確認を行え、再発防止策に役立ちます。
●(株)自重堂
新製品：花柄スクラブ WH11595 介護・看護職員様用上着 福祉施設環境設備・用品 価格：4,536 円
WHISeL から女性らしいシルエットの花柄スクラブが新登場。屈しんでも胸元が見えにくいボートネック風の衿元と、
メイク汚れや髪型崩れが気にならないサイドファスナー開きが女性に嬉しい仕様。花柄素材を配色に使用した白衣
(ワンピース、チュニック)も用意。(機能：帯電防止素材、吸汗速乾、抗菌、消臭。)
●城東テクノ(株)
新製品：屋内・屋外対応 motte 勝手口タイプ 建築・住宅設備 価格：220,700 円
簡単組み立ての高耐久の段差解消手すり。部品点数も押さえ組み立ても簡単。メンテナンス性も良い手すりの勝手
口タイプ。
●(株)笑和
新製品：RAKU ハーフレイン 移動機器 価格：3,542 円
あるようでなかった腰から下をカバーするハーフレイン。車いすに座ったまま差し込むだけの簡単装置。ワイヤーリ
ングでどんな体型でもピッタリフィット。電動車いすの方や傘を差して車いすに乗る方におすすめ。
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●昭和貿易(株)
新製品：TDX-SP2 移動機器 価格：お問い合わせください
TDX シリーズに待望の新機種が登場‼ベースはデザインを一新、カラーの組み合わせで好みのデザインにコーディ
ネートが可能。新たなコントロールシステムとモーターにより操作性が UP し、電動シーティングシステムも新しい機構
を採用することで、よりユーザーニーズへの対応が可能。
●シルバー新報(環境新聞社)
新製品：はや分かり 2018 年度ダブル改定 出版・福祉機器情報 価格：800 円
完売御礼となった「月刊ケアマネジメント 3 月号 報酬改定号」を別刷りで提供。医療と介護のダブル改定に対応。
●(株)シンエンス
新製品：カーボンウォーカーⅡ 移動機器 価格：お問い合わせください
持ち上げる力が少ない方にも無理なく使用できる超軽量の折りたたみ歩行器。段差の乗り越え時等の転倒リスクを
軽減し、安定した歩行訓練が可能。日本人にピッタリの全幅 51cm。手前に 5°傾いたグリップが自然な姿勢での使用
をアシストします。8 段階の高さ調整(77～94.5cm)が可能で、長身の方にも対応。
●国立大学 信州大学
新製品：curara®5EX リハビリ・介護予防機器 価格：お問い合わせください
2011 年より開発を続けてきた curara® (クララ)のプロトタイプが 2019 年 4 月より、いよいよ利用開始。curara®4 の技
術はそのままで、より安全に使えるよう改良された curara®5EX。
●(株)シンド―
新製品：車椅子用バイキングトレイホルダー 移動機器 価格：21,384 円
車いすに簡単に設置・取り外しが可能。両手が空くので料理のピッキングや移動が楽にできます。使用しない場合
は床に自立することで、かがんで車いすから転落する心配なし。肘掛け付きで、肘掛け先端から 10cm 以上取付部が
あり、厚さ 22～44mm。座面幅 38～45cm 取付け可能。
●(株)諏訪田製作所
新製品：SUWADA つめ切り CLASSIC ラウンドチップ 日常生活支援用品 価格：7,020 円
爪を丸く整えやすい刃のカーブはそのままに、刃先の尖りをなくしています。尖った刃先の先端が不安という方にお
すすめ。本体は汚れに強いヘアライン仕上げにしました。つめ切りを安全に収納できるメタルケース入り。
●(株)星光医療器製作所
新製品：アルコーSK 型 α(アルファ) 移動機器 価格：128,000 円(非課税)
段差等でのつまずきを防止し、利用者の行動範囲を広げ自立を促すことが可能。屋内の敷居や、居室間、廊下等
にある段差を簡単に乗り越えることが可能。
●精工技研(株)
新製品：手動式 新型バスラック 入浴用品 価格：1,728,000 円～
