
障害当事者のニーズを的確に捉えた支援機器開発のための

障害者自立支援機器
「シーズ・ニーズ
マッチング交流会」

開催日 平成２７年３月６日（金）～７日（土）

時　間 １０：００～１６：００

会　場 ＴＯＣ有明コンベンションホール４階

主　催 公益財団法人テクノエイド協会

※厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 一般公開

障害当事者のニーズを的確に捉えた
支援機器開発のための

入場無料
＜参加対象＞

障害当事者、家族、研究者、
専門職、障害団体、

全ての支援機器開発企業　等

障害当事者のニーズをより的確に捉えた支援機器開発の機会を創出すべく、シーズ・ニーズのマッチン
グ交流会を開催いたします。交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、障害当事者と
企業・研究者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、体験や交流を通じて、良質な支援機器の開
発、この分野への新規参入の促進を図ります。

～作る人と使う人の交流会～

開催日 平成２７年３月６日（金）～７日（土）
時　間 １０：００～１６：００
会　場 ＴＯＣ有明コンベンションホール４階
主　催 公益財団法人テクノエイド協会

■お問い合わせ（事務局） 
　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１-１セントラルプラ４階
　公益財団法人テクノエイド協会　企画部　谷田、五島、渡辺
　TEL：03-3266-6883　URL：http://www.techno-aids.or.jp/

●基調講演　　「自立支援機器開発に対する期待と役割について」
　日本作業療法士協会　会長　中村　春基

●基調報告　　「３Ｄプリンタが拓く新たな支援機器デザインの可能性」
　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　

① ３Ｄプリンタと支援機器 ～個人利用から生産技術まで～　  
② ３Ｄプリンタの義肢装具への応用可能性    
③ デジタル生産技術：DDMで広がる超ユニバーサルデザイン  

●現場報告　　「自立支援機器を活用した活動と参加」
　ＮＰＯ法人自閉症サポートセンター　松井　宏昭
　ＮＰＯ法人チャレンジド・コミュニティ　金井　光一

　ＮＰＯ法人生活サポートみらい　石﨑　洋子
　ＮＰＯ法人メッセージ花くじら　石田　　眞

●シンポジウム　「開発・市販化に向けての苦労話と成功事例」
　 【座長】　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　諏訪　　基
  株式会社アドバンスト･メディア　中村　雅巳（厚労省採択企業）   
  株式会社スマートサポート　鈴木　善人（ＮＥＤＯ採択企業）
  株式会社ＳＯＢＡプロジェクト　乾　　和志（ＮＩＣＴ採択企業）
  セコム株式会社　石井　純夫（前テクノ採択企業）
  パナソニックエイジフリーライフテック株式会社　松尾　光晴
  日本電気株式会社　北風　晴司

＜講演・シンポジウム＞ＷＥＳＴホール 3月6日（金）

10：30～11：10

11：10～12：00

14：30～15：45

13：00～13：20
13：20～13：40
13：40～14：00
14：00～14：20

みんなで考えよう支援機器開発

～作る人と使う人の交流会～

障害者自立支援機器

「シーズ・ニーズ
マッチング交流会」

エビデンスが支える
開発から利活用まで

支援機器利活用拡大
シンポジウム

【開催日】３月６日（金）～７日（土）
【時　間】１０：００～１６：００
【場　所】ＴＯＣ有明コンベンションホール４階
【主　催】公益財団法人 テクノエイド協会

【開催日時】３月７日（土）１０：００～１7：3０
【場　　所】WEST HALL W-5&W-4
【主　　催】国立障害者リハビリテーション
　　　　　センター研究所＜交流会＞

EAST ホール 3 月6 日（金）～7 日（土）

＜講演・シンポジウム＞
　WEST ホール 3 月6 日（金)

～情報基盤構築で進める
   イノベーション創出～

福祉のモノづくり人材教育

ニーズ＆アイデア
フォーラム
(NIF)

【開催日時】３月７日（土）１０：００～１6：15
【場　　所】WEST HALL W-1&W-2
【主　　催】ニーズ＆アイデア フォーラム
　　　　　プロジェクトチーム

