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Ａ．平成２９年度障害者自立支援機器等開発促進事業

採択企業
企業名

製品名

製品概要

障害者の歩行特性に合わせた支援機能を備える自動制御機能付き歩行器

RT.ワークス株式会社

ロボット技術による「障害者の歩行特性に合わせた
支援機能」を備える歩行器

座位保持装置用脱着シェル

株式会社アシスト

各種フレームと組合せて使用できる座位保持装置
用脱着シェル

成長対応調節可能な座位保持機能付き電動車いす

株式会社有薗製作所

成長対応調節可能な、オーダーメイド座位保持装
置と同等の機能を有する電動車いす

座位変換軽量コンパクト電動車椅子

株式会社今仙技術研究所

日本の在宅環境に適応した軽量コンパクトで姿勢
変換可能な電動車椅子

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バリアフリー仮設トイレ

株式会社エクセルシア

排泄処理剤を使用したライフラインフリーの仮設トイ
レの技術

指伝話

有限会社オフィス結アジア

iPadで使うコミュニケーション・意思伝達アプリの「指
伝話」シリーズ

デジタル透明文字盤OriHime eye

株式会社オリィ研究所

難病療養者と介助者との意思疎通に用いられる透
明文字盤の動きをデジタル化したもの

日常生活場面に特化した高次脳機能障害者 訓練・評価用システム

株式会社システムネットワーク

高次脳機能障害の評価・訓練を行うソフトウェア

MR-AFO

橋本義肢製作株式会社

モータ等の動力を有さない、小型軽量な電子制御
式高機能下肢装具

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

物体に指を沿わせて掴むことなどができる軽量で装
飾性に優れた筋電義手

認知機能の障害児・者の睡眠を支援する寝具

フランスベッド株式会社

重量による刺激によって落ち着きや安眠をもたらす寝
具

Qピット

有限会社ホームケア渡部建築

外的CUEを与えることにより、すくみ足を改善

知的障害者の就労を視覚的にサポートする「だれでもワークプロ」

株式会社マイクロブレイン

知的障害者の"働くよろこび"を支援する『だれでも
ワークプロ』

宿泊施設の簡易リフト

株式会社モリトー

軽量で、無組てしやすい、広範囲に対応した、簡易
型リフト

トーキングエイド for iPad

株式会社ユープラス

会話が不自由で筆談も困難な方のiPadを利用した
コミュニケーション機器

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

視覚を失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

機器画像

Ｂ．聴覚障害者・視覚障害者の日常生活支援機器／盲ろう者の日常生活支援機器
製品名

企業名・団体名

製品概要

聴覚障がい者向け胃部Ｘ線検査支援システム

株式会社アイエスゲート

耳が聞こえづらい方へ検査指示をわかりやすく伝える
胃部X線検査支援システム

「e-ミミ」

株式会社アイセック・ジャパン

聴覚障害者の聞こえの支援として、リアルタイムの文
字通訳をリモートから提供するサービス
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出展機器画像

導ほたる

WBホールディングス株式会社

ラインレーザーを駆使することにより、視認性を高め、
衝突事故を回避

みえる電話

株式会社NTTドコモ

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

画像聴覚化装置 電子図鑑

株式会社 画像聴覚化研究所

画像を走査音に変換し、聴覚を用いて原画像をイ
メージする情報伝達装置

網膜走査型レーザアイウェア

株式会社QDレーザ

本体内蔵の超小型プロジェクタで、網膜に直接映像
を投影するHMD

（仮）視覚障がい者歩行誘導マット（トイレ内誘導用）

錦城護謨株式会社

視覚障害者用トイレ内 誘導路。ほかの利用者 と
も共存できる形状。

歩行支援機器（NEDO みちびきプロジェクト）

株式会社KOSUGE

1．歩行支援機器（NEDO みちびきプロジェクト）
「みちびき」受信機内蔵し、iPhone操作および歩行
記録可能な操作盤。
2．視認性向上させるレーザーライン
白杖に取り付け、進行方向に赤色点線ラインを点
滅させる機器。

