
機器名称/出展者名 画像 製品ジャンル 製品概要 対象者

heart bridge apron

株式会社東京リハビリテーションサービス
肢体不自由者の日常生活支援機器

肢体不自由児・者向けの衣類

（食事用エプロン）。
肢体不自由児・者

TREZO kun （尿袋 とれぞーくん）

株式会社 メディカル・タスクフォース
肢体不自由者の日常生活支援機器 オムツに代わる排尿管理装具。

寝たきりの男性・脊椎損傷

者(尿失禁)

歩行補助用品（杖、歩行者　等）

フジホーム株式会社
肢体不自由者の日常生活支援機器

屋内でも屋外でも自立歩行を補

助する商品で健康寿命の延伸を

目指します。

自立歩行が常に不安な方

（屋内及び屋外）

ヘルパー育(はぐくみ)

株式会社キョウワアグメント
肢体不自由者の日常生活支援機器

ベッドから車いすへの移乗、車いす

からの移乗などを手軽に、そして簡

単に。

肢体不自由者

安全一番

株式会社あかね福祉
肢体不自由者の日常生活支援機器

着座者本人による自由な締め付

け、着脱を可能にした安全ベルト。

座位保持困難者。　安全

上座位保持が必要な場合
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RIDE　ROID　「RODEM」

株式会社テムザック
肢体不自由者の日常生活支援機器

体を平行移動するだけで移乗でき

る、馬乗り型の車いすロボット

「RODEM」。

足が不自由になってしまった

方、体力を落とされたご高

齢の方

楽寝楽座

株式会社 エーアンドエーシステム
肢体不自由者の日常生活支援機器

１台で車椅子とベッド、ストレッ

チャーの機能を兼ね備えた１台３

役の介護用移送機。

下肢の不自由者、車椅子

での生活者

「立ち助」　移乗補助装置

株式会社　邦友
肢体不自由者の日常生活支援機器

座面の臀部下方から上向きに力を

加えて、楽に立ち上がれるよう支援

する。

立ち上がりが困難で移乗が

難しい、高齢者、及び障害

者

ピンセット型ボタンエイド

京　自助具館
肢体不自由者の日常生活支援機器

ピンセットの先端をカギ型に加工

し、ボタンをつかむタイプのボタンエイ

ド。

指先の機能が低下した人

着脱けん引式車いす補助装置　JINRIKI 

QUICK

株式会社ＪＩＮＲＩＫＩ

肢体不自由者の日常生活支援機器

ワンタッチで装着、前輪を軽く持ち

上げ引くことで不整地を走行でき

る。

身体障害者、視覚障害

者、高齢者等の歩行困難

者および災害時避難困難

者
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ラクーンステッキ

株式会社 オムニクス
肢体不自由者の日常生活支援機器

肘への負担を軽減し歩行の安定

感が増すハイブリッド杖。

歩行が安定しない方、杖が

必要な方

介護リフト：半自動運転Ｍ－０７

株式会社ミハマ
肢体不自由者の日常生活支援機器

ベッドに寝た状態から60秒で車イ

ス移乗を目標とする。
重度の肢体不自由者

電動昇降式トイレベッドさつき

株式会社トマト
肢体不自由者の日常生活支援機器

移乗やトイレ介助の作業を軽減し

ご利用者の安全を確保します。

49～89㎝まで電動で昇降し、便

器の開口が空いているトイレベッド

です。

座位が取れない方

電動昇降サドル付き歩行車

株式会社ミツバ
肢体不自由者の日常生活支援機器

リニアアクチュエーターによるサドルと

肘置を電動昇降する歩行車。
介護者・被介護者

姿勢保持用クッション

株式会社東京エンゼル本社
肢体不自由者の日常生活支援機器

清潔で安全に使用できる使いやす

さにこだわった様々なクッション。
肢体不自由者、高齢者
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片手で使える角ハンガー「Hanger 