電気を一切使用しない［手動式］で、一般的な個浴に対応したリフト。浴室改修せず従来の浴室・浴槽に設置可能な
場合もあります。新築の場合、あらかじめ補強柱を入れておけば、壁に直接 2 本のレールで取付け可能。新製品は、
よりコンパクトになり、従来設置できなかった浴槽にも一部対応が可能。
●(株)世界文化社
新製品：レクリエ 出版・福祉機器情報 価格：1,950 円
「レクリエ」では季節や行事に合わせた制作レク、皆で楽しめるゲームレクの他、音楽、料理、園芸等幅広い分野の
レクリエーションを紹介。2 ヶ月に 1 回＋特別号で、年 7 回届けます。
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●セロリー(株)
新製品：ケアカーディガン 福祉施設環境設備・用品 価格：お問い合わせください
前かがみの姿勢が多い介護現場にフィットするこだわりのディティールをプラス、作業中のストレスを軽減し気軽に
羽織れます。
●社会福祉法人 全国社会福祉協議会 出版部
新製品：社会福祉充実残額と法人経営 出版・福祉機器情報 価格：1,080 円
社会福祉法人が毎会計年度算定することとされた「社会福祉充実残額」の算定の考え方や残額が生じた場合の
「社会福祉充実計画」策定のポイント等をまとめた 1 冊。
●仙台フィンランド健康福祉センター
新製品：ケア樹わかる 在宅・施設サービス経営情報システム 価格：5,000 円(年額)～
IT 技術で豊かなケア環境を提供する介護ソフト「ケア樹」に新たなラインナップが登場。バイタルデータをグラフ
等に変換し可視化表示することで、利用者の状況を時系列で把握可能。
●(株)ソルクシーズ
新製品：外出防止支援ロボット「いまイルモ PaPeRo i」 コミュニケーション・見守り機器
価格：オープン価格
入居型介護施設における徘徊・外出(離設)の防止支援システム。連動するセンサー子機が反応することで、スマー
トフォン等に「通知」を行うと同時に「声掛け」と「録画」を開始。「通知」と「声掛け」による引止めと「録画」による情報の
保存が可能。
●大建工業(株)
新製品：メディカルトーン 福祉施設環境設備・用品 価格：1,390 円～/m2
病院や高齢者施設等、ニオイが気になる施設におすすめの消臭機能付き天井材。一般的なクロスよりも格段に高
い消臭性能を備え、快適な空間づくりに貢献します。
●大黒工業(株)
新製品：消臭機能付ロールゴミ袋 45L 日常生活支援用品 価格：20 枚入 1,020 円
化学反応を利用して匂いを消臭。即効消臭。再放出しない。消臭機能付きロールゴミ袋。
●ダイハツ工業(株)
新製品：アトレースローパー(車いす移動車) 福祉車両・関連機器
価格：1,925,000～2,060,000 円(非課税)
スロープの改良でより扱いやすくなりました。また、衝突回避支援システム「スマートアシストⅢ」も搭載。快適に 4 名
乗車できるリヤシート付き仕様と、車いすの方の近くに介添えの方が座れるリヤシートレス仕様(折り畳み補助シート
付き)から選べます。
●TAKEX 竹中エンジニアリング(株)
新製品：在宅ケアシステム コミュニケーション・見守り機器 価格：お問い合わせください
接続した各種センサーの検知や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、そのまま通話可能。
センサー入力 6 点、入力に応じたメッセージで通報します。
●(株)竹虎 ヒューマンケア事業部
新製品：レッツフライ 移動機器 価格：79,920 円
ブレーキワイヤーはフレーム内蔵ですっきりとしたデザイン。大型の前輪キャスター(24.5cm)を採用。縁石のような
段差も楽に乗り越えが可能。センサー折りたたみ構造を採用し折りたたみが簡単。幅 23cm とスリムに。杖ホルダーを
標準装備(付け外し可能)。
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●(株)WFB
