
 

北海道から沖縄の企業まで 
障がい者の“できる”を広げる製品
が集結！！ 
気になる支援機器をチェックしてく
ださい！！ 
 
 



 

〈目次〉 ≪障がい分類≫…製品の対象障がいについては下記区分をご確認ください。 

○肢 ：肢体不自由 ○精 ：精神障がい ○視 ：視覚障がい 

 

○知 ：知的障がい ○聴 ：聴覚障がい ○難 ：難病患者 

 

【意思伝達装置】 

①トビーPCEye視線入力装置【株式会社クレアクト】○肢 ・○知 ・○難  

 

②重度障害者向け意思伝達装置「eeyes」【株式会社オレンジアーチ】○難  

 

③MCTOS Model FX【株式会社テクノスジャパン】○肢 ・○難  

 

④トーキングエイドプラス【株式会社ユープラス】○肢 ・○難  

 

⑤意思伝達装置ファイン・チャット【アクセスエール株式会社】○肢 ・○難  

 

⑥伝の心【株式会社日立ケーイーシステムズ】○難  

 
【音声伝達装置】 

⑦リアルタイム文字配信表示システム【株式会社アイセック・ジャパン】○聴  

 

⑧commun mobile Lite【ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社】○聴 ・○難  

 

⑨電気式人工咽頭 ユアトーン高機能型 Gー1モデル【電制コムテック株式会社】○肢 ・○難  

 
【移動補助装置】 

⑩救助担架フレスト【株式会社輝章】○肢  

 

⑪ガイドタイル UD－SUS【田島ルーフィング株式会社】○肢 ・○視  

 

⑫視覚障害者歩行誘導マット「歩導くん ガイドウェイ」【錦城護謨株式会社】○肢 ・○視  

 
【IT関連機器】 

⑬インターネット・サポートブック「うぇぶサポ」【有限会社奥進システム】○肢 ・○精 ・○視 ・○聴 ・○難  
 

⑭Flex Controller【テクノツール株式会社】○肢 ・○難  

 
【障がい者支援例】 

 
⑮あなたのやってみたいを応援します！（在宅重度障がい者 IT支援）【大阪府 ITステーション】 

○肢 ・○精 ・○視 ・○聴 ・○難  

 

 



 

≪製品紹介≫ 

トビーPCEye５を USBで接続すれば「ただ見るだけ 

で」視線でパソコン操作ができるようになります。お使い

のメールやソフト、ゲームなどのマウス操作を視線で快

適に行うための専用ソフトが付いて来ます。 

  重度障害者用意思伝達装置/補装具適用  TCスキ 

ャンのスイッチに代わる入力手段としても多くのユーザー 

にお使いいただいています。 

トビーPCEye５で使用できる療育・教育・コミュニケ 

ーション用ソフトウエアも各種ご用意しています。 

 
■対象障がい：肢体・内部障がい、知的障がい、難病

患者 

■参考価格（税込み）：198,000円 

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、ホームページ、メール 

 

≪企業コメント≫ 

四肢麻痺や発話の困難な人々が「ただ見るだけで」

パソコン操作ができる装置です。付属の専用ソフトもま

すます進化し、学校や就労で使う一般のソフトウエアや

LINE、オンラインゲームなどの操作が可能です。スイッ

チとの併用ができれば視線だけ/スイッチだけの疲労を

軽減することができます。 

 

○肢 ・○知 ・○難  

 

株式会社クレアクト 

 

〒141-0022 

東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階 

電話：03-3442-4501 FAX：03-3442-5402 

Mail：info@creact.co.jp 

HP：https://www.creact.co.jp/ 

代表者氏名 下リ藤 菜穂子 

担当者氏名 下リ藤 菜穂子 

 

 

①トビーPCEye５視線入力装置 

 

≪製品紹介≫ 

重度障害者向け意思伝達装置「eeyes」（イイアイズ）は、

神経性の難病によりコミュニケーションが困難となった方をサ

ポートする福祉機器です。指先や目の動きなど極わずかな身

体の動きを捉え、伝えたい言葉の作成や発声および印刷・赤

外線学習リモコンによる家電の操作・インターネットを使った

生活品質の向上を実現します。気持ちを伝える絵文字の採用

や、特許取得の入力補正処理により、日々の生活を優しくご

支援致します。 

 
■対象障がい：難病患者  

■参考価格（税込み）：450,000円  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、ホームページ、メール 

 