Evolution」

SEST

肢体不自由者の日常生活支援機器
片手で簡単に素早く洗濯物の取

付け、取外しが出来る角ハンガー。
片麻痺、リウマチを患う方

ばね屋さんが作ったくるくるエイド

株式会社東郷製作所
肢体不自由者の日常生活支援機器

作業療法士の協力を得て作った

自助具です。指先の細かな動きが

難しい方のボタンを掛ける事をサ

ポートします。ボタン掛け部が回転

する事により、片手でかんたんにボ

タンを掛けたり、外したりする事がで

きます。使い方の動画を見てくださ

い

https://www.youtube.com/

watch?v=7xHsC2TUYjs

片まひの人、指先の動きが

不自由な人

スルリエ

株式会社エナメディカル
肢体不自由者の日常生活支援機器

生地の伸縮により自分ひとりで着

脱が出来る機能性を持つカップ付

き肌着。

リウマチ患者、脳梗塞後遺

症、加齢による筋力低下、

怪我などで手指や肩を動か

しづらい方

デジタル透明文字盤OriHime eye

株式会社オリィ研究所
肢体不自由者の日常生活支援機器

透明文字盤の動きをデジタル化し

た意思伝達装置。
肢体不自由、神経難病
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クルンロック

東海測定機
肢体不自由者の日常生活支援機器

ブレーキを掛け忘れ起立した時自

動的に働く車椅子用補助ブレー

キ。

肢体不自由者（児童）

車椅子生活者のための回転式収納棚

株式会社　スカイ・テクノ
肢体不自由者の日常生活支援機器

車椅子生活者の日常生活に必要

な日用品を手の届く所で使える回

転式収納棚。

車イス利用者

リバティひまわり

株式会社リバティソリューション
肢体不自由者の日常生活支援機器

排泄物を感知すると、自動で吸

引・洗浄・除菌・乾燥を行います。
肢体不自由者等

ギシソクブ「オートセーフティヒール」

義肢足部「オートセーフティヒール」

株式会社金久保製作所

肢体不自由者の日常生活支援機器

道路の凹凸や傾斜等を感知し、

足部と膝関節部を連動させて最

適な角度調整に自動制御するイ

ンテリジェントな義肢装具。

下肢切断者

聴覚障者向けＸ線(セン)検査支援システム

株式会社アイエスゲート
障害者のコミュニケーションを支援する機器

ＩＣＴを活用したⅩ線検査受診

を容易にするための支援システム。
聴覚障がい者
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トーキングエイドプラス