新製品：T シャツ長袖 衣類・着脱衣補助用品 価格：3,780 円
肩等に拘縮がある方でも着やすくなるように、袖ぐりを広く、首元が開くように(右、左、両肩開きの 3 パターン)デザイ
ンしました。また、冷房対策・怪我予防のために薄手の長袖にした他、重みを感じにくい丈、マジックがにじまない素材
の名札にこだわりました。
●玉川衛材(株)
新製品：ケアハート 口腔専科 お口みがけるマウスウォッシュ 250mL リハビリ・介護予防機器
価格：1,296 円
ブラシやスポンジブラシと一緒に使用することでお口をキレイにし、歯垢等の汚れを除去します。液体なのですみず
みまでいき渡りやすく、みがき残しの多い部分の洗浄にも使用可能。アップルの香り、チャカテキン配合のノンアルコ
ールタイプで、とろみ付きのため薬液が口腔内にとどまります。
●Chapit(チャピット)/(株)レイトロン
新製品：リハビリテーションロボット『チャピット』 リハビリ・介護予防機器 価格：未定
失語症の方向けの「聞く」「話す」「読む」に関する訓練機能を搭載したリハビリ用ロボット。文字やイラストの描かれ
たカードと音声を使ったやりとりで、低下した言語機能を刺激する訓練を提供します。ロボットからトレーニングを促す
とともに、ゲーム感覚で行える訓練メニューにより自主トレーニングの頻度向上が期待されます。
●(株)中旺ヘルス
新製品：リハビリマシン関節可動域 360 CH-360 リハビリ・介護予防機器 価格：302,400 円
上肢・下肢の回転運動で関節可動域の拡大を促すマシン。電動アシストによる自動回転リハビリトレーニングや自
力で行う手動回転筋力トレーニングが可能。車いすのまま使用することもできるので、使用者も介助者も負担を少なく
行えます。ペダルやクランクの長さや本体角度を使用者に合わせて調整可能。
●(株)テクノスジャパン
新製品：簡易型受信器「シンプル」［HRS3-80］ コミュニケーション・見守り機器 価格：23,760 円
従来の受信器を、極めてシンプルに使いやすくしました。LED ランプとメロディ、バイブで離床行動を知らせます。ボ
タン操作も少ない仕様です。防滴・生活防水。さらに「おくだけ充電」の簡単仕様。
●(株)テレウス
新製品：ペルビスベルト・アクティブ(サイドラダー) 移動機器 価格：お問い合わせください
身体のラインに沿った立体構造で、圧迫感がなく身体を上前腸骨棘の前でしっかり固定。ラチェットがカバーで覆わ
れているので、バスケットボール等の球技に適しています。ベルト本体が取外せるので、移乗の際に邪魔になりませ
ん。ラチェットレバーを上下させ、簡単にベルトの長さの調整が可能。
●公益財団法人 東京都福祉保健財団
新製品：わかりやすく介護保険制度改正の概要 出版・福祉機器情報 価格：1,080 円
本書では、制度改正の背景、地域包括ケアシステム、地域共生社会、サービスの改正、利用者負担等についてわ
かりやすく解説。介護支援専門員をはじめとする介護保険サービスに携わる方におすすめの 1 冊。
●(株)特殊衣料
新製品：頭部保護帽【インナー＋アウター】シリーズ 衣類・着脱衣補助用品 価格：4,860 円～
保護帽 abonet インナーシリーズに合わせて使用できるアウターのラインナップ。外出用や室内用等、使用する場面
に応じて選べるデザインを用意。緩衝力のあるアウターは保護インナーと合わせることにより、緩衝力が高まる組み
合わせとなります。サイズ調整が可能なので、アウターのみでかぶることもできます。
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●トリプル・ダブリュー・ジャパン(株)
新製品：DFree Personal(個人向け) 日常生活支援用 価格：53,784 円
超音波センサーで膀胱の変化を捉えることで排尿のタイミングを事前に検知し、スマートフォンに知らせます。本体