≪企業コメント≫ 

重度障害者向け意思伝達装置「eeyes」（イイアイズ）

は、ご病気となり何かと覚えたり、知らなければならない

事が多くなるユーザ様や介護者様のご負担とならないよ

う、運用の手間を極力軽減する設計方針のもと、可能な

限り簡単かつ覚える事が少ない製品を目指しました。実

用に達した視線入力をぜひ一度お試しください。 

 

○難  

 
COMPANY INFO 

 

株式会社オレンジアーチ 

 

 

〒120-0034 

東京都足立区千住一丁目 11 番 2 号 北千住Ｖビルディング

7階 

電話：03-5284-8687  

Mail：eeyes@orangearch.co.jp 

HP：http://www.orangearch.co.jp/ 

代表者氏名：本山 功 

担当者氏名：宇田 竹信 

 

 

②重度障害者向け意思伝達装置「eeyes」 

 

 

COMPANY INFO 

 

mailto:info@creact.co.jp
https://www.creact.co.jp/
mailto:eeyes@orangearch.co.jp
http://www.orangearch.co.jp/


 

≪製品紹介≫ 

MCTOS は、声を出せず、スイッチの操作さえも困難な重度障害者のた

めの意思伝達装置です。本人が意識的に発生させる生体信号（脳波、筋

電信号、眼電信号）を検出し、これをブザー音に変換して合図として発信

できます。また、スイッチ信号の出力も備えているため、他の機器の操作や

呼び出しにも利用可能です。 

●対象者：重度身体障害者、神経難病患者など  

●価格：400,000円（非課税） 

●重度障害者用意思伝達装置（生体現象方式）の給付対象 

 

■対象障がい：肢体・内部障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：400,000円  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、ホームページ、メール 

 

≪企業コメント≫ 

指の動きや瞬きさえも困難で、様々な操作スイッ

チも使えなくなった人のコミュニケーションをなん

とか取り戻せないだろうか。 そんな思いで、体の

動きに頼らないスイッチとして 20数年前、世界に

先駆け、生体信号を利用したスイッチ「MCTOS」

を開発しました。以来、改良を重ねながら製品を提

供し続け、現在に至っています。 

 

○肢 ・○難  

COMPANY INFO 

 

〒670-0947 

兵庫県姫路市北条 1丁目 266番地 

電話：079-288-1600、0120-230-580 

Mail：e-group@technosjapan.jp 

HP：http://www.technosjapan.jp 

代表者氏名：牛谷 定博 

担当者氏名：原野  

 

 

≪製品紹介≫ 

トーキングエイドプラスは、会話や筆談が困難な方の携帯

用会話補助装置です。スイッチを入れればすぐに使える専用

機で、不随意運動によりキー入力が困難な方をサポートする

キーガードが標準で付属されています。又、キー入力が困難

な方でも外部スイッチによる入力もできます。お使いになられ

る方のニーズに合わせたカスタマイズ機能や、よく使う言葉を

メッセージやシンボル、写真で登録して伝えるといった機能も

搭載されています。 

 ■対象障がい：肢体・内部障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：198,000円（非課税）  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、ホームページ、メール、 

福祉用具販売会社からの購入、日常生活用具給付事業に

よる給付 

 

 

○肢 ・○難  

COMPANY INFO 

 

≪企業コメント≫ 

1985年に発売を開始したトーキングエイドは、長

きにわたり多くの方にご利用いただいてきました。ト

ーキングエイドプラスはトーキングエイドシリーズの

最新機種で、平成 29年度障害者自立支援機器等

開発促進事業による支援を受け、ご利用者のニーズ

を盛り込むとともに、様々な障害に幅広く対応できる

製品として開発しました。 

 

〒124-0012 

東京都葛飾区立石七丁目 7番 9号 

電話：03-5654-6763 

FAX：06-5654‐6773 

Mail：info@u-plus.co.jp 

HP：https://www.u-plus.co.jp 

代表者氏名：小野 雄次郎  

担当者氏名：小野 雄次郎  

 

 

③MCTOS（マクトス） Model FX 

株式会社テクノスジャパン 

④トーキングエイドプラス 

株式会社ユープラス 

mailto:e-group@technosjapan.jp
http://www.technosjapan.jp/
mailto:info@u-plus.co.jp
https://www.u-plus.co.jp/


  