株式会社ユープラス
障害者のコミュニケーションを支援する機器

ユーザーニーズに応えたタブレット型

携帯用会話補助装置。

脳性麻痺者、自閉症児、

ALS患者、等の会話が不

自由な人

伝の心

株式会社　日立ケーイーシステムズ
障害者のコミュニケーションを支援する機器

肢体不自由、発話困難な方のコ

ミュニケーションを支援する機器。

肢体不自由、発話困難な

方

重度障害者用意思伝達装置 レッツ・チャット

パナソニック エイジフリー株式会社
障害者のコミュニケーションを支援する機器

会話、呼出ブザー、テレビリモコン

等を搭載した最も安定した意思伝

達装置。

⾔語及び上肢の両方の障

害のある方（ALS 等の難

病患者、脳機能障害患

者、交通事故患者等）

簡易見守り機能付コミュニケーションアシスト機

器日圧総業株式会社
障害者のコミュニケーションを支援する機器

本体の受信用・送信用簡易ボタン

により内臓スマホのメール機能操作

の簡略化を実現。

視覚障害者等

視線や目・瞼の動きで操作するスイッチ「アイス

イッチ」

株式会社エンファシス

障害者のコミュニケーションを支援する機器
視線や目・瞼の動きで外部機器を

操作できる入力スイッチです。

ALS（筋萎縮性即索硬

化症）など四肢の不自由

な方。
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自分の声ソフトウェア　ボイスター

株式会社ヒューマンテクノシスム東京
障害者のコミュニケーションを支援する機器

キーボード等から入力したテキスト

を「自分の声」で再現する音声合

成ソフトウェア。

手術や病気の進行で自分

本来の声を失われる方

指伝話コミュニケーションパック

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

思いと気持ちを伝えるための、アプリ

コンテンツ。

リハビリテーション関係者、

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方、ス

イッチでiPad等を操作した

い方

指伝話ぽっち

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

Pad・iPhone用スイッチ接続アダプ

タ（無線）。

リハビリテーション関係者、

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方、ス

イッチでiPad等を操作した

い方

スイッチ有線接続キット

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

iPad・iPhone用スイッチ接続アダ

プタ（有線）。

リハビリテーション関係者、

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方、ス

イッチでiPad等を操作した

い方

指伝話プラス

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

文章を選ぶと流暢な合成音声で

話す文字タイプアプリ。

リハビリテーション関係者、

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方、ス

イッチでiPad等を操作した

い方
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指伝話メモリ

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

絵や文字を選ぶと流暢な合成音

声で話すカードタイプアプリ。

リハビリテーション関係者　・　

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方スイッ

チでiPad等を操作したい方

指伝話文字盤

有限会社オフィス結アジア
障害者のコミュニケーションを支援する機器

文字盤タイプのアプリ。

リハビリテーション関係者、

病気や障害で⾔語コミュニ

ケーションが困難な方、ス

イッチでiPad等を操作した

い方

意思伝達装置　「RICANUS - リカナス -」

株式会社デジタリーフ
障害者のコミュニケーションを支援する機器

視線追跡技術による肢体不自由

者向けiPad対応の電子文字盤。

ALS患者、脳梗塞患者、

寝たきり患者など、手と口を

使ったコミュニケーションが困

難な方

Gyoro-glass

有限会社　フィット
後日掲載予定 視覚障害者の日常生活支援機器

網膜色素変性症、視野狭窄症の

利用者さん向けの広視野眼鏡。

網膜色素変性症、視野狭

窄症の利用者

視覚障がい者歩行誘導マット

錦城護謨株式会社
視覚障害者の日常生活支援機器

トイレ内という非常にプライベートな

空間を単独移動できるようになりた

いという要望から開発した視覚障

がい者歩行誘導マット

視覚障がい者
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視覚障害者向け音声認識リモコンＢＯＸ

株式会社レイトロン
視覚障害者の日常生活支援機器

視覚障害者向け音声認識リモコン

は、視覚に障害を持った方でも容

易に家電製品を操作できるマルチ

リモコンです。

家電製品の操作に困って

いる視覚障害者

画像聴覚化装置

株式会社　画像聴覚化研究所
視覚障害者の日常生活支援機器

原画像を走査音に変換し、聴覚と

触覚を用いてイメージする情報伝

達装置。

視覚障害者

網膜走査型レーザアイウェア

株式会社QDレーザ
視覚障害者の日常生活支援機器

ヘッドマウントディスプレイで、網膜

上に映像を直接投影します。

ロービジョンの方で、主に前

眼部疾患に起因する視覚

障害を対象とし、いずれは

網膜疾患由来の視覚障

害者のも拡大したいと考え

ています。

パームライン

有限会社テイクス
視覚障害者の日常生活支援機器

屋内用の誘導板。幅75ミリ、高さ

5ミリ、長さ297ミリ。ゴム入り樹脂

AES製。

単独歩行したい視覚障害

者、および、受け入れる公

共施設や民間施設。

TANO

株式会社ラッキーソフト
障害者のレクリエーション活動を支援する機器

ゲーム感覚で運動・発声・脳トレが

楽しめる自立支援システム。

視覚障がいの方は難しいで

すが、お子様～障害のある

方まで幅広くご利用可能で

す。

製品図 日本地図

親子で装置に向かう
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マイぴたクッション（モジュールタイプ）

