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＜肢体障害者用＞

電動アシスト歩行器　他

㈱ミツバ
電動歩行器 電動で歩行をアシスト

①乗用タイプの電動歩行器

②椅子やベッドからの立ち上がりを電動で補

助する

肢体障害者及び障碍児

＜肢体障害者用＞

ALS等重度障害者向け

車いす型ストレッチャー

㈲パムック

ストレッチャー
チルト＋リクライニング機能を持つ呼吸器搭

載の車いす型ストレッチャー

ホイールベースをコンパクトにした走行しやすい

車いす型ストレッチャー

重度肢体不自由者や難病でベッド

上の生活を強いられている方

＜肢体障害者用＞

介足君(車椅子前脚懸架装置)

谷口福祉タクシー

車いす関連

機器

アルミフレームからなる構成で懸架装置のフッ

クを車椅子側にかけ、フットレストを受け板で

支持し懸架装置とする。

車椅子のフットレストに装着(着脱)すること

で、階段や悪路の非難移動を可能にする。

ワンタッチ(数秒)で装着できる小型軽量で装

着したまま車椅子として走行できる。

車椅子を使用する全ての人。特

に、災害などで非難を求める人。

＜肢体障害者用＞

NEXT-51B　他

㈱松永製作所
車いす ３Ｄ立体シートの乗り心地の良い車いす 障害者・児、高齢者

＜肢体障害者用＞

多機能選択型電動車椅子レル・シリーズ

㈲さいとう工房
電動車いす

レル・ライト：多機能型電動車椅子

レル・リフト：多機能昇降式電動車椅子

軽量・コンパクト、中輪駆動で小回りが利き、

狭い室内も、段差の屋外も自由自在に使え

る。また、ティルト・リクライニング・座角変換・

昇降機能を使い変形し、姿勢を変えたり、

様々な状況に対応することができる。

肢体障害者（筋ジストロフィー、脳

性麻痺、頚椎損傷等）

＜肢体障害者用＞

WHILL Model A

WHILL㈱
電動車いす 次世代電動車いす

・今までにない美しいデザイン

・全方位タイヤによる小回り、四輪駆動によ

る走破性

・Bluetooth連携アプリによる遠隔操作

下肢の不自由な方/歩行が難しい

方（健常者の方が使用しても楽し

めます。）
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＜肢体障害者用＞

EYE4106

㈱金沢エンジニアリングシステムズ
視線入力装置

制御系ソフトウェア開発を行っております。制

御系ソフトウェアのノウハウを駆使して肢体障

害者向けの就労支援機器として視線入力

機を開発しました。

肢体障害者

＜肢体障害者用＞

パワーアシストハンド

㈱エルエーピー

手指リハビリ

機器

脳血管疾患などでマヒした手指のリハビリ補

助器

低圧ポンプからの吸気・排気の空気を使って

グローブに取り付けられた蛇腹を伸ばしたり縮

めたりすることにより手指を開閉させる。

脳血管疾患の方、ALSの方、手指

の複雑骨折

＜肢体障害者用＞

Honda歩行アシスト

本田技研工業㈱
歩行訓練機器

「倒立振子モデル」に基づく効率的な歩行を

サポートする歩行訓練機器です

股関節の屈曲による下肢の振り出しの誘導

と伸展による下肢の蹴り出しの誘導を行いま

す

一般方から歩行能力が低下した方

＜肢体障害者用＞

SEM Glove自立支援用

㈱エスケーエレクトロニクス
握力補助器

日常生活の「にぎる」をサポートするスウェーデ

ン製握力補助機器

直感的な動作で「にぎる」力をサポートし、日

常生活に寄り添うことができるウェアラブルロ

ボット。コンパクトでシンプルな機能により日常

のあらゆる「にぎる」をお手伝いします。

筋肉疾患/神経疾患、リウマチ、反

復運動障害、事故の後遺症などに

より握力が弱い方全般

＜肢体障害者用＞

歩行支援機「ＡＣＳＩＶＥ」

㈱今仙技術研究所
歩行支援機器

無動力の歩行支援機。『受動歩行』理論に

基づいて作られました。

バッテリやモーターを使わず、バネと振り子の動

きが作用し、脚の振り出しをアシストします。

非常に軽量（片脚用-約550ｇ　両脚用-

約1,050ｇ）。２種類のベルトを締めるだ

けの簡単装着。

歩行がしにくい方で、安全に自立歩

行ができる方。

＜肢体障害者用＞

片麻痺者用歩行配膳車(3点支持式)