ミライスピーカー 『Curvy』

株式会社サウンドファン

すべての人の『聴こえる』を目指した音のバリアフリース
ピーカー

車載(バス・乗用車等）型ヒアリングループ(磁気ループ）

株式会社ソナール

バス、自動車用難聴者支援ヒアリングループシステム

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

株式会社SOBAプロジェクト

電話リレーサービスを動作させるためのPC、タブレット
など

パームライン

有限会社テイクス

パームラインは、歩きやすい視覚障害者誘導板。誘
導ブロック(点字ブロック)がつかない場所などに、誘導
を広げます 。

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

能楽の台詞等を容易に理解できるように、字幕情報
をタブレットに表示

comuoon iListening

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社

卓上型対話支援システムcomuoon設定ツール

Ｃ．肢体不自由者の日常生活支援機器
製品名

企業名・団体名

製品概要

アシストスーパー多点杖（天使の杖）

アシストインターナショナル株式会社

軽くて安定した全く新しいステッキ。まるでもう一つの
足のような安定感と使いやすさを実現。

AR-5、AR’-5

株式会社安寿の里のりくら

歩行器、車イス車輪洗浄器

ハイモア

ウチヱ株式会社

自走タイプのシャワーキャリー。タイヤが大きく段差上
げが楽にできます。

スマイリーシート®

有限会社カルチエ

「スマイリーシート」は、座部上面の周囲に連続して
手すりを備えた椅子です

まな板付きピーラー（取り外し可能タイプ）

京 自助具館

まな板付きなので、大きな食材は置いて皮むきが出
来る

エルボクラッチ杖他

フジホーム株式会社

海外製エルボクラッチ杖他と室内用立座り及び歩行
補助器（開発中）

移動・移乗器具「ONBU」

共栄プロセス株式会社

ベッド・車いす・トイレ等の相互移動が早く・安全で操
作も簡単な移乗器具になります。

端坐位姿勢でそのまま移乗 台座式床走行移乗機リフト『TRANSing(トランシング)』

有限会社京和工業

腰痛ゼロへ・端坐位姿勢から抱き上げずに移乗する
新方式移乗器
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出展機器画像

ラギー

株式会社クラモト

折りたたみ式ハンドル形電動カート

袋スタンド（仮名称）

大成樹脂工業株式会社

片手でも小袋やレトルトパウチ等を開けやすくする便
利グッズです。

起立補助装置「立ち助」

株式会社邦友

介護現場で「抱き上げない」介助を支援する腰痛予
防対策の福祉機器

FREE-SLOPE FS-200

株式会社ミスギ

あらゆる段差（10～750mm）に対応する高強
度・超軽量のスロープ群

移動用リフト

株式会社ミハマ

寝たきりの人を、寝た状態で１人介助移動できる。

Draco

株式会社ユーエスマネジメンツ

電動直立とフラットリクライニング車椅子、立った状態
で移動することが出来ます。

頭部保護帽 abonet

株式会社特殊衣料

普通のデザインでありながら緩衝能力を持った頭部
保護帽

Ｄ．難病患者等の日常生活支援機器／障害児の生活を豊かにするための支援機器
製品名

企業名・団体名

製品概要（HP掲載用）

いっしょにおでかけスケジュール

アドプラス

一日・一週間・一ヶ月のスケジュールを携帯しやすく
ひとまとめに。

カンフィハウス

株式会社コムフレンド

ぶつかっても安心、組み立て解体が容易なダンボール
製ハウス

heart bridge smock（ハートブリッヂ スモック）

株式会社東京リハビリテーションサービス

留め具等に工夫を凝らし、主に知的障害児を対象
としたスモールステップでの支援用品

携帯型吸引機 Q-tam（キュータム）

日東工器株式会社

医療スタッフからの意見を集約、商品化した携帯型
たん吸引器です

介護用

ベッドの上で入浴企画株式会社

特許収得、２分で浴槽に、２分で給排水、移乗せ
ずに入浴、実入浴済

レデックス株式会社

簡単なゲームで認知機能を測定でき、個別支援に
役立てられます。

“ベッドの上で入浴”