≪製品紹介≫ 

ファイン・チャットは業界唯一の意思伝達専用機です。起

動終了も一瞬で、フリーズもまずありません。直感的に使え

るので誰でも入力スイッチ 1 つだけですぐに会話を始める

ことができます。学習リモコン機能や、今お持ちのパソコン、

タブレットの連携、作製した文章の QR コード変換によるス

マホへの取り込みなど多くの機能を搭載。AC100V、乾電

池、モバイルバッテリーでも駆動可能なので、災害時も安心

です。 

■対象障がい：肢体・内部障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：300,0000 円（非課税）  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：全国の福祉機器業者から購入 

             

 

 

≪企業コメント≫ 

意思伝達装置ファイン・チャットは発売以来、意思

疎通が不可能と思われた多くの障害者の意思疎

通手段を取り 

戻してきました。NHKや Yahoo!ニュース 

（https://news.yahoo.co.jp/byline/yana

giharamika/20211028-00265030） 

でも紹介されています。 

○肢 ・○難  

 

〒567-0032 

大阪府茨木市西駅前町 6-22-301 

電話：072－648－7420 

Mail：info@accessyell.co.jp 

HP：http://www.accessyell.co.jp 

代表者氏名：松尾 光晴 

担当者氏名：松尾 光晴  

 

 

COMPANY INFO 

 

アクセスエール株式会社 

 

⑤意思伝達装置ファイン・チャット 

 

 
 

⑥伝の心（でんのしん） 

 

≪製品紹介≫ 

伝の心は、四肢麻痺で発話が困難な重度障害者を対象にした意

思伝達装置です。センサー・スイッチを操作し、身体の一部をわず

かに動かすだけで、様々な可能性を広げることが可能です。 

【意思伝達機能】 

・文字を入力して自分の気持ちを言葉にする 

・電子メールを利用して伝える 

【その他の機能】 

・テレビなどの機器を操作する 

・オプションの視線検出式入力装置で操作する 

・呼鈴分岐機能付のスイッチボックスを利用して呼鈴を操作する 

■対象障がい：難病患者 

■参考価格（税込み）：450,000円 

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：販売代理店経由 

 

○難  

COMPANY INFO 

株式会社日立ケーイーシステムズ 

 日立の従業員が筋萎縮性側索硬化症に罹患した

ことがきっかけで開発を開始しました。 

「伝の心」は、利用者様の伝えたい思いをご家族・

友人に届けると言う使命と、変化する社会に対し

て、利用者本位の開発を行う為、以下の３本柱を目

標に開発しております。 

・コミュニケーション支援 

・QOL(生活の質)の向上 

・社会参加の支援 

 

〒136-0071 

東京都江東区亀戸 2丁目 22番 17号 

電話：03-5627-7191 

Mail：dennoshin_sales@hke.jp 

HP：https://www.hke.jp/ 

代表者氏名：千葉 宏  

担当者氏名：藤原、田井東  

 

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20211028-00265030
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20211028-00265030
mailto:info@accessyell.co.jp
http://www.accessyell.co.jp/
mailto:dennoshin_sales@hke.jp
https://www.hke.jp/


 

≪製品紹介≫ 

セミナー、シンポジウム、授業、議会等で話者の音声をスマ

ホやオンライン会議ツール（Zoom 等）で沖縄県、または福井

県の弊社センターに送り、オペレーターがその音声を聞きなが

ら PC に入力、ネット経由で会場もしくは、オンライン会議上に

リアルタイムで全文表示するサービスです。サービス終了後に

即、議事録、講演録等をお送りすることも可能です。  

サービス名：e-ミミ 

 
■対象障がい：聴覚障がい  

■参考価格（税込み）：22,000 円／時間～ 1 時間を超えた場合

は 5,500円／15分～ 

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、メール 

 

≪企業コメント≫ 

国から聴覚障害者手帳を発行されている方は 36万人、そ

の中で手話が分る方は 7万にしかおりません。また、耳の聞

こえに何らかの問題をお持ちの方は 1,420万人（日本補聴

器工業会調べ）おられるとの数値もあります。大半の方々は

手話ではなく文字による情報保障が必要であるとの認識よ

り、弊社は耳の聞こえに問題をお持ちの方が当たり前に生活

できる「聴覚バリアフリー社会」構築を目指している IT会社

です。 

「e-ミミサービス」は音声を弊社に届けてさえいただけれ

ば全国どこにでもネット経由でリアルタイムに文字を配信、表

示いたします。 

 

〒904-2203 

沖縄県うるま市字川崎 468 番地 いちゅい具志川じんぶん館

１Ｆ 

電話：098-972-6888 FAX：098-987-5627 

Mail：iscec-j@iscecj.co.jp 

HP：http://iscecj.co.jp/ 

代表者氏名：一瀬 宗也 

担当者氏名：辻本 隆 

 