株式会社カワベコーポレーション
障害者のレクリエーション活動を支援する機器

姿勢、サイズの調整が可能、通気

性にも優れ丸洗いできる

「ひとりひとりにあわせる」車いす用

クッション

スポーツ車いす使用者

視覚障がい者用筆記具　触図筆ペン　ラピコ

有限会社安久工機
障害者のレクリエーション活動を支援する機器

インクは溶けたみつろうで描くと盛上

がって固まり、指で触れてわかる。
視覚障害者

ユニバーサルかぎ針《あみ～ちぇ》

手編みサロンあみ～ちぇ
障害者のレクリエーション活動を支援する機器

ユニバーサルかぎ針《あみ～ちぇ》

は、手先が不自由でも編めるかぎ

針です。

手先の不自由な方(動かせ

ない、痛みがある、変形して

いるなどの理由で)向け

CGを利用した障害者向けエクササイズシステ

ム「アバタサイズ」

藤田医科大学

後日掲載予定 障害者のレクリエーション活動を支援する機器
障害レベルに合わせたCGレクリエー

ション支援システム。

肢体不自由者・認知機能

障害者

姿勢保持機能付き屋内用ブランコ

日進医療器株式会社
障害者のレクリエーション活動を支援する機器

座位の保持が必要な肢体不自由

児・知的障害児でも利用が可能

なブランコ。

身体の障害程度が軽度か

ら重度までの肢体不自由

児・知的障害児
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シルウォッチ

株式会社東京信友
聴覚障害者の日常生活支援機器

伝えたい人だけに素早く振動と光、

音でメッセージをお知らせ。
聴覚障害者

・車載(バス・乗用車等)型ヒアリングループ　・

新ヒアリングループ受信機(音声認識アプリ対

応型)

株式会社ソナール

聴覚障害者の日常生活支援機器

・バスや移動体にヒアリングループを

設備することで、難聴者の聞こえを

支援し社会参加を促進する。

・新型ヒアリングループ受信機は

ループよりの音声を難聴者が聞き

ながら、さらに手元のスマホ(タブレッ

ト)で音声認識ソフトを活用し,話

者の声を文字として確認できる二

役の機能があります。

難聴者　全般（聴覚障害

者３５万人、難聴者約３

００万人；補聴器日常

装用者）

遠隔文字通訳「e-ミミ」

株式会社アイセック・ジャパン
聴覚障害者の日常生活支援機器

聴覚障がい者や高齢者など、聞こ

えに不自由を感じている方が今や

1420万人にも上るといわれていま

す。そんな方たちが、参加される講

演会やセミナー、学校の授業、議

会の公聴、結婚式や観劇テなどに

対して、リアルタイムのライブ字幕を

提供します。テレビの字幕やラジオ

の字悪などにも2ndディスプレイなど

を使って字幕提供を行えます。

聴覚障碍者および聞こえに

不自由を感じる高齢者

複数情報伝達モードを備えたユニバーサルな

電話リレーサービス

株式会社SOBA プロジェクト

聴覚障害者の日常生活支援機器

ろう者のニーズにそった複数情報伝

達モードを備えたユニバーサルな電

話リレーサービス。

コールセンターを使いビジネ

スを行っている企業や役所

の受付窓口
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heart bridge apron

株式会社東京リハビリテーションサービス
障害児の生活を豊かにする支援機器

知的障がい児・者向けの療育・自

立支援用衣類（蝶結び練習用エ

プロン）。

知的障がい児・者

heart bridge smock

株式会社東京リハビリテーションサービス
障害児の生活を豊かにする支援機器

知的障がい児・者及び肢体不自

由児・者向けの療育・自立支援・

介助用衣類（スモック）。

知的障がい児・者、肢体不

自由児・者　等

劇場型コンテンツ字幕サービス

株式会社ビューティフルワンズ
障害児の生活を豊かにする支援機器

劇場で台詞を容易に理解できるよ

う、字幕等をタブレットに表示する。

能楽を鑑賞する聴覚障害

者・字幕表示サービス導入

を希望する地方劇場施設

水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん3号」

株式会社アム
障害児の生活を豊かにする支援機器

ベッドの横に置ける水洗式のポータ

ブルトイレです。

家のトイレまで行くのが困難

だが、自分で排泄が出来る

方

移動支援機器

株式会社今仙技術研究所
障害児の生活を豊かにする支援機器

いつも使っている椅子が、電動で移

動する椅子に早変り。
低年齢肢体不自由児
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操作入力装置シミュレータ