～医療福祉系、デザイン系、
工学系の学生の混合チームによる
障害者支援機器の考案～

硯川　　潤
中村　　隆
高嶋　　淳

福祉機器開発室長
　主任義肢装具士
福祉機器開発部研究員

※情報保障として、パソコン要約筆記・磁気ループをご用意しております。

3月6日（金）
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■お問い合わせ（事務局） 　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１-１セントラルプラザ４階
　公益財団法人テクノエイド協会　企画部　谷田、五島、渡辺
　TEL：03-3266-6883　URL：http://www.techno-aids.or.jp/
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ＥＡＳＴホール　交流会会場

出展者一覧

A-01 厚労省事業 株式会社今仙技術研究所
A-02 ＮＥＤＯ事業 川村義肢株式会社　東京本社
A-03 ＮＥＤＯ事業 有限会社さいとう工房
A-04 ＮＥＤＯ事業 株式会社スマートサポート
A-05 ＮＥＤＯ事業 ダイヤ工業株式会社
A-06 機器開発 株式会社アイ・レーベル
A-07 機器開発 株式会社ソフトシーデーシー
A-08 機器開発 ナブテスコ株式会社
A-09 機器開発 日本セイフティー株式会社
A-10 機器開発 株式会社プロップ
A-11 機器開発 株式会社ミツバ
A-12 機器開発 株式会社ＪＩＮＲＩＫＩ
A-13 厚労省事業 株式会社ミハマ

障害者団体 社会福祉法人　日本身体障害者団体連合会A

F-01 厚労省事業 株式会社アイセック・ジャパン
F-02 厚労省事業 ユニバーサルサウンドデザイン株式会社
F-03 ＮＩＣＴ事業 株式会社 SOBAプロジェクト

障害者団体
（共同ブース）

ろう・難聴教育研究会
NPO法人 ろう教育を考える全国協議会
国立大学法人 筑波技術大学

F

B-01 厚労省事業 株式会社日本アシスト
B-02 厚労省事業 株式会社ルミナスジャパン
B-03 機器開発 株式会社アグメント
B-04 機器開発 横浜ゴムＭＢジャパン株式会社

障害者団体 公益社団法人　全国脊髄損傷者連合会B

C-01 厚労省事業 株式会社オリィ研究所
C-02 ＮＥＤＯ事業 有限会社オフィス結アジア
C-03 機器開発 株式会社ウェルパートナーズ
C-04 機器開発 株式会社スマイル介護機器販売
C-05 機器開発 テクノツール株式会社
C-06 機器開発 パナソニック エイジフリーライフテック株式会社
C-07 機器開発 パシフィックサプライ株式会社
C-08 機器開発 有限会社パムック
C-09 機器開発 株式会社ヒューマンテクノシステム
C-10 機器開発 株式会社日立ケーイーシステムズ
C-11 機器開発 事業主代表　宮内唯 

障害者団体 一般社団法人　日本ＡＬＳ協会C

D-01 厚労省事業 日本精工株式会社
D-02 機器開発 株式会社画像聴覚化研究所
D-03 機器開発 一般社団法人日本電子出版協会 ビジネス研究委員会

障害者団体 社会福祉法人　全国盲ろう者協会D

E-01 厚労省事業 株式会社ゴビ
E-02 機器開発 株式会社 KOSUGE
E-03 機器開発 有限会社テイクス
E-04 機器開発 株式会社テックアイオーサービス
E-05 機器開発 株式会社西澤電機計器製作所
E-06 機器開発 特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会
E-07 機器開発 パナソニック株式会社
E-08 機器開発 富士電子株式会社
E-09 機器開発 レハ・ヴィジョン株式会社

障害者団体 社会福祉法人　日本盲人会連合E

G-01 機器開発 株式会社アドバンスト・メディア
G-02 機器開発 株式会社日本コクレア
G-03 機器開発 シャムロック・レコード株式会社
G-04 機器開発 株式会社ソナール
G-05 機器開発 株式会社プラスヴォイス
G-06 機器開発 NPO法人 メディア・アクセス・サポートセンター
G-07 機器開発 株式会社東京信友

障害者団体 一般社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会G

H-01 機器開発 株式会社キザキ
H-02 機器開発 株式会社スワニー
H-03 機器開発 タチイス株式会社
H-04 機器開発 あい・あーる・けあ株式会社

障害者団体 ポリオの会H

I-01 厚労省事業 株式会社ソキエ
I-02 厚労省事業 株式会社マイクロブレイン
I-03 機器開発 株式会社アイエスゲート
I-04 機器開発 株式会社アクセスインターナショナル
I-05 機器開発 株式会社スタンダード
I-06 機器開発 株式会社ユープラス