 

 

○聴  

 

COMPANY INFO 

 

⑦リアルタイム文字配信表示システム 

 株式会社アイセック・ジャパン 

 

⑧comuoon mobile Lite（コミューン モバイル ライト） 

 

≪製品紹介≫ 

これまでの聴こえ支援は「きこえにくい人が努力する」ものでし

たが、コミューンは、話す側から聴こえの支援ができる全く新しいカ

タチの対話支援機器です。めざしたのは、誰にでも届くクリアな

音。マイクから入力された音を明確に分解。雑音などをきれいに取

り除くことで、誰もが聴き取りやすいクリアな音へと変換します。 

comuoon mobile Liteはコンセントがない場所でもスマホバ

ッテリーからの給電で利用可能なため、可搬性を兼ね備えていま

す。 

 

 ■対象障がい：聴覚障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：129,800円  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、ホームページ、メール 
 

■対象障がい：聴覚障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：129,800円  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、ホームページ、メール 

 

○聴 ・○難  

 

COMPANY INFO 

 
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 

 
≪企業コメント≫ 

開発者、中石の難聴である祖母と父のための研

究から音を高精細化することで言葉としての認識

率が向上することを発見し、世界初の技術をもって

「コミューン」を製品化しました。  

現在は 4機種のコミューンを展開し、令和 4年

春以降には携帯型聴覚サポート機器のコミューン

ポケットを発売予定です。 

 

〒105-0022 

東京都港区海岸 1-9-11 マリンクス・タワー2F 

電話：0120-033-553 

FAX：0952-43‐7073 

Mail：info@u-s-d.co.jp 

HP：https://u-s-d.co.jp/ 

代表者氏名：中石 真一路 

担当者氏名：矢澤 絵美  

 

 

 

mailto:iscec-j@iscecj.co.jp
http://iscecj.co.jp/
mailto:info@u-s-d.co.jp
https://u-s-d.co.jp/


○聴  

○聴  

 

≪製品紹介≫ 

ユアトーンは喉頭がん等による喉頭摘出の他、気管切開や

ALS、筋ジストロフィー、麻痺等により話すことができない方の

発声を補助する器具です。口と舌を自由に動かすことができる

方にご利用いただけます。 「ユアトーン高機能型 G-1 モデ

ル」はスイッチを上下にスライドすることで抑揚をつけて会話す

ることが可能です。抑揚機能はありませんがボタンを押すだけ

で簡単に会話できる「ユアトーン標準型 S-1 モデル」もご用

意しております。 

 
■対象障がい：肢体・内部障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：75,000円（非課税）  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：販売店(第一医科株式会社)からご購入となります。日常生

活用具給付の対象でなければ弊社オンラインショップからの

購入も可能です。 

  

             

 

 

○肢 ・○難  

 

≪企業コメント≫ 

ユアトーンは、声を失った方々にもう一度声を取

り戻して会話を楽しんでもらいたいという想いで開

発した製品です。 

電気式人工喉頭は機械的な音声になりがちです

が、少しでも緩和できるように抑揚機能の付加や声

の微妙なゆらぎ成分を再現するなどの技術が詰ま

っています。今後もより良い製品を提供できるよう

精進いたします。 

COMPANY INFO 

 

〒067-0051 

北海道江別市工栄町８番地の 13 

電話：011-380-2102 

Mail：akari_miura@dencom.co.jp 

HP：https://dencom.co.jp/ 

代表者氏名：田上 寛 
担当者氏名：三浦 あかり  

 

 

電制コムテック株式会社 

⑨電気式人工喉頭 ユアトーン高機能型 G-1モデル 

≪製品紹介≫ 

従来の棒担架では、階段昇降が難しいなどの問題点が

ありましたが、布製を採用したことで階段を安全に搬送す

ることができます。また、棒担架では備蓄にスペースが必

要ですが、布製にすることで省スペースによる備蓄を可能

にしました。 

担ぎ手の人数は、3 人搬送または 5 人搬送が基本とな

ります。 

 
■対象障がい：肢体・内部障がい  

■参考価格（税込み）：37,400円  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、FAX、ホームページ、メール、 

