
 

 

  

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！！ 
 
 



 

  

【意思伝達装置】 

①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  

 

②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】○肢 ・○難  

 

③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】○肢 ・○難  

 

④トビーPCEye５視線入力装置【株式会社クレアクト】○肢 ・○知 ・○難  

 

⑤「言語くん」会話支援ペンセット【株式会社シマダ製作所】○肢  

 

⑥コミュニケーション絵本【株式会社 tree】○肢 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

⑦MCTOS（マクトス） Model FX【株式会社テクノスジャパン】○肢 ・○難  

 

⑧伝の心（でんのしん）【株式会社日立ケーイーシステムズ】○肢 ・○難  

 

⑨トーキングエイドプラス【株式会社ユープラス】○肢 ・○難  

 
【音声伝達装置】 

⑩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  

 

⑪電気式人工喉頭 ユアトーン高機能型 G-1モデル【電制コムテック株式会社】○肢 ・○難  

 

⑫携帯用会話補助装置 咽喉マイク＆パワギガＭ【有限会社南豆無線電機】○肢 (声)・○難  

 

⑬comuoon mobile Lite（コミューン モバイル ライト）【ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社】 

○聴 ・○難  
【移動補助装置】 

⑭Ⅴステップ 03【株式会社有薗製作所】○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

⑮救助担架フレスト【株式会社輝章】○肢  

 
 

〈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 ○視 ：視覚障がい ○聴 ：聴覚障がい  

 

○精 ：精神障がい  ○知 ：知的障がい ○難 ：難病患者 

 



 

  

⑯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  

 

⑰ステアエイド SA3-2【株式会社サンワ】○肢 ・○難  

 

⑱ガイドタイル UD-SUS【田島ルーフィング株式会社】○肢 ・○視  

 
【IT関連機器】 

⑲感圧式無線入力スイッチ『COSMO』【株式会社アップイット】○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

⑳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 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○難  

 

㉑ベルマンビジットシステム【株式会社自立コム】○聴  

 

㉒Flex Controller（フレックスコントローラ）【テクノツール株式会社】○肢 ・○難  

 

㉓Time Tapper【株式会社 PRIDIST】○聴 ・○精 ・○知  

 

㉔遠隔援護サービス リモートアシスト【株式会社リモートアシスト】○視  

 

㉕感覚・動作アセスメント【レデックス株式会社】○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 
【障がい者生活支援機器】 

㉖多機能ワーキングチェア ベラ・ユニ 21電動・低床タイプ【アビリティーズ・ケアネット株式会社】○肢  

 

㉗上肢のリハビリ器具「リストラウンダー」【工房ＳＥＲＡ】○肢  

 

㉘タッチペン各種【特定非営利活動法人自助具の部屋】○肢  

 

㉙パソコン固定台「スマートスタンド」【トクソー技研株式会社】○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

㉚TIME TIMER タイムタイマー オリジナル 8 インチ【株式会社ドリームブロッサム】○視 ・○聴 ・○精 ・○知  

 
【大阪府からご紹介】 

㉛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 ・○視 ・○聴 ・○知 ・○難  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：398,000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経由（導入に際しては 

補装具費支給制度「重度障害者用意思伝達装置」の利用対象）  

 

 ○肢 ・○難  

 

≪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。 

身体のわずかに動く部位に合わせた入力スイッチを使

ってすべての操作が可能です。シンプルなマイコンを使っ

た製品で、会話、コール、家電操作やパソコン、iPad との

連携まで対応、機械の苦手な方から活動を拡げたい方ま

で、幅広くご利用頂けます。小型軽量で持ち運びも容易、

AC100V、乾電池、モバイルバッテリーでも駆動可能な

ので、停電や地震等の災害時も安心です。 

 

①意思伝達装置ファイン・チャット 

INFORMATION 

アクセスエール株式会社 

≪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。当社の活動は高い評価を頂き、

様々なメディアでも取り上げられています。弊社 HPや

入 力 ス イ ッ チ 適 合 を 紹 介 し た マ イ ス イ ッ チ

HP(https://myswitch.jp/)を是非ご覧ください。 

 

〒567-0032       

大阪府茨木市西駅前町６-２２-３０１ 

電 話：072-64６-７２６０ 

FAX：072-626-1113 

Mail：info@accessyell.co.jp 

H P ：https://accessyell.co.jp/ 

代表者名：松尾 光晴 

担当者名:松尾 光晴 

 

  ■参考価格（税抜）：198,000円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、最寄りの販売代理店

（オンライン説明会も随時受付しております。） 

                

 ○肢 ・○難  

 