障害者団体 ＮＰＯ法人　自閉症サポートセンターI

開発支援機関 独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
ＮＥＤＯ

J

開発支援機関 国立障害者リハビリテーションセンター研究所L

開発支援機関 厚生労働省自立支援振興室M

開発支援機関 公益財団法人テクノエイド協会N

開発支援機関 独立行政法人 科学技術振興機構
ＪＳＴ

K-01 機器開発 株式会社フィート
K-02 機器開発 ユニバーサルコミュニケーション研究所

開発支援機関 独立行政法人 情報通信研究機構
ＮＩＣＴ

K

WEＳＴホール

講演
シンポジウム

会場

身障者用トイレ

【Ｌ】 
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【Ｆ】 ろう・難聴教育研究会／ろう教育を考える全国協議会／筑波技術大学 
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　社会福祉法人　日本身体障害者団体連合会
A

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社今仙技術研究所 スポーツ用義足A－01

A－02

A－03

A－04

A－05

A－06

A－07

A－08

A－09

A－10

A－11

A－12

A－13

〒509-0109
岐阜県各務原市ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞ3-1-8
【TEL】 058-379-2727  【FAX】 058-379-2726

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社ルミナスジャパン 力伝達型アクティブギプス

〒959-3134
新潟県村上市羽ヶ榎 68
【TEL】 0254-62-2332  【FAX】 0254-62-2589

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社ミハマ 介護リフト型歩行アシスト

〒739-0046
広島県東広島市鏡山三丁目 13-60
【TEL】 082-431-3738  【FAX】 082-431-3739

●ＮＥＤＯ　福祉用具実用化開発推進事業
川村義肢株式会社　東京本社 肩サポート

〒136-0073
東京都江東区北砂 1-19-9
【TEL】 03-5635-1611  【FAX】 03-5635-1612

●ＮＥＤＯ　福祉用具実用化開発推進事業
有限会社さいとう工房

多機能型電動車椅子
レル・ライト

〒130-0004
東京都墨田区本所 4-27-3
【TEL】 03-3621-0508  【FAX】 03-3621-0537

●ＮＥＤＯ　福祉用具実用化開発推進事業
ダイヤ工業株式会社

空気圧サポーターパワー
アシストグローブ、
電動義手Ｆｉｎｃｈ

〒701-0203
岡山市南区古新田 1125
【TEL】 086-282-1245  【FAX】 086-282-1246

●ＮＥＤＯ　福祉用具実用化開発推進事業
株式会社スマートサポート スマートスーツ

〒060-0061
札幌市中央区南 1条西 5丁目 7番地愛生館ﾋﾞﾙ6 階
【TEL】 011-206-1462  【FAX】 011-206-1463

株式会社アイ・レーベル サドル付歩行器　AR-5
〒399-8101
長野県安曇野市三郷明盛 2050
【TEL】 0263-88-8163  【FAX】 0263-88-8166

株式会社ソフトシーデーシー 協調運動評価装置
〒320-0861
栃木県宇都宮市西 2-2-35
【TEL】 028-633-5411  【FAX】 028-633-5412

日本セイフティー株式会社 ラップポン・エブリ
〒112-0002
東京都文京区小石川 13-11 ｲﾄｰﾋﾟｱ小石川梅津ﾋﾞﾙ
【TEL】 03-5689-5953  【FAX】 03-5689-5957

株式会社プロップ 見える化薬箱
〒162-0808
東京都新宿区天神町 8番地 神楽坂Uﾋﾞﾙ4 階
【TEL】 03-5206-8766  【FAX】 03-5206-8760

株式会社 JINRIKI JINRIKI、JINRIKIQUICK　
〒399-4601
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 1536
【TEL】 050-5835-1000  【FAX】 0265-98-8921