株式会社今仙技術研究所
障害児の生活を豊かにする支援機器

ゲーム感覚で入力装置の操作方

法を習得。
低年齢　肢体不自由児

かえるのオフロ

サークルｎｉｃｏｎｉｃｏ
障害児の生活を豊かにする支援機器

人工呼吸器を使う、首や腰のす

わっていない子どものための簡易浴

槽。

障害児、肢体不自由児、

難病患児、人工呼吸器を

使う子ども

手指のクッション【にぎにぎんちゃく】【にぎるちゃ

ん】車いす防寒ウェア【フットマフ】

ANGEL　KIDS　WEAR

障害児の生活を豊かにする支援機器

機能性とデザイン性を大切にしたケ

アグッズと着替えをしやすい衣料

品。

肢体不自由児、知的障が

い児、医療的ケア児

ﾗｲﾌﾗｲﾝを必要としない高機能な排泄処理剤

によるﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仮設トイレ

株式会社エクセルシア

障害児の生活を豊かにする支援機器

高機能な排泄処理剤により、悪臭

が無く快適に使用できる屋外に設

置する多目的トイレ。電気や水を

極力使用せずその機能を果たすこ

とができる。下水放流のように設置

場所の制約が少ない。

髄損傷者（電動・手動車

いすユーザー）、視覚・聴

覚障害者、高齢者、子育

て世帯

パワーアシストシリーズ

株式会社　エルエーピー
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

麻痺してしまった関節のリハビリテー

ションロボット。

脳血管疾患の片麻痺・頚

椎損傷などで麻痺した方
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うららか　GPSウォーク

株式会社トレイル
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

GPS 機 器 内 蔵 可 能 靴 GPS

ウォーク。

認知症や若年性認知症

患者ならびに突発行動を

起こされる障害者様

うららか　見守りシューズ

株式会社トレイル
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

GPS機器及びBeacon機器内蔵

可能靴　見守りシューズ。

認知症や若年性認知症

患者ならびに突発行動を

起こされる障害者様

FREE Walk

FREE Bionics Japan 株式会社
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

下肢不自由者のための歩行支援

ロボット「FREE Walk」

外骨格型歩行支援ロボットとして、

日常での使用を目的とし、使用者

の起立、着座、歩行をサポートす

る。

下肢不自由者

物体の形状に合わせて把持することができる

多指機構を有し、軽量で極めて装飾性に優

れた量産型筋電義手

社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団　・　

福祉のまちづくり研究所

ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器
できる限り人間の手に近い見た目

と動きを再現した筋電義手。

主たる対象者は片側前腕

欠損者

ウデロ　(Udero)