はスマートフォンに無線で直接接続するため複雑なネットワーク環境がなくてもすぐに利用可能。自宅でも外出時でも
使うことができ、トイレの心配のない生活をサポート。
●トレンドマスター(株)
新製品：こんにちは赤ちゃん (男の子・女の子) コミュニケーション・見守り機器 価格：8,640 円
ぬいぐるみ素材でできている、赤ちゃん型コミュケーションロボット。抱いたり話しかけると、振動や音を感知して、1
歳児の言葉で返事します。内蔵された言葉は 100 以上。汚れてもぬいぐるみ部分は洗濯が可能。介護施設での実証
実験では、9 割の人に、心理的な効果が見られました。
●日産自動車(株)
新製品：セレナ e-POWER チェアキャブ スロープタイプ 福祉車両・関連機器
価格：3,531,000 円～(非課税)
100％モータードライブの e-POWER をベースとした車いす仕様車。車いすはサードシート位置に乗車し外の景色を
楽しみながら快適にドライブが可能。
●(株)日本テレソフト
新製品：点字プリンター DOG-Multi ADF コミュニケーション・見守り機器 価格：1,404,000 円
単票用紙に印刷できる点字プリンター。従来のトラクター式ではなく、自動原稿送り装置(ADF)を採用。偏心圧力方
式によるライン印字のため、印刷音が極めて静かです。
●日本アサヒ機工(株)
新製品：マットレス洗浄消毒乾燥機 福祉施設環境設備・用品 価格：お問い合わせください
マットレスをスピーディに洗浄・消毒・乾燥し、低ランニングコストで院内感染防止に寄与。当社独自の洗浄・消毒乾
燥システムにより、従来の真空乾燥方式よりも効率的に作業を行います。設置スペースに合わせて製作し、マットレス
の処理量を選定できます。
●日本セイフティー(株)/ラップポン
新製品：ラップポン・エール 2 トイレ・おむつ用品 価格：138,240 円～154,440 円
熱圧着で排泄物を個包装にするラップポン(自動ラップ式排泄処理ユニット)。臭いを閉じ込めバケツ洗浄の手間も省
けます。「ラップポン・エール」のいすの機能はそのままに、最新のシールユニットを搭載。
●(株)日本リンショウ
新製品：TAKUMI ケアロボット 移動機器 価格：800,000 円
自走行でトイレに行きシートが開閉します。シートがスライドし、ベッドやいすに送ります。立位機能で床ずれ防止や、
高所作業が可能。リクライニング機能でベッドへ横移動が可能。リモコン機能で介護者が誘導可能。吊り上げ機能で、
座位から立位へ吊り上げることができます。
●ネクストシステムラボラトリーズ(有)
新製品：i-coco home コミュニケーション・見守り機器 価格：お問い合わせください
i-coco home は部屋のドア、トイレのドア、玄関のドア、寝室のベッドやソファー等家中どこでも取付け可能。振動感
知機能搭載のみまもりを支援するための端末。バッテリーレスタイプ、バッテリー搭載タイプ、緊急警報ブザータイプ
の 3 種類から取付け場所に応じて選べます。
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●(株)ハイライト
新製品：タグアシスト(スマート徘徊見守り Ware) コミュニケーション・見守り機器
価格：お問い合わせください
ソフトリネンタグ(RFID タグ)を利用した屋外徘徊事故防止システム。機器類を身に着ける必要がなく、高齢者の尊厳
を大切にしています。リネンタグは衣類に付けるだけなので、電池等も必要なく、また洗濯・アイロンも可能。各種アク
ション情報が携帯端末(iPhone/iPad)に届くため、適切な対応が可能。
●(株)パシフィックウェーブ
新製品：ジェルトロン トップマットレス P-H100 ベッド用品 価格：107,784 円
トップマットレス P-3 をウレタンキャビティにセットしたマットレス。電動ベッド上にそのまま敷いて使用してください。