ナブテスコ株式会社 義足膝継手（電子制御義足膝継手ALLUX他）、
抑速ブレーキ付歩行車（コンパルリハモ）

〒651-2135
神戸市東灘区魚崎浜町 35
【TEL】 078-413-2724  【FAX】 078-413-2725

株式会社ミツバ 立上り補助機能つき歩行器、
電動移乗器、電動つえ

〒376-8555
群馬県桐生市広沢町 1-2681
【TEL】 0277-54-5942  【FAX】 0277-52-0183

株式会社アグメント ステップ昇降車いす、
座面昇降車いす

〒300-2656
茨城県つくば市真瀬 569-10
【TEL】 029-838-0912  【FAX】 029-836-7213

横浜ゴムＭＢジャパン株式会社 除圧機能付車いす用空気式
クッション　メディエア

〒104-0031
東京都品川区西五反田 1丁目 30番 2号 ｳｨﾝ五反田 5F
【TEL】 03-5745-9865  【FAX】 03-5745-9867

公益社団法人　全国脊髄損傷者連合会

B

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業

株式会社日本アシスト ロボット便座
〒541-0021
大阪市天王寺区東高津町 11番 9号 上本町ﾋﾞﾙ8 階
【TEL】 06-6765-2888  【FAX】 06-6765-2887

B－01

B－02

B－03

B－04

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

　一般社団法人　日本ＡＬＳ協会 

C

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社オリィ研究所 OriHime（視線操作型）　C－01

C－02

C－03

C－04

C－05

C－06

C－07

C－08

C－09

C－10

C－11

〒180-0013
東京都武蔵野市西久保 1-3-11 ﾌﾞﾗﾋﾞ三鷹 502
【TEL】 080-4337-7304  【FAX】 なし

●ＮＥＤＯ　福祉用具実用化開発推進事業
有限会社オフィス結アジア

指伝話（ゆびでんわ）シリーズアプリ、
指伝話2ME（アダプタ）

〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢 607-1 藤沢商工会館 3F-14
【TEL】 0466-21-7448  【FAX】 0466-21-7996

テクノツール株式会社 なんでもワイヤレス、
上肢装具ＭＯＭＯ

〒206-0802
東京都稲城市東長沼 2106-5 ﾏｽﾔﾋﾞﾙ4 階
【TEL】 042-370-6377  【FAX】 042-370-6378

パシフィックサプライ株式会社 スイッチアジャスター、
コネクトコール

〒574-0064
大阪府大東市御領 1-12-1
【TEL】 072-875-8008  【FAX】 072-875-8010

有限会社パムック 人工呼吸器搭載型車いす各種、
シーティング機器各種

〒133-0065
東京都江戸川区南篠崎町 2-16-2
【TEL】 03-5666-4801  【FAX】 03-5666-4802

株式会社ウェルパートナーズ 介護リフト　スマイル
〒700-0923
岡山県岡山市北区大元駅前 6-21
【TEL】 086-227-0131  【FAX】 086-227-6132

パナソニック エイジフリーライフテック
株式会社 意思伝達装置レッツ・チャット

〒571-8686
大阪府門真市大字門真 1048
【TEL】 06-6908-8141  【FAX】 06-6908-4506

株式会社ヒューマンテクノシステム 自分の声ソフトウェア　
ボイスター

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 ﾕﾆｺﾑ人形町ﾋﾞﾙ2F
【TEL】 03-5847-1206  【FAX】 03-5847-1207

株式会社日立ケーイーシステムズ 重度障害者用意思伝達装置
「伝の心」　

〒275-0001
千葉県習志野市東習志野 7-1-1
【TEL】 047-472-6638  【FAX】 047-472-6551

株式会社スマイル介護機器販売 自動排泄処理装置『スマイレット安寝』
改良型「本体」と「カップ」　

〒105-0023
東京都港区芝浦 1-9-8 TBBﾋﾞﾙ5F
【TEL】 03-6435-4216  【FAX】 03-6435-4217

事業主代表　宮内唯 Click2Speak、
Gazespeaker

〒262-0014
千葉市花見川区さつきが丘 1-35-11-204
【TEL】 080-3201-1969  【FAX】 なし

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

株式会社画像聴覚化研究所 画像聴覚化装置
〒106-0032
東京都港区六本木 4-2-20-203
【TEL】 03-5545-5565  【FAX】 03-5545-5565