㈱モリトー
配膳車

片麻痺の方が使いやすい、配膳車です。

片手で操作し、配膳や小物の持ち運びに便

利です。

高さ

ハンドル上端まで　1080～1330mm

アームサポートまで　950～1200mm

全幅460mm／全長665mm

重量　本体6.4㎏

自立した杖歩行が可能な方
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＜聴覚障害者用＞

ヒアリングループ

㈱ソナール
車載型ループ

施設内でのループ支援機能を移動体（バ

ス・自動車等）に展開
聴覚障害者及び難聴者

＜肢体障害者用＞

介護用ベッド模型

やすらぎ研究所
ベッド 中央部開閉ベッド 寝たきり病人、肢体不自由者

＜肢体障害者用＞

足操作マウス　『フットルース』（仮称）

㈱ビー・アライブ
マウス

片足で、市販のマウスと同じ機能操作ができ

るマウス。

①汎用ＰＣへの装着が可能であること。

②上肢での操作は必要ない

③無線ＵＳＢの使用を可能にした。

④通常のマウスの操作はすべて可能

上肢障害者

＜肢体障害者用＞

水洗ポータブルトイレ

アロン化成㈱
排泄支援機器

ポータブルトイレの移動簡易性をそのままに、

さらに座面昇降機能と水洗機能を付与した

トイレ

座面昇降機能・座面前後傾機能・水洗機

能・温水シャワー機能(前後左右可動)・暖

房便座機能・脱臭機能・温風乾燥機能・ト

イレ誤移動防止機能など

肢体障害など、トイレへの移動に障

害をお持ちの方で、日常的にポータ

ブルトイレを利用されている方

＜肢体障害者用＞

床走行移乗機

㈱アグメント
移乗機器 ベッド・車いす・トイレ間の移乗をサポート

介助者1名だけでも扱うことができる床走行

移乗機。
車いすを使用されている方

対象者

＜肢体障害者用＞

ステッキ

フジホーム㈱
杖

棒状杖・・・かるがもシリーズ

多点杖・・・可動式及び立上り補助

握りやすさにこだわったグリップ形状と立上り及

び歩行補助用杖

ポリオの会メンバーの方々及び歩行

補助が必要な方々
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＜視覚障害者用＞

パームライン

㈲テイクス
誘導タイル 視覚障害者誘導用の溝つき線状突起タイル

足や白杖で分かる誘導機能。従来（誘導

ブロック）と同じ高さでも、歩きやすい突起形

状（なで肩の幅広）が特徴で、従来は敷

設できなかった、狭い道路や室内などに使え

る。

視覚障害者に役立ちながら、肢体

障害者や高齢者なども歩きやす

い。

＜視覚障害者用＞

MyCane®ⅡＳＰＯＴ

㈱ＫＯＳＵＧＥ
白杖

視認性を向上させた点滅点灯させるＬＥＤ

付き白杖

全盲の人に対しては、電池不要な振動発電

方式、ロービジョンの人に対しては、電池交

換タイプ

警察の交通関係の部署、視覚障

害を対象とした福祉施設・学校、

行政の補装具担当者

＜視覚障害者用＞

視覚障害者向け歩行支援システム

㈱アルファメディア

歩行支援

システム

視覚障害者の方が障害物や下り段差、駅の

ホーム端等を安心・安全に歩行出来る事を

支援するシステム

ステレオカメラを活用し、障害物や下り段差、

駅のホーム端等を捉えて、音声や振動で視

覚障害者の方に知らせる事で、安心・安全

に歩行出来る事を支援します。

視覚障害者ならびに弱視者

＜聴覚障害者用＞

聴力補助BOX

AURAL SONIC ㈱
聴力補助機器

難聴者の耳の周りを囲うことで、声が聴きや

すくなるBOX

難聴者の周辺のノイズを吸音して軽減し、聴

きたい声だけを反射させて残すことで、

補聴器無しでも言語の聴き取りが改善され

るBOXです。頭の周りにすっぽり被せます。

難聴者、盲ろう者

＜聴覚障害者用＞