テクノツール株式会社
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

上肢に障害を持つ方の日常生活

を支援するロボットアームです。

筋ジストロフィー、多発性硬

化症、脳性麻痺、脊髄損

傷
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ＷＰＡＬ－Ｇ

アスカ株式会社
ロボット技術を活用した障害者の自立支援機器

対麻痺者用歩行補助ロボット。車

いすから立ち上がり自立歩行がで

きます。

対麻痺者

Qピット

有限会社ホームケア渡部建築
難病患者等の日常生活支援機器

視覚・聴覚に外的刺激を与え、す

くみ足を改善する。

パーキンソン病等によるすく

み足が発生する方

タップマスター　Youfor

有限会社ヤマナカ
脳科学の成果を応用した支援機器

車椅子のままで運動療法や音楽

療法ができる他動的機器。
自立できない方でもOK

だれでもワークプロ for iPad

株式会社マイクロブレイン
障害者の就労支援機器

知的障害者の就労を視覚的に可

視化して業務内容をオリジナルで

組立ることができるiPadアプリケー

ション。

特例子会社、就労継続A

型事業所、就労継続B型

事業所、就労移行支援事

業所

高次脳機能用評価訓練システム 

HBDECAT（仮称）

株式会社システムネットワーク

障害者の就労支援機器

高次脳機能障害における注意障

害、記憶障害、水耕機能障害等

を対象にSpan 評価、BIT 評価、

図形抹消、錯綜図、迷路課題、

手続き記憶課題、物品補完等、

課題を豊富に搭載します。

高次脳機能障害者
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脳バランサーキッズ

レデックス株式会社
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

障害児の認知機能をゲームで測

定し、個別支援を充実させるソフ

ト。

発達に困りのある児・者に

関連する施設（放デイや

特別支援学校・学級）の

支援者

聴覚認知バランサー

レデックス株式会社
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

軽度難聴や聴覚の困りを発見し、

トレーニングも行えるソフト。

高齢者、発達に困りのある

児・者、対象者に関連する

施設の支援者

視覚認知バランサー

レデックス株式会社
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

障害児・者の視覚認知機能をゲー

ムで測定し、それらの改善トレーニ

ングを行うソフト。

学習障害など、視覚認知

に困りのある児・者及びそれ

らに関連する施設（放デイ

や特別支援学校・学級）

の支援者

感覚・不器用チェックシステム（仮称）

レデックス株式会社
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

障害児のもつ感覚と不器用の問

題を判定し、個別支援を充実させ

るWebサービス。

発達に困りのある児・者に

関連する施設（放デイや

特別支援学校・学級）の

支援者

着替え介助サポートパジャマ

株式会社東京リハビリテーションサービス
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

寝たきりで清拭を必要とする方や

体に浮腫みのある方用のパジャマ。

在宅または入院中の寝たき

りで清拭を必要とする方や

体に浮腫みのある方等
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マグネシウム合金製重度障害児用ストレッ

チャー型車椅子、及び同車椅子を設計するた

めのサイズ可変型採寸用ストレッチャー型車

椅子

株式会社マクルウ

障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

最軽量金属マグネシウム合金を採

用した軽くて丈夫なストレッチャー

型車椅子。

幼児~小児

２人用車いす「助人」くん

有限会社米生物産
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

災害時、介助者１人でも２人の

同時搬送が可能。
歩行困難者

ピュアット

株式会社 金星
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

入浴するだけで、身体を洗浄し、

介護負担軽減と均一な清潔性を

提供。

入浴介助が必要な方、こ

すり洗いや洗剤により肌の

負担がある方、麻痺による

拘縮で洗い残しがある方、

既往歴により洗身が困難

な方。

介護用　　“ベッドの上で入浴”

ベッドの上で入浴企画株式会社
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

ベッドの上で、寝たままで、移乗せ

ずに、何時でも、入浴できます。

浴室に移動できない入浴

困難者（身体障害者、要

介護４、５）
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自動開閉ドアシステム　　リムロック

株式会社エルイーエス
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

現在お使いのサッシ、窓、引戸、玄

関ドアに後付けできる自動開閉扉

システムです。無線リモコンで屋内

屋外を問わず離れた場所から簡単

に扉の自動開閉操作ができます。

また、電磁オートロックで２４時間

自動施錠。外側からの解錠はリモ

コン、暗証番号、カードの３種類で

利便性、高セキュリティ能力を備え

ています。自動動作オプションでは

呼気リモコン、エルボスイッチ等多く

の各種センサーが用意されていま

す。また、安全面では障害物検知

自動反転機能を備えています。

様々な方々の自立を支援する自

動開閉扉システムです。

特定の障害者の限定なし

直進軽快車いす

株式会社　カラーズ
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

水勾配など傾斜のある道でも片流

れせず、軽い力で真っ直ぐ操作でき

る車いす。

高齢者、身体障害者

からだをあらおう　ミニ

アドプラス
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

「入浴手順」をイラストカードでわか

りやすくする生活応援キットです。

自閉症・発達障害・知的

障害の方向け
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移動支援システム

株式会社コンピュータサイエンス研究所
障害者の支援をより行いやすくなる支援機器

視覚障害向けの道案内と障害物

通知を音声で行う移動支援システ

ム。

視覚障害者

座位バランス装置（試作品）

秋田未来株式会社
その他

座った状態で動的座位バランスが

測定可能な装置。

体幹機能障害者及び体

幹機能が低下している人

セレブリオ（Challenged Welfare 

House）

積水ハウス株式会社

大阪南シャーメゾン支店

その他

障がいがある方のグループホームや

サービス事業所の建物を提供して

います。

障がい者全般

転がる速度可変式2方向スロープ

八王子自助具工房フレンズ
その他

発達障がい児童の目の動きをボー

ルの転がる速度を変化させ訓練す

る。

発達障がい児

一般社団法人　⾔語聴覚士協会 その他 ― ―
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