一般社団法人日本電子出版協会
ビジネス研究委員会

コンセプト展示
音声付き電子書籍の
新業務フローとEPUB/TTS

〒101-0061
千代田区三崎町 2-9-2 鶴屋総合ﾋﾞﾙ4F
【TEL】 03-3556-5224  【FAX】 03-3556-5259

社会福祉法人　全国盲ろう者協会

D

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業

日本精工株式会社
視覚障がい者向け
ガイダンスロボット

〒251-8501
神奈川県藤沢市鵠沼神明 1-5-50
【TEL】 0466-21-3291  【FAX】 なし

D－01

D－02

D－03

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

出展者紹介

●1959 年の設立当初から一貫して、「重い障害があっても普通に暮ら
せる社会」を目標に全国各県・支部と共に、障害者のための社会環
境を変える活動を行っている。

●移動は、全て車いすを使用する生活になることから、そのためのバ
リアフリー化の充実を求める声が多い。また、障害者の高齢化も進み、

若いときのしっかりした動作もやがて高齢化で体力や機能が衰え、
車いすからトイレやベッド、風呂場、自動車などへの移乗が徐々に
困難になり転倒などの家庭内事故が増えている。このため、脊髄損
傷者は移乗による事故を無くすための自立支援機器や褥瘡のできな
い車いす、排泄に関する機器などを切望している。 

●障害者の立場から、人権の保障、社会参加の促進、すべての人の社
会 ‘Society for All’ の実現、障害の種別や有無にとらわれず、全国組

織の当事者団体で連携し、国や政党に対し政策提言や要望など幅広
い活動を行っています。

●「ALS 患者が人間としての尊厳を全うできる社会の実現を目指すと共に、
ALS の原因究明と治療法の確立をはかること」を目的に、啓発広報・
療養支援・研究助成などの活動。
●病気の進行とともに、手足の障害、嚥下の障害、コミュニケーションの
障害、呼吸の障害が進行して、それぞれの進行状況に合わせた福祉用
具や医療機器などを利用しています。コミュニケーションと呼吸の障害
は、社会で生きる人としての尊厳を失う、生命を失う危険性を孕んでい

ますので、特に、コミュニケーション支援と医療的ケアの拡充に向けた
活動に力を注いでいます。
●障害の進行段階にあわせて、臨機応変にパーツを入れ変えながら使え
る、自分仕様の福祉用具や、対応が難しいといわれる、コミュニケーショ
ン支援のための、さまざまな手段を用いた意思伝達装置の開発を望ん
でいます。

●当協会は、視覚と聴覚の両方に何らかの障害を併せ持つ「盲ろう者」
の福祉を目的とする唯一の社会福祉法人として、盲ろう者や、盲ろう者
を支援する通訳・介助員らを対象とした様々な事業を行っています。
●現在、日本に約 1 万 4 千人いるとされる盲ろう者の多くは、65 歳以上
の高齢者です。盲ろう者は、障害の特性上、主に 3 つの困難（他者と

のコミュニケーション、移動、情報入手）を抱えていると言われます。
外出して買い物をすることもできなければ、テレビやラジオを楽しむこ
ともできず、点字を知らない人は本を読むことさえできません。また、
家にいても、家族がコミュニケーション方法を身につけていなければ、
会話を楽しむこともできないのです。



開催日 平成２７年３月６日（金）～７日（土）
時　間 １０：００～１６：００
会　場 ＴＯＣ有明コンベンションホール４階
主　催 公益財団法人テクノエイド協会

■お問い合わせ（事務局） 
　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸１-１セントラルプラ４階
　公益財団法人テクノエイド協会　企画部　谷田、五島、渡辺
　TEL：03-3266-6883　URL：http://www.techno-aids.or.jp/

社会福祉法人　日本盲人会連合
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E－02
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E－04

E－05

E－06

E－07

E－08

E－09

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社ゴビ

視覚障害者歩行支援用
電子点字ブロック

〒600-8813
京都市下京区中堂寺南町 134番地 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ
【TEL】 075-315-3621  【FAX】 075-315-3653

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
ユニバーサルサウンドデザイン株式会社 COMUOON （コミューン）

〒105-0022
東京都港区海岸 1-7-8 東京都立産業貿易ｾﾝﾀｰ浜松町館 6階
【TEL】 03-6427-1467  【FAX】 03-6745-3329