comuoon iListening

ユニバーサル・サウンドデザイン㈱

難聴者支援

機器

難聴者支援スピーカーcomuoon設定ツー

ル

comuoonの周波数特性をタブレット経由で

変更可能にするツール。難聴者の方のオージ

オグラムの保有が可能となる。

軽度・中度難聴者

＜聴覚障害者用＞

FM無線式会話器

Jumpers㈱
会話装置

FM無線を使って声を双方向に送って会話が

できる

難聴者・健聴者が混じって複数人で会話が

できる

難聴者及び難聴者と関わる健聴

者
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＜コミュニケーション＞

みまもりシステム「Smyline」

ハイブリッドシステム㈱
見守りシステム

高齢者、障害者のみまもり用端末及びシス

テム

現在発売中のみまもりシステムに、①徘徊検

出にも活用出来るワイヤレスドアセンサー、ワ

イヤレス人感センサー、ワイヤレスボタン、ワイ

ヤレスネットワークカメラをオプションとして追加

（交流会までに発売の可能性有り）　②地

域連携でみまもりが行いやすい様に、複数の

方を一括みまもりが出来る機能を追加（計

画中）

高齢者、障害者等

＜コミュニケーション＞

自分の声ソフトウェア　「ボイスター」

㈱ヒューマンテクノシステム東京
音声合成ソフト

キーボードなどから入力したテキスト文章を、

「自分の声」で再現する音声合成ソフトウェア

・特定個人の声で、任意のテキストを音声と

し出力する音声合成システムです。

・声を失われる方へ失声後の代用音声など

にご利用いただけるようご提供しております。

・「自分の声」という重要なアイデンティティを

維持することで、失声後のQOL確保に貢献

します。

・現在は、会話利用に加え、多様な利用

ニーズへの対応に取り組んでいます。

手術や病気の進行で自分本来の

声を失われる方

＜コミュニケーション＞

ハンズフリー型ウェアラブル電気式人工喉頭

第一医科㈱
人工喉頭

既存の電気式人工喉頭の「片手が束縛され

る」デメリットを克服したハンズフリー型の電気

式人工喉頭

機能：抑揚機能、音声増幅機能

特徴：ハンズフリー型、ウェアラブル
発話障がい者

＜視覚障害者用＞

お財布型ポータブル紙幣識別機　Wallet

㈱システムイオ

（旧：テックアイオーサービス）

紙幣識別機

日本銀行券４種を音声・ブザー・振動でお

知らせします。その他、ICカードの音声読上

げ機能もあります。

財布の様に使える紙幣識別機です。滑りづ

らく手触りのよいソフト素材を採用しました。
視覚障害の方向けの製品です。

＜視覚障害者用＞

画像聴覚化装置

㈱画像聴覚化研究所
感覚代行装置

静止画像をスキャンし、個々のドットに割当て

た音を順次発音させ、全体形状をイメージす

る感覚代行装置。

画像そのものに加え、タッチパネルを用いて音

声ガイドを聞くことができる。既存の点図に較

べ格段に多い情報量をストックし提供すること

ができる。

視覚障害者および健常者
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＜レクリエーション／障害児用＞

クラウドを活用した学習支援教材アプリ

熊本高等専門学校／㈱サートプロ
学習支援アプリ

主にiPad上で利用する障害児向けの学習

支援アプリ群（現在８アプリ）

クラウド構築することで、いつでもどこでも、保

護者・教員との情報共有が可能です。また

障害をもつ児童・生徒本人にとっても、学習

効果が見える化されることで、学習意欲の向

上をはかります。

障害をもつ児童・生徒（知的、視

覚障害、肢体不自由、学習障害

等）

＜レクリエーション／障害児用＞

ボードメーカー、あのね♪ＤＳ