脳バランサー・キッズ

出展機器画像

Ｅ．障害者のコミュニケーション・レクリエーション活動を支援しる機器
製品名

企業名・団体名

製品概要（HP掲載用）

下肢障がい者向けＦＥＳサイクリング（試作品）

秋田未来株式会社

機能的電気刺激を使用した、車いす取付け型サイ
クリングユニット

喚語屋言兵衛

株式会社アドバンプレス

失語症向け意思伝達支援ノートがタブレット用アプリ
になりました

音声ペン -アクトボイスペン-

株式会社エスコアール

対応の絵カードにタッチすると、絵の名称が発声され
ます。

歌が歌える電気式人工喉頭関連製品

株式会社電制

電気式人工喉頭で自由に歌が歌える入力インター
フェイス装置（試作品）

ボウリング投球補助機

株式会社西川精機製作所

レジャーの一つとしてボウリングを楽しんで頂くために！

意思伝達装置「伝の心」

株式会社日立ケーイーシステムズ

筆談、発話が困難な重度肢体不自由者向けコミュ
ニケーション支援機器
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出展機器画像

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テム

キーボード等から入力した文章を、自分の声で再現
する音声合成ソフトウェア

TANO

株式会社ラッキーソフト

運動・発声・脳トレが行えるバーチャルトレーニングシ
ステム

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

視線や目・瞼の動きで操作するスイッチ アイスイッチ

Ｆ．ロボット技術を活用した障害者向け支援機器／脳科学の成果を応用した支援機器
製品名

企業名・団体名

製品概要（HP掲載用）

Ｂｅｈｏｍｅ装着式集尿器

朝日産業株式会社

座位・臥位で使用する【自動吸引式の集尿器】

水洗式ポータブルトイレ「流せるポータくん」

株式会社アム

アムのポータブルトイレは後片づけが不要です。臭い
もしません。

腰補助用マッスルスーツ®

株式会社イノフィス

腰の負担を軽減して、重作業や中腰姿勢での作業
が楽になります。

WHILL Model C

WHILL株式会社

暮らしを楽しくする新しい“クルマ” WHILL Model C

SEM Glove自立支援用

株式会社エスケーエレクトロニクス

Carbonhandは、他の指に連動する機能を搭載し
た握力を補助する機器です。

パワーアシストハンド・レッグ

株式会社エルエーピー

麻痺してしまった手指・足首のリハビリテーションロボッ
ト

歩行アシストスーツ

住友理工株式会社

下肢不自由者を対象に、歩行を手助けする製品を
目指しています。

見守り隊 Roomwatcher

株式会社ソキエシステム

入居者と施設職員双方に配慮した独自のシステ
ム。高性能センサーでデータを集約。

きらきら星脳活計

株式会社ソフトシーデーシー

きらきら星脳活計®は、手の動きを測ることで脳活
動量がわかる計測装置です（特許出願済）

見守り機能付コミュニケーションアシストロボット「コマチ」

日圧総業株式会社

簡易見守り機能付メールコミュニケーションアシスト機
器

移乗サポートロボットHug T1

富士機械製造株式会社

座位間の移乗動作や脱衣所での立位保持をサポー
トするロボットです。

電動昇降サドル付き歩行車

株式会社ミツバ

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

めざましカーテン mornin&#039;

株式会社ロビット

後付式カーテン自動開閉機。太陽光で目覚めて睡
眠障害を予防。

ActVoice for Pepper

株式会社ロボキュア

失語症者等に対しコミュニケーションのリハビリを実施
するアプリ

Ｇ．ロボット技術を活用した障害者向け支援機器／脳科学の成果を応用した支援機器
製品名

企業名・団体名

製品概要（HP掲載用）

Ｄ－Ｗ型「卓上剝線機」

三立機械工業株式会社

障害者が車椅子に座ったまま、廃電線の剥離作業
が出来る剝線機

RODEM- 「ロデム」

株式会社テムザック

ベッドなどから体の向きを変えることなく移乗ができる
電動車いす
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足操作マウス『フットルース』

片足だけで、市販のマウスと同じ機能操作ができるマ
ウス。

株式会社ビー・アライブ

Ｈ．その他
製品名

リフォーム畳®

企業名・団体名

製品概要（HP掲載用）
畳床の優れた衝撃吸収力があり水拭きができ車椅
子も使える床材

大山畳店
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