●情報通信研究機構 情報バリアフリー事業助成金 採択企業
株式会社 SOBAプロジェクト

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の提供

〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町 93 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ4 号館 4階
【TEL】 075-323-6066  【FAX】 075-323-6067

有限会社テイクス パームライン
〒244-0842
横浜市栄区飯島町 1579-1
【TEL】 045-890-6898  【FAX】 045-890-6899

株式会社西澤電機計器製作所 拡大読書器　NVS-X1
〒389-0601
長野県埴科郡坂城町坂城 6249
【TEL】 0268-82-2900  【FAX】 0268-82-1730

特定非営利活動法人
日本視覚障がい情報普及支援協会 音声コードUni-Voice

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場 1-6-16 ﾕﾆｵﾝﾋﾞﾙ703
【TEL】 03-3208-5023  【FAX】 03-3208-5025

独立行政法人　情報通信研究機構
ユニバーサルコミュニケーション研究所

SpeechCanvas
(スピーチキャンバス)

〒619-0289
京都府相楽郡精華町光台 3-5
【TEL】  0774-98-6300  【FAX】 0774-98-6955

株式会社テックアイオーサービス ポータブル紙幣識別機
「Wallet」

〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎 7-7 KBIC 205 号
【TEL】 044-589-5270  【FAX】 044-589-5271

パナソニック株式会社 液晶テレビ、BDレコーダー、
ICレコーダー

〒571-8501
大阪府門真市大字門真 1006番地
【TEL】 0120-878-365  【FAX】 0120-878-236

株式会社アドバンスト・メディア 音声認識技術
AmiVoice®Cloud

〒170-8630
東京都豊島区東池袋 3-1-4　サンシャインシティ文化会館 6階
【TEL】 03-5958-1031  【FAX】 03-5958-1033

株式会社日本コクレア 人工内耳システム一式
〒113-0033
東京都文京区本郷 2-3-7 お茶の水元町ビル
【TEL】 03-3817-0241  【FAX】 03-3817-0245

株式会社フィート
聴覚障がい者と健聴者の円滑な
コミュニケーション支援するアプリ
『こえとら』

〒169-0072
東京都新宿区大久保一丁目 1番 7号 高木ﾋﾞﾙ4F
【TEL】 03-5287-7391  【FAX】 03-3204-5984

富士電子株式会社 明暗センサー
〒990-2251
山形県山形市立谷川 2丁目 1114
【TEL】 023-686-4141  【FAX】 023-686-4142

レハ・ヴィジョン株式会社 カラートークプラス
〒923-1211
石川県能美市旭台 2-13 いしかわｸﾘｴｲﾄﾗﾎﾞ
【TEL】 0761-51-0016  【FAX】 0761-51-0017

株式会社 KOSUGE 振動発電により
LED点滅点灯する白杖

〒173-0013
東京都板橋区氷川町 11-11
【TEL】 050-3372-3002  【FAX】 050-3737-4957

①ろう・難聴教育研究会／②NPO法人 ろう教育を考える全国協議会／③国立大学法人 筑波技術大学

F

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業

株式会社アイセック・ジャパン 字幕電話
〒904-1103
沖縄県うるま市石川赤崎 2丁目 20-1 IT 事業支援ｾﾝﾀｰ 4 号館
【TEL】 098-923-2891  【FAX】 098-923-2897

F－01

F－02

F－03

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

テクノツール株式会社 なんでもワイヤレス、
上肢装具ＭＯＭＯ

〒206-0802
東京都稲城市東長沼 2106-5 ﾏｽﾔﾋﾞﾙ4 階
【TEL】 042-370-6377  【FAX】 042-370-6378

パシフィックサプライ株式会社 スイッチアジャスター、
コネクトコール

〒574-0064
大阪府大東市御領 1-12-1
【TEL】 072-875-8008  【FAX】 072-875-8010

有限会社パムック 人工呼吸器搭載型車いす各種、
シーティング機器各種

〒133-0065
東京都江戸川区南篠崎町 2-16-2
【TEL】 03-5666-4801  【FAX】 03-5666-4802

パナソニック エイジフリーライフテック
株式会社 意思伝達装置レッツ・チャット

〒571-8686
大阪府門真市大字門真 1048
【TEL】 06-6908-8141  【FAX】 06-6908-4506

株式会社ヒューマンテクノシステム 自分の声ソフトウェア　
ボイスター

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 ﾕﾆｺﾑ人形町ﾋﾞﾙ2F
【TEL】 03-5847-1206  【FAX】 028-633-5412