≪製品紹介≫ 

アイスイッチは、ALS（筋萎縮性即索硬化症）など四肢の不自由

な方が、視線や目・瞼の動きでコール機器や環境制御装置(TV/照

明等)や意思伝達装置の操作ができる入力スイッチです。 

■装着物不要で、暗所でも使用できます。 

■使用前の準備は、登録ボタンを押すのみです。 

■ユーザーに合わせ、感度等の調節ができます。 

■パソコン等の外部機器と連携します。 

 補装具費支給制度（修理基準の視線検出式入力装置（スイッチ）

交換）・日常生活用具（情報・意思疎通支援用具の情報・通信支援

用具）の利用実績あり。 

②視線や目・瞼の動きで操作するスイッチ「アイスイッチ」 

 

INFORMATION 

株式会社エンファシス 

≪企業コメント≫ 

アイスイッチは、ALS など四肢の不自由な方が、視

線や目・瞼の動きで外部機器を操作できる新たな入

力スイッチです。今まで受け身で待っていた方が、自発

的に助けや人を呼ぶことができ、身の回りにある機器

の操作が自らできます。 

 

〒１７１-００２１ 

東京都豊島区西池袋 5-8-7 深野ビル 

電 話：０３-6410-7571 

FAX：03-6410-7572 

Mail：eyeswitch_cust@emfasys.co.jp 

H P ：http://www.emfasys.co.jp/ 

代表者名：有田 邦朗 

担当者名：大島 佑介 

 

mailto:info@accessyell.co.jp
https://accessyell.co.jp/
mailto:eyeswitch_cust@emfasys.co.jp
http://www.emfasys.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■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、HP、メール 

                 

○肢 ・○難  

 
≪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。 

 

③重度障害者向け意思伝達装置「eeyes」 

INFORMATION 

株式会社オレンジアーチ 

≪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。 

〒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/ 

代表者名：本山 功 

担当者名：宇田 竹信 

 

  ■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、HP、メール 

                 

 

 ○肢 ・○知 ・○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/補装具対象  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。 

 

④トビーPCEye５視線入力装置 

INFORMATION 

株式会社クレアクト 

≪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。 

 

〒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/welfare  

代表者名：下リ藤 菜穂子 

担当者名：勇 典宏 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ■参考価格（税込み）：４，４００円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、 

                その他（Netショップ） 

 

○肢 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 
≪製品紹介≫ 

 軽くて丈夫な絵本には、日常生活に必要な会話のキーワー

ドやイラストが簡潔に表現され、誰でも簡単に意思が伝達で

きる筆談用絵本です！ 特長１：むずかしい操作や技術・電源

は不要！ 特長２：簡単な単語とイラストを指さすだけ 特長３：

自分だけの言葉が自由に書き込めます（ホワイトボード機能

付） 特長４：防水紙だから屋外や入浴でも使用 OK！ 特長

５：アナログだから時代や場所が変わっても普遍の使いやすさ 

B5版 変形 28頁 英訳付 

 

⑥コミュニケーション絵本 

 

INFORMATION 

株式会社 tree 

≪企業コメント≫ 

声をだしての会話が難しい方との会話をサポートし

ます。イラストと文字を指さすだけで意思伝達が可能、

また水性マーカーで筆談も自由自在にできる絵本で

す。アナログだからいつでも、どこでも、だれでも安心

してご使用が可能です。自治体や避難所、事業所など

でも、障がい者や高齢者などへの差別のない対応を！ 

 

〒992-0044      

山形県米沢市春日 5-1-40-4 

電 話：0238-21-6350 

FAX：0238-21-6350 

Mail：madoguchi@tree.co.jp 

H P ：https://tree.co.jp/ 

代表者名：金田 江里子 

担当者名：金田 江里子 

 

  ■参考価格（税込み）：9,900円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP 

 

 ○肢  

 
≪製品紹介≫ 

「言語くん」会話支援ペンセットは、言葉の不自由な方の

コミュニケーションを支援する便利なツールです。会話支援

ノート「私と話してください」と絵や文字に登録された音声

を再生する「音声ペン」のセットです。「私と話してください」

の絵や文字から話したい言葉を選んで、「音声ペン」でタッ

チすると音声で伝えてくれます。また、伝えたい言葉をあら

かじめ録音しておけばペンタッチで言葉を再生して伝えるこ

ともできます。 

 

⑤「言語くん」会話支援ペンセット 

 
INFORMATION 

株式会社シマダ製作所 

≪企業コメント≫ 

言葉の不自由な方の思いがちゃんと伝わる嬉しさや

理由を知っていますか？言葉の不自由な方にとってコ

ミュニケーションは生きる力！災害時・緊急時、通院

時、具合が悪くなった時等、使い方は無限大です。音

声ペンの電源ボタンを押せばすぐに使えます。イヤホ

ンも使用出