介護・防災関連の販売代理店  

≪企業コメント≫ 

緊急時、要援護者を安全に搬送できる担架が必要

なこと、また防災備蓄品としてコンパクトであること等を

考えて開発しました。救助担架フレストは従来の棒担架

にない柔軟性があるので階段搬送がしやすくまた狭い

場所での搬送にも適しています。大きな特徴として担架

両サイドにショルダーベルトを取り付け、手で要援護者

を支えるのではなく肩で担ぐ方式で担ぎ手の人数を最

小限にできます。 

 

〒555-0001 

大阪市西淀川区佃 2-15-4-708 

電話：06-6474-2114 

FAX：06-4394-7120 

Mail：info@ud-passion.com 

HP：https://www.ud-passion.com/  

代表者氏名：栂 章夫 

担当者氏名：栂 章夫  

 

 

 

COMPANY INFO 

 

株式会社輝章 

○肢  

 

⑩救助担架フレスト 

mailto:akari_miura@dencom.co.jp
https://dencom.co.jp/
mailto:info@ud-passion.com
https://www.ud-passion.com/


 

≪製品紹介≫ 

障害者差別解消法にも対応。あと付け

可能なシール式ステンレスプレート。既存

の床の上に貼ることで、建物を利用するす

べての人にやさしい誘導案内を実現しま

す。 

 

■対象障がい：肢体・内部障がい、視覚障がい  

■参考価格（税込み）：警告型：19,800円/枚 誘導型：9,800円/枚  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話※詳細は担当者までお問い合わせください。 

  

  

             

 

 

COMPANY INFO 

 

○肢 ・○視  

 

 

≪企業コメント≫ 

すべての人が、同じ場所を同じように利用し、同

じ経験ができる、そんな施設環境を当たり前にした

い…。 

全てのひとにやさしい床を目指し、開発致しまし

た。 

 

〒550-0003 

大阪市西区京町堀 1-10-5 

電話：06-6441-5951 

Mail：tanaka-yk@tajima.co.jp 

HP：https://tajima.jp/ 

代表者氏名：田島 国雄 

担当者氏名：田中 佑佳  

 

 

⑪ガイドタイル UD-SUS 

田島ルーフィング株式会社 

≪製品紹介≫ 

当製品はゴムという特性を活かし、床との質感や白杖での打

音の違い、床の色とのコントラストなどで視覚障害者を誘導で

きます。製品周囲がスロープ形状になっているため車いす利用

者や高齢者の移動のバリアになりません。また、表面にピクトグ

ラムを表示することで晴眼者の案内も可能となるユニバーサル

デザインの誘導路です。 

■対象障がい：肢体・内部障がい、視覚障がい  

■参考価格（税込み）：33,000円／ｍ  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：電話、メール 

  

             

 

≪企業コメント≫ 

建物内において受付から先への誘導路が無

く、視覚障害の方が行きたいところへ行けない

という問題。例えばトイレまでは一人で辿り着き

たいという想い…設置しやすい、設置してもら

いやすい誘導路があればそのような問題が解

消されるのに。その解消の一助として全国

1000か所以上の施設にて採用を頂いており

ます。 

 

〒581-0068 

大阪府八尾市跡部北の町１－４－２５ 

電話：０７２－９９２－２３２８ 

Mail：info_bf@kinjogomu.jp 

HP：http://www.kinjogomu.jp/ 

代表者氏名：太田 泰造 

担当者氏名：小山 健一  

 

 

○肢 ・○視  

 

 COMPANY INFO 

 

錦城護謨株式会社 

⑫視覚障害者歩行誘導マット「歩導くん ガイドウェイ」 

mailto:tanaka-yk@tajima.co.jp
https://tajima.jp/
mailto:info_bf@kinjogomu.jp
http://www.kinjogomu.jp/


 

≪製品紹介≫ 

生活する上で支援が必要な人が、自分を説明し、してもらい

たいサポートが何かを伝える「サポートブック」をネット上で簡

単に作成し見てもらえる無料サービスです。   

PDF 形式での出力ができます。自閉症や発達障がいの方

向けに作ったサービスですが、サポートが必要な方ならどのよ

うな方でもお使いいただけます。アプリではなくウェブブラウザ

での利用となります。スマートフォンのブラウザでの利用もでき

ます。 

 
■対象障がい：肢体・内部障がい、精神障がい、視覚障がい、 

聴覚障がい、難病患者 

■参考価格（税込み）：無料 

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：ホームページ 

 

≪企業コメント≫ 

障がいがあり、サポートが欲しい人が、いつ、どこにい

ても安心して過ごすための「サポートブック」ですが、作

り方がわからない、内容更新が大変という声がありまし

た。障がい者の職場実習の課題として開発を始め、使え

るシステムにしたいと社員が仕上げました。震災などが

あり、災害時の備えとしても役立つと考えています。  

 