㈱アクセスインターナショナル

コミュニケーション

機器

シンボルや文字でコミュニケーションを支援しま

す

シンボルの語彙検索やカテゴリー検索、ペー

ジレイアウト。ニンテンドーDSを使用したコミュ

ニケーションツール

自閉症、知的障害

＜レクリエーション／障害児用＞

トーキングエイド for iPad　他

㈱ユープラス

コミュニケーション

機器

iPadを利用した障害者用コミュニケーション

機器、重度障害児用訓練ゲーム

専用機トーキングエイドをベースにし、iPadを

使うことで幅広いニーズに対応した機器。

利用者のレベルに応じて難易度等が設定可

能で、さらに外部スイッチでの操作も可能な

ゲーム。

・トーキングエイド for iPad　脳性

麻痺者（児）、脳卒中患者、発

達障害児（者）、ALS、SCD

・ぽんぽんわーるど　　知的障害児、

重度重複障害児、発達障害児

＜コミュニケーション＞

指伝話

㈲オフィス結アジア

コミュニケーション

アプリ

iOS,Android用コミュニケーションアプリ及び

タブレット入力補助アダプタ

タブレット・スマートフォンを使った会話補助と、

スイッチなどで入力するためのアダプタ

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

＜コミュニケーション＞

意思伝達装置「伝の心」

㈱日立ケーイーシステムズ
意思伝達装置

筆談、発話が困難な重度の肢体不自由者

のコミュニケーションを支援する機器。

文章作成、身の回りの機器（赤外線リモコ

ンで操作できる機器が対象）の操作、離れ

た人とのコミュニケーション(電子メールの利

用)を基本機能としています。

筆談、発話が困難な重度の肢体

不自由者

＜コミュニケーション＞

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ライフテック㈱
意思伝達装置

スイッチ一つで操作できる、最も簡単な意思

伝達装置

身体の可動部位に合わせた入力スイッチ一

つだけで、簡単に会話が可能。専用機器の

ためフリーズ等のトラブルも無く、安心してお使

い頂くことが可能です。
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＜その他＞

３Ｄプリンタ出力の

障がい者用自助具　他

スマイルリンク㈱

自助具
熱溶解方式の小型３Ｄプリンタの展示と３

Ｄプリンタを利用した自助具など

自社開発の日本製３Ｄプリンタです。ナイロ

ン、ＰＥＴなど様々な材料を使用できます。
自助具を開発、販売されている方

＜レクリエーション／障害児用＞

歩ミングポール

㈱キザキ
ポール ノルディック・ウォーク用ポール、靴下

リハビリ用、安定歩行が可能なノルディック・

ウォーク用のポール

歩行可能（自立歩行困難な方も

可）なすべての方

＜レクリエーション／障害児用＞

アンプティサッカー用 クラッチ

クリスタル産業㈱
クラッチ

足および腕切断者によるサッカー、アンプティ

サッカーに使用されるクラッチの改良、提案

身長や体重に合わせた素材選びや使用者

の目的に合わせたパーツの選択が可能。
下肢切断者

＜レクリエーション／障害児用＞

フリーポジション・ペグ

京　自助具館
ペグ マグネット付ペグ

ペグにマグネットをつけることにより、あらゆる姿

勢での使用が可能。仰臥位の使用でもペグ

が落ちない。

外傷疾病などにより上肢・手指機

能に障害を持った方

＜レクリエーション／障害児用＞

heart bridge smock

㈱スタンダード
スモック

知的障がい児（者）及び肢体不自由児

（者）向けの療育・自立支援用衣類（ス

モック）

知的障がい児（者）の自立・療育支援の

促進や肢体不自由児（者）の生活利便