体圧分散性、通気性に優れ、体動によるねじれやずれを吸収し、床ずれ防止効果を高めます。汚れた場合にはカバ
ー・中身とも水洗いが可能。ジェルトロン部分を取り出し、持ち運んだり、他の敷寝具上で使用することも可能。
●(株)ハッピーリス
新製品：嚥下測定ソフト「My Swallow」 リハビリ・介護予防機器 価格：オープン価格
ごっくんチェッカーと、本ソフトをインストールした PC、タブレットを接続して、飲み込みの状態を可視化。反復唾液嚥
下テストの自動測定、食べた物の飲み込み難易度のチェック、食塊等の咽頭残留のリアルタイムチェック等の機能を
備えています。食事リハや飲み込みが心配な方に。食事介助、施設入所時チェックに。
●パナソニック(株)
新製品：高齢者施設向けユニットバス アクアハート a-U 入浴用品 価格：1,509,840 円～
W スピード排水で 2 つの排水口でお湯の排水時間を半分に短縮。またぎやすい浴槽高さ 400mm とまたぎ幅 91mm。
ユニット工事不要でリフト後付けや機械浴槽へ交換可能。シャワーキャリーが使いやすいほぼフラットな浴室内の段
差 0mm(高低差 3mm)。
●(有)パムック
新製品：パムックオリジナル腰ベルト 移動機器 価格：3,780 円
小児から成人までオールエイジに対応。長さ調整可能で着脱は簡単ワンタッチ。工具不要で全ての車いすに取付け
可能。ベルト内側には滑り止め加工。骨盤をしっかりサポート。他のベルトと組み合わせることで 4 点固定式となり、
姿勢保持力がさらにアップ。外出先での予期せぬ振動から前のめりを防いでくれます。
●パラマウントベッド(株)
新製品：エバープラウドマットレス ベッド用品 価格：お問い合わせください
［体圧分散性］5 層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現。［ずれ軽減］独自の「グライドシート」が、
背上げ時にかかるずれ力を軽減。［蒸れ軽減］新素材「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と快適な就寝
環境をサポート。静止型で当社最高レベルの体圧分散性を実現。
●(株)パンジー
新製品：poem 7800 衣類・着脱衣補助用品 価格：4,320 円
甲素材は足に優しいストレッチ素材を使用。踵を倒すとサンダル感覚で履けるので脱ぎ履きにお困りの方にも最適。
ソフトなカップソールで足を包み込みストレスなく履くことが可能。軽量 EVA＋R ソールを使用し、屈曲性に優れた歩き
やすい設計。中敷には抗菌防臭加工を施しています。
●パンテーラ・ジャパン(株)
新製品：PANTHERA U3 light Y FRONT 90° 移動機器 価格：お問い合わせください
パンテーラの最新モデル U3light のバリエーションモデル。重量・操作性・快適性を追求した会次元で実現させたア
クティブユーザーのための車いす。新たなレッグパイプ形状により、大腿部をおしつけることなく快適に座ることが可
能。U3light に比べレッグパイプ角度-12°、全長も約 10cm 短くなります。パンテーラの最上級モデル。
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●ピジョン・タヒラ(株)
新製品：座位保持ティルリク 移動機器 価格：お問い合わせください
利用者の姿勢保持に悩んでいる方に朗報。座面の奥行変更、左右の身体のブレのサポート、不安定になっている
頭をどんな状態でも支えるヘッドサポート、やわらかクッションシート、座面下ワイヤースプリングで、乗る方に合わせ
た車いすフィッティングが簡単。
●(株)ビッグ・バン
新製品：ベンリー 移動機器 価格：お問い合わせください
従来にない走行リフトで車への移乗、狭い廊下の移動やトイレへの移乗、また吊り具を変えることで床からの吊り上
げも可能。軽量でコンパクトに折り畳めるので手軽に持ち運びができて車のトランクにも収納可能。場所をとらないの