株式会社日立ケーイーシステムズ 重度障害者用意思伝達装置
「伝の心」　

〒275-0001
千葉県習志野市東習志野 7-1-1
【TEL】 047-472-6638  【FAX】 03-5654-6763

株式会社スマイル介護機器販売 自動排泄処理装置『スマイレット安寝』
改良型「本体」と「カップ」　

〒105-0023
東京都港区芝浦 1-9-8 TBBﾋﾞﾙ5F
【TEL】 03-6435-4216  【FAX】 03-6435-4217

事業主代表 Click2Speak、
Gazespeaker

〒262-0014
千葉市花見川区さつきが丘 1-35-11-204
【TEL】 080-3201-1969  【FAX】 なし

G－03

G－04

G－05

G－06

G－07

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

K－01

K－02

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

株式会社キザキ スマートポール
〒384-0061
長野県小諸市加増上の平 561-2
【TEL】 0267-22-1354  【FAX】 0267-23-5556

タチイス株式会社 タチイス
〒166-0003
東京都高円寺南 5-36-12-101
【TEL】 03-6304-9626  【FAX】 03-6304-9627

あい・あーる・けあ株式会社 ＮＥＷユニドライブ
〒125-0032
東京都葛飾区水元 2-21-2
【TEL】 03-5660-7701  【FAX】 03-5660-7703

株式会社スワニー SWANY Mini　自走式、
SWANY Mini　介助式

〒769-2795
香川県東かがわ市松原 981
【TEL】 0879-25-0252  【FAX】 0879-25-0340

ポリオの会

H

H－01

H－02

H－03

H－04

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

出展者紹介

ＮＰＯ法人　自閉症サポートセンター

I

I－01

I－02

I－03

I－04

I－05

I－06

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社ソキエ

知的障害者向け
見守りシステム

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 2-6-12 曙ﾋﾞﾙ4F
【TEL】 03-5809-2457  【FAX】 03-5809-2454

●厚生労働省 障害者自立支援機器等開発促進事業 採択企業
株式会社マイクロブレイン はっするでんたー

〒337-0053
さいたま市見沼区大和田町 1-958-1 KCCﾋﾞﾙ3-3F
【TEL】 048-687-9841  【FAX】 048-687-9716

株式会社アイエスゲート
医療問診支援システム、
認知症予防支援システム
ソフトウェア

〒131-0045
東京都墨田区押上二丁目 20番 2-401 号
【TEL】 03-5879-4527  【FAX】 03-5879-4528

株式会社スタンダード 療育・自立支援用スモック
〒114-0012
東京都北区田端新町 3-4-3
【TEL】 03-5855-1781  【FAX】 03-5855-1782

株式会社ユープラス トーキングエイド for iPad
〒124-0012
東京都葛飾区立石 7-7-9
【TEL】 03-5654-6763  【FAX】 03-5654-6763

株式会社アクセスインターナショナル
タイムタイマー、イヤーマフ、
リーディングルーラー、
あのね♪DS ほか

〒123-0871
東京都足立区椿 1-1-12
【TEL】 03-5856-9611  【FAX】 03-5856-9623

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

団体Ａ～Ｃ緑：C90　M0　Y75　K0

団体Ｄ～Ｅ桃：C10　M70　Y0　K0

団体Ｆ～Ｇ水：C80　M0　Y0　K0

団体Ｈ～Ｉ橙：C0　M50　Y100　K0

一般社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

G

G－01

G－02

出展No. 企業／団体名 出展製品 問合せ先

シャムロック・レコード株式会社 コミュニケーション支援アプリ
「UDトーク」シリーズ

〒176-0012
東京都練馬区豊玉北 5-7-14-502
info@shamrock-records.jp

株式会社ソナール
難聴者支援用（バス・車両用）
車載型ヒアリングループ
（磁気ループ）システム

〒600-8815
京都市下京区中堂寺粟田町 93  京都リサーチパーク 6号館 302
【TEL】 075-315-5561  【FAX】 075-315-5625