性の向上の為に有効な留め具（ボタン、ユニ

バーサルボタン、ファスナーなど）を使用の知

的障がい児の親としての実体験を基に、作

業療法や療育・教育機関からの意見を取り

入れている。

知的障がい児（者）、肢体不自

由児（者）等

＜レクリエーション／障害児用＞

ヘッドガードフィット　シリーズ

キヨタ㈱
保護帽

オーダーメイド感覚でカスタマイズできる保護

帽

オプションパーツの組み合わせとかぶりの深さま

で調整できる機構によりサイズはもちろん、保

護範囲まで目的に合わせてオーダーメイド感

覚でカスタマイズが可能
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＜その他＞

ベッドの上で入浴

事業主代表　夏目三郎
入浴支援機器

上半身をベッド背もたれに乗せて、楽な姿勢

で、安全に、早く、入浴できます。

① 接続部で体型調整（身長、横幅）でき

るので、身体は安定し、安全に入浴できま

す。

② 浴槽板は事前組立して、使用時はベッド

の上に置くだけです（楽、早い、1分）

③ 浴槽シートは一枚シートで、硬化部無い

ので肌を傷めない。

④ 湯量は60ℓと少なく、給排水はポンプ3

台（30ℓ/3台分）で2分でできます。

風呂場に移動できない入浴困難

者（身体障害者、要介護３、４、

５）

＜その他＞

脳活動量計測装置

㈱ソフトシーデーシー
計測装置

宇都宮大学の研究結果をベースに、装置の

共同開発を進めています（特許出願済）。

本装置は、簡易な手指動作を調べることによ

り、軽度な脳機能障害の程度を数値で示し

ます。このため、軽度の脳梗塞後のリハビリで

の回復度合いの測定、日々の体調管理、子

供の発育状況の把握、高齢者向け脳虚血

検出、ドライバーの就労前検査など、使用者

の体調を客観的に知る必要がある様々な用

途に応用することができます。

測定は、装置の前で画面に表示される手本

動作を真似て手を動かすだけです。測定から

判定までの時間は30秒もかかりません。血

圧計を使う程度の手軽さで、脳機能障害の

程度が測定できる装置を目指しています。

日々のリハビリでの回復度合いを測定して頂

けます。

軽度の脳梗塞後のリハビリ中の方、

等

＜その他＞

洗濯物仕分けサポートシステム

㈱親和製作所

就労支援

システム

要介護者の洗濯物の仕分け作業を障害者

の方ができるよう就労支援システム

特養に入所されている方の洗濯物にICタグ

を埋め込み登録し、洗い終わった後障害者

の方がシステムのサポートでたたみながら棚に

収納することで就労支援ツールとして開発し

ました。

＜その他＞

マトリックスセンサー（仮）

㈱倉元製作所
リハビリ機器

荷重バランスを簡易的に可視化し、リハビリで

の補助機器として使用する

利用者が力を加えた際に荷重バランスを簡

易的に可視化し、歩行訓練などリハビリでの

補助機器として使用することができる。また、

センサー部に有機圧電フィルムを用いている

ので、柔軟性や耐衝撃性が担保でき、様々

な場所での利用が可能である。

肢体障害者など

＜その他＞

スマートスーツ

㈱スマートサポート

軽労化スーツ

腰痛リスクを伴う作業で、疾病予防・作業持

続性に寄与する“軽労化”を目的とした製品

です。

機械的な動力を必要としないため、安価で

優れた着心地が特長です。また、姿勢評価

システムにより対象作業のリスクを評価するこ

とで、作業内容・環境に合わせたカスタマイズ

も可能です。

介護作業者
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＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