で居室の収納スペースも不要。
●(株)フォーライフメディカル
新製品：馬乗り型電動車いす「RODEM(ロデム)」M651 移動機器 価格：980,000 円(非課税)
特別な移乗機器や抱きかかえ移乗介護をすることなく、ベッドサイドから身体の向きを変えることなく移乗がスムー
ズにできる電動車いす。また座いすが上下動により、健常者とほぼ同じ目線での行動・手洗いや料理等の前かがみ
の作業が乗ったまま可能。その場回転等、従来実現できなかった機能有り。スマートフォンで遠隔操作も可能。
●(株)FUJI
新製品：移乗サポートロボット Hug L1 移動機器 参考出品
座位間の移乗や手洗い、脱衣所での立位保持をサポート。Hug が身体をしっかりと支えるため、100kg の方まで安
心・安全に移乗が可能。なお、コンパクトな設計になっているため家庭等の狭い場所でも使うことができ、Hug 本体が
軽いので楽に移動可能。また、準備に手間取らず、どなたでも簡単に操作することができます。
●(株)富士データシステム
新製品：介護支援リストバンド CAREKARTE バンド コミュニケーション・見守り機器
価格：お問い合わせください
CAREKARTE バンドは利用者の特定、脈拍・歩数、血圧の計算を行ってくれるウェアラブルバンド。測定した数値は
リーダーにバンドをかざすだけで CAREKARTE に記録され、業務省力化が図れます。Bluetooth 搭載の体温計等と一
緒に使えば、バイタル全て自動記録できます。
●(株)フツラ
新製品：フツラバスⅦ型 入浴用品 価格：お問い合わせください
寝たきりの方のための介護用入浴装置。ストレッチャーを分離せずに浴槽と組み合わせた後、浴槽内部にある昇降
機能を利用して入浴します。入浴する方は頭部が上下することなく不快感を軽減。ストレッチャーは軽量で操作性が
向上。いままでの製品よりも、最小限の工程とエネルギーで入浴可能。
●(株)プラッツ
新製品：介護施設用電動ベッド アーデル ベッド用品 価格：300,000～500,000 円
背ボトムを 2 分割した「ハイバックサポート機能」により自然なリクライニングを実現し、誤嚥・褥瘡リスクを低減。脚
のむくみに効果的な足先上げや、背上げ時のズレを抑えるフィッティング機能等、幅広い身体状況の方に対応。キャ
スターは計 6 カ所にロックペダルを搭載し設置場所を問わずロック操作が可能。
●フランスベッド(株)
新製品：フロアーベッド FLB-04R ベッド用品 価格：459,000 円～
認知機能の低下がある方や、ふとんを好む方に。超々低床で転落防止。就寝時には床レベルまで下げて転落防止。
ベッドから車いすへの移乗介助の際には、リモコン操作で床レベルから 61cm まで、最適な高さに調整できるので、介
助の方の腰への負担も軽減。オプションで運搬用キャスターを取付けることも可能。
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●フローラ協会
新製品：フローラ・テンダー 移動機器 価格：オープン価格
屋内での自立した生活を支援する歩行器。いす等からの立ち上りを自然な動作で快適にモーターの力で支援。座り
戻りも、同じように自然に座ることが可能。歩行時は、転倒の心配もなく、歩行意欲の向上が期待できます。
●プロンプター甲斐(有)
新製品：食事制限スプーン 5 種 介護等食品・調理器具 価格：お問い合わせください
スプーンに大きな穴をあけたタイプ・小さな 3 個の穴をあけたタイプ・3 本のスリットおよび中央部を逆に盛り上げたタ
イプ。スプーンの掬う量を調整できる摂取量制限スプーン 5 種。
●ヘルメット潜水(株)
新製品：クロッツ エア マットレス オーバーレイ 40mm ベッド用品 参考価格：48,600 円
編成樹脂網状構造体が体圧分散機能を生み出し、頭・肩・腰・足に集中する負担を大幅に軽減。空気を包み込むよ