〒540-0027 

大阪市中央区鎗屋町 2-2-4 4F 

電話：06-6944-3658 

Mail：imaoka@okushin.co.jp 

HP：https://www.okushin.co.jp/ 

代表者氏名 奥脇 学 

担当者氏名 今岡 由美子 

 

 

COMPANY INFO 

 
有限会社奥進システム 

○肢 ・○精 ・○視 ・○聴 ・○難  
⑬インターネット・サポートブック「うぇぶサポ」 

 

 

≪製品紹介≫ 

NINTENDO Switch に付属する標準的なコントローラが

使いづらい人のための拡張コントローラで、任意のスイッチや

ジョイスティックを接続してプレイすることができます。 

大きなスイッチを接続して足で踏んだり、小さなスイッチを指

先でタッチしたり、小さなジョイスティックを顎で操作したり、更

に視線でも操作可能。身体特性にあった入力装置が利用でき

ます。本製品は任天堂の公式ライセンス品です。 

 
■対象障がい：肢体・内部障がい、難病患者  

■参考価格（税込み）：198,000円（非課税）  

■販売可能時期：通年 

■製品購入方法：ホームページ 

             

 

 

≪企業コメント≫ 

「もっと多くの人たちにゲームを楽しんでもら

いたい」という想いから誕生しました。 

  開発にあたっては、筋ジストロフィー、SMA

（脊髄性筋萎縮症）、脳性麻痺などにより肢体

不自由を抱えるゲーマーの方々、およびリハビリ

テーション専門職の方々から意見を伺いなが

ら、株式会社ホリにより設計・開発されました。 

〒206-0802 

東京都稲城市東長沼 2106-5 マスヤビル 4F 

電話：042-370-6377   

Mail：office@ttools.co.jp 

HP：https://www.ttools.co.jp 

代表者氏名：島田 真太郎  

担当者氏名：田代 洋章  

 

 

テクノツール株式会社 

COMPANY INFO 

○肢 ・○難  ⑭Flex Controller（フレックスコントローラ） 

 

mailto:imaoka@okushin.co.jp
https://www.okushin.co.jp/
mailto:office@ttools.co.jp
https://www.ttools.co.jp/


jiritsushien-02@gbox.pref.osaka.lg.jp 

視聴の場合は、ここをクリック（外部サイト） 

≪動画紹介≫ 

 市販されている製品を組み合わせることで、障がいの程度に応じた支援

を行うことができます。 

今回は、今まで行った支援の中から 

①AIスピーカーを用い、声でテレビをつける。 

②スイッチを用い、iPadで写真を撮影し、トリミングを行う。 

③スイッチを使って、Hearty LadderでＬＩＮＥを送る。 

以上 3つの操作例を紹介します。 

 大阪府 ITステーションは、移動が困難でかつ支援機器等を利用するこ

とにより意思疎通が可能となる重度の障がいがある方に、IT支援機器利

用などの相談や体験、また、必要に応じて ITサポーター（パソコンボラン

ティア）を派遣して操作指導を行うなど、重度障がい者の意思疎通のため

の IT支援を行っています。  

≪スタッフコメント≫ 

近年、急速に普及してきたスマホやタブレット

など ICT(情報通信技術)を利用した機器の

目覚ましい発展。そのおかげで、今まで不可

能だったことが、可能になるかも。かすかに動

かせる足の指、口の開け閉めで動くアゴやふ

っと吐く息だって、スイッチを押す力に変わり

ます。スイッチが押せれば、何かができる？！

「パソコン操作できない」「タブレット操作な

んてできるはずがない」とあきらめていた方

も、チャレンジしてみませんか？ 

 
〒5４３－０００２ 

大阪市天王寺区上汐 4丁目４－１ 

（大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校内 1階１１３） 

電 話：06-6776-1238  

FAX：06-6776-1231 

Mail：itshien@itsapoot.jp 

H P ：https://itshien.itsapoot.jp/ 

担当者氏名：川口、齋藤 

 

 

INFORMATION 

 

大阪府 ITステーション 

○肢 ・○視 ・○知 ・○聴 ・○難  
⑮あなたのやってみたいを応援します！（在宅重度障がい者 IT支援） 

https://www.youtube.com/watch?v=FtouEQXLnlc
mailto:itshien@itsapoot.jp
https://itshien.itsapoot.jp/