株式会社東京信友
聴覚障害者用屋内信号装置
　シルウォッチ
番号呼び出し気　シルボード　　

〒160-0022
東京都新宿区新宿 1-14-5　新宿 KMビル
【TEL】 03-3358-8000  【FAX】 03-3358-6330

株式会社プラスヴォイス
代理電話サービス／遠隔（手話・文字）通訳サービス
遠隔筆談コミュニケーションアプリ『手書き電話UD』
筆談＋音声認識コミュニケーションアプリ『UD手書き』

〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町 1丁目 8-14　仙台協立第二ビル 8F-1
【TEL】 022-723-1261  【FAX】 022-723-1262

NPO法人 メディア・アクセス・
サポートセンター

ネット字幕読込DVDプレーヤー　「おと見」
誰でも簡単字幕制作ソフト　「おこ助」
音声透かしを使った情報保障アプリ　「UDCast」
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●視覚障害者自身の手で、“ 自立と社会参加 ” を実現しようと 1948 年
に組織された全国組織で、都道府県・政令指定都市における 61 の視
覚障害者団体の連合体です。

●全く見えない人や視力が弱い人周囲が見えにくい人真ん中が見えに
くい人大きな文字なら読める人明るいとまぶしい人などいろいろな

見えにくさの人がいます。そのような人たちに対して「使いやすく
する工夫」として、音声を用いたり、触覚に訴えたり、色の配色を
考慮したりさまざまな工夫を日常の用品に適用する工夫が求められ
ています。そのような工夫ができる業者の皆さんの提案を求めてい
ます。

①聴覚障害教育の改善をめざす当事者・親・教員などが長年活動を継続す
る全国組織です。研究会や討論集会の開催、会報発行によるオピニオン
形成や情報発信、教材の開発・発行も行っています。

②毎年ろう教育を考える全国討論集会を開催し、ろう教育の課題について
討論すると共に、会報を発行している。ろう教育改革の指針作成や授業
で使用する手話の開発を行ってきた。
③筑波技術大学は日本でただ一つの視覚障害者、聴覚障害者のための高

等教育機関です。
●聴覚障害教育で全否定されていた手話が肯定され活用されるように
なって10年余り。歴史が浅いため手話を活かした日本語や教科に関する
効果的な教育法がいまだ確立されておらず、手話そのものを学習する教
材や手話を通して日本語力や学力を高める教材も不十分な現状があり、
その改善が求められています。

●全国の難聴者・中途失聴者への福祉施策の充実と社会の理解を求め、
必要なコミュニケーション手段の調査研究等を行い、障害者の社会的
地位向上と社会参加を促進しています。

●社会生活を営む上での必要な情報が提供されることが、難聴者の社会参
加を促進します。そのための補聴器や人工内耳、それにつながる磁気ルー

プの敷設充実は、聴覚補償に関する支援です。また要約筆記事業を進め
ることによる文字による通訳活動や、インターネットを使った代理電話
サービスなどが現在進められています。これらに加えて、新しいテクノロ
ジーによる文字情報の伝達手段の進歩が進んでいます。音声認識技術の
向上、携帯端末への表示などの最新の研究成果をご確認ください。

●自閉症など発達障害のある方の育成及び地域生活の支援を行うとと
もに、その家族及び関係者への支援並びに地域住民に対する啓発活
動を行うことを目的として活動しています。
１．「時間やことばの理解を助ける支援機器」、「気持ちなどを伝えるコ
ミュニケーションを助ける支援機器」、「かっこういい間仕切り」、「不

快音の遮断機器」の開発
２．こどもの療育を対象とした機器の開発、形状は、「携帯タイプ」
３．何らかの財政措置を伴った「お試し期間」の設定
４．最初のアセスメントから使用中のアドバイスまで、専門家の介入
が必要

●ポリオとポストポリオ症候群の患者会です。ポリオとＰＰＳ（ポストポリ
オ症候群、ポリオ後症候群）の医療を求め、情報を知り、伝え合い、
広く知ってもらうために活動しています。
●ポリオは足の麻痺だけでなく、上下肢や体幹麻痺、呼吸や嚥下、排泄

など多岐にわたり、日々の生活全般の困り事への細やかな対処を必要
としています。装具の蒸れや汗、冷え、転倒（浴室他）、支持装置、上
肢装具、快適な車いすなど。一人ひとり違う障害への対応が必要です。
福祉情報も必要としています。
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