うな構造は、「優れた体圧分散」「抜群の通気性」「高い復元力」「水洗いできる」という画期的な特徴を持ちます。
●北海道庁 (株式会社メディカルプロジェクト)
新製品：浴槽見守りセンサー「バスセーブ」 コミュニケーション・見守り機器 価格：172,800 円
浴槽に設置したセンサーが、入浴すると自動的に呼吸・脈拍・体動を検知し、異変時にアラームで報知。オプション
の自動排水装置を使用すると異変時に自動排水します。
●(株)正木設計/マウント
新製品：Miss.ヘルパー預り金 Ver.8 在宅・施設サービス経営情報システム
価格：月額 3,500 円～(非課税)
預り金管理では、普通預金・定期預金等の複数口座の管理から現金・小口現金の管理までをタイムリーに行うこと
が可能なので、残額をリアルタイムで確認することが可能。入力した取引情報もチェック機能を使えば一覧形式での
確認が可能。利用者の大事な金銭をしっかり管理。
●マツ六(株)
新製品：フリーR レール 支柱ロングタイプ 建築・住宅設備 価格：お問い合わせください
座面～手すり上端までの高さ 1,200mm まで対応。通行幅の狭い勝手口の階段等、踏面に支柱を立てにくい場合に。
●三笠産業(株)
新製品：ファンタジーライト(UV 光)でひかるクレヨンセット 福祉施設環境設備・用品
価格：お問い合わせください
UV ライトをあてると光るクレヨンと光を蓄積し暗いところで光るクレヨン、通常のカラークレヨン、UV ライトペンをセット
にした 10 色クレヨンセット。自閉症や ADHD、LD の子どもに対し暗い中で光る絵や文字を見ることで集中することや
鎮静効果が期待できます。楽しみながら学べる教材としても有効です。
●(株)ミツヤコーポレーション
新製品：NANO-CARE 介護臭専用消臭スプレー トイレ・おむつ用品 価格：お問い合わせください
「臭いを匂いでごまかさない」香料が入っていないこと、科学的実験によって証明されていること、人に安心安全な薬
剤でできていること、この 3 つの原則にのっとって 5 年間の研究開発の結果、実感できる消臭剤が完成。加齢臭、汗
臭、アンモニア(尿臭)に効果が高いです。大便臭には効きません。
●(株)0 段差
新製品：無段差くん N-40,N-80 日常生活支援用品 価格：お問い合わせください
「無段差くん」は小型かつ軽量で持ち運びに便利な車いす用段差解消スロープ。簡単に手持ちの車いすの車輪幅
に調節が可能。家族経営の町工場の協力を得て一つ一つ心を込めて作っています。自治体により助成の対象。
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●(株)睦三
新製品：ベッドサイドテーブル KL ベッド用品 価格：24,840 円
ベッドや車いすに使用可能。ストッパー付き。キャスターは 30mm×4 個。双輪タイプ移動もスムーズ。
●(株)MOGU
新製品：POJI® 骨盤・姿勢 体幹筋サポーター 日常生活支援用品 価格：9,504 円
S 字姿勢を保ち筋肉を休めることで負担を軽減。骨盤の位置を正しくし、背骨の左右の湾曲をまっすぐになるようサ
ポート。腹部を圧迫しないので苦しくありません。カイロやアイスジェルが入れられるポケット付き。2 サイズ展開。
●(株)モトヤ
新製品：JIS X 0213：2004 対応フォント コミュニケーション・見守り機器 価格：お問い合わせください
モトヤでは、組込み分野での需要が高い JIS X0213：2004(JIS2004)の文字セットに対応したフォントを取り揃えてい
ます。今回、新たに高い可読性・視認性。判読性を実現するユニバーサルデザイン対応の UD アポロファミリー・UD 明
朝ファミリーが JIS2004 対応フォントにラインナップ。
●(株)モレーンコーポレーション
新製品：清拭消毒ができる立位固定クッション(スリープ・エンジェル) ベッド用品
価格：お問い合わせください
特殊なヒートシール製法の採用により、従来の縫い目を無くすことに成功し、高い耐久性と防水性に優れた表面素