視覚障がい者向けガイダンスロボット

日本精工㈱
ガイダンスロボット

病院などの施設内において，対象ユーザーを

案内する

ナビゲーション・・・目的地を入力すると，そこ

までの経路を生成し誘導する

障害物回避・・・ユーザー前方の障害物回

避，段差での転落防止を行う

視覚障がい者，高齢者

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

アクティブギプス

㈱ルミナスジャパン
装着型ロボット

上肢に障害を持つ方を対象とした自立支援

用装着型ロボット

腕を伸ばす力が無くても、肩の力を手先に伝

達し、不整地や傾斜地での車椅子操作、

プッシュアップ動作などを可能としてくれます。リ

ハビリ効果により、残存機能の維持向上が期

待できます。

頸椎損傷Ｃ5レベル

＜情報通信研究機構　ＮＩＣＴ＞

ユニバーサルな電話リレーサービス

㈱ＳＯＢＡプロジェクト

電話リレー

サービス

e-ラーニングにも使える複数情報伝達モード

を備えたリレーサービス

パソコンやタブレット、スマートフォンなどで、ろう

者と聴者がお互いに相手の表情やジェスチャ

を直接確認したり、手話や手話通訳者を介

したり、または複数の情報伝達モードを用い

て、意思疎通を図ることが可能な、気軽に利

用できるサービス

ろう者・難聴者・中途失聴者と手

話通訳者とろう者との通話が必要

な例えば市役所の担当者等

＜情報通信研究機構　ＮＩＣＴ＞

UDトーク、UD手書き、手書き電話UD、

遠隔手話通訳

㈱プラスヴォイス

コミュニケーション

アプリ

聴覚障がい者とのコミュニケーション支援アプリ

並びにサービス

スマートフォン・タブレット端末のアプリ、ビデオ

通話機能によってコミュニケーションバリアを解

消

聴覚・言語障がい者

＜情報通信研究機構　ＮＩＣＴ＞

「こえとら」

㈱ＦＥＡＴ

コミュニケーション

アプリ

聴障者と健聴者との円滑なコミュニケーション

を支援するアプリ

「こえとら」は、聴障者の街中での困り事を、

豊富な定型文、地図表示、音声認識や合

成で円滑に解決できるようにサポート。

聴覚障害者および健聴者

＜情報通信研究機構　ＮＩＣＴ＞

「SpeechCanvas」

先進的音声翻訳研究開発推進センター

コミュニケーション

アプリ

聴障者と健聴者との円滑なコミュニケーション

を支援するアプリ

「SpeechCanvas」は、聴障者への窓口や

店頭での接客サービスを音声認識や手書き

機能、定型登録で円滑にすすめられるようサ

ポート。

聴覚障害者および健聴者
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＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

ロボット便座

㈱日本アシスト

排泄支援機器

排便排尿後の温水洗浄後の臀部の水滴拭

き取りを、トイレットペーパーにて、自動でおこ

なう装置です

臀部を温水洗浄後、自動でトイレ紙にて拭

き取る装置です、室内タイプでは汚物は強制

排出装置によって汚水桝まで強制排出され

ます

臀部の拭き取りに困難を伴う障害

者・要介護者

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

分身ロボットOriHime

㈱オリィ研究所

分身ロボット
マイク、スピーカー、カメラを内蔵し、ビデオ通

話と同時に感情表現が可能な分身ロボット。

通常のビデオ通話にくわえ、内蔵されたカメラ

を自由に動かし、見たいところを見ることが出

来るほか、モーションボタンを使って「手を挙げ

る」「拍手をする」といった感情表現が可能。

肢体不自由者及び特定の難病疾

患（神経疾患等）。子どもからおと

なまで年齢は問わない。

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

視覚障害者向け

「音声コードUni-Voiceアプリ」

特定非営利活動法人

日本視覚障がい情報普及支援協会

コミュニケーション

アプリ

音声コードを読取るスマホ用（ios）無料ア

プリ「Uni-Voiceアプリ」のデモ

視覚障害者がスマホで操作できるUni-

Voiceアプリのデモ版

平成27年度厚生労働省自立支援機器等

開発促進事業に採択された製品デモを予定

視覚障害者

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

「だれでもワークプロ」

㈱マイクロブレイン
システム

働く意欲がある知的障害者に対し、生産工

程や作業内容を少しでも見える化すること

で、より質の高い製品を生産したり、販売時

のソーシャルスキルを学び、付加価値の高い

製品を生産段階での見える化を行う。

カードをデジタル化し画像データやカメラ機能

を活用することで、より具体的な解説のできる

デジタル絵カードを作ることが可能です。 また

作業内容によって、条件判断が必要とされる

場合、複数の絵カードの組み合わせも可能。

他にタイマー機能を保持したカードを作成・使

用することで作業時間の目安も分かる。

知的障害者及び成人期の発達障

害者

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

字幕電話　他

㈱アイセック・ジャパン
字幕電話

高齢者・聴覚障がい者など「聞え」に不自由

を感じている方の日常生活支援サービス

字幕電話は、「聞え」に不自由を感じている

方でも電話が使えるように、相手の音声を文

字字幕として入力し配信する。「e-ミミ」は、

講演会やセミナー会議などでの音声を文字

字幕として入力配信する。

高齢者・聴覚障がい者

＜厚生労働省／平成27年度採択開発テーマ＞

音声カレンダー

㈱システムネットワーク
音声カレンダー 視覚障害者向け音声カレンダー

視覚障害者における、スケジュール管理/イン

ターネットを介して情報を聞き出したいといった

ニーズを

視覚障害者
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