材を実現。また、排泄物や嘔吐物等で汚染されたその場で、清拭・消毒が可能。※消毒は、次亜塩素酸 1,000ppm 以
下、アルコール 72％以下を推奨。
●矢崎化工(株)
新製品：手すり付ステップ台ユニットタイプ 建築・住宅設備 価格：103,680 円
手すりとステップ台が分離することで、「ステップ台」と「手すり」の高さが各々で調整が可能。手すりの高さ調整は設
置後にも可能。搬送から設置も容易。使用場面に応じて、サイズ・段数・手すりの高さ等のオーダーが可能。新たにブ
ラウン色フレームも販売開始しました。
●(株)ユーキ・トレーディング
新製品：AC クッション 移動機器 価格：お問い合わせください
通気性を重視した車いすクッション。TPU 素材に特殊なカッティング加工を施し、耐久性も高く、塩素消毒にも対応。
●(株)ラッキーソフト
新製品：TANO リハビリ・介護予防機器 価格：お問い合わせください
「TANO」ソフトウェアをインストールした専用 PC とセンサーのセット商品。コントローラーや操作器具不要、センサー
の前で動き、声を出すだけでどなたでも簡単にできるバーチャルトレーニング。理学療法士等専門家の監修を受けた
効果的な運動・発声・脳活性化トレーニングがゲーム感覚で運動と意識せずに楽しく実施可能。
●(株)ランダルコーポレーション
新製品：PCTmachine-Dips リハビリ・介護予防機器 価格：お問い合わせください
PCT マシンは、高齢者でもより安全に筋力トレーニングが可能。筋力トレーニングはサルコペニアの予防にも。高齢
者の苦手な瞬発力をサポートして、バランス・姿勢保持を助けます。Dips は上肢のスクワットや肩甲骨回り、上腕三頭
筋、広背筋へのアプローチが可能。プッシュアップ動作で姿勢の安定をサポート。
●リコージャパン(株)
新製品：リコー みまもりベッドセンサーシステム コミュニケーション・見守り機器
価格：お問い合わせください
次世代見守りシステムで安心・安全と最適なケアプランの作成を支援。ベッドの 4 脚に設置したセンサーにより得ら
れた信号を解析し、利用者のベッド上の状態を把握。離床通知によるインシデントの未然防止、夜間の睡眠覚醒状態
を把握する等健康管理に役立ちます。
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●(株)リッチェル
新製品：やわらかシャワーチェア クレオ(防カビプラス) 入浴用品 価格：19,000～25,000 円
座面と背もたれが骨盤をしっかりサポート。優れた体圧分散性で、着座時の負担を軽減。やわらか素材のクッション
を採用しているので、座り心地が快適。座面、背もたれ、ゴム脚、肘掛け先端部に防カビ加工を施しているので、手入
れがしやすく衛生的。
●レ ボットゥ ドゥ ノリ
新製品：機能性ユニバーサルデザインブーツ編み上げショート ダークグレー 衣類・着脱衣補助用品
価格：189,000 円
身体障害者、装具着用者、外反母趾等で苦しんでいる方々のために開発したブーツ。ダブルジッパーで間口広く、
編み上げの部分がゴムなので容易に着脱が可能。手創りなので、自分のサイズにぴったり合ったブーツ。洗練された
美しいブーツかつ機能性高いブーツ。
●(株)LIXIL
新製品：ウエルライフ 介護等食品・調理器具 価格：お問い合わせください
車いす使用の方や、立ち仕事がつらいと感じる方が、快適に料理できるように考えられたキッチン。座った姿勢にフ
ィットするようにキッチンの形状や寸法を設計し、必要なところへラクに手が届き、無理なく作業が可能。食器洗い乾
燥機、センサー式水栓、リモコン対応電動昇降吊戸棚等の便利なアイテムも取り揃えています。

※実際のガイドブックに掲載されている出展社順と異なる場合がありますので、ご了承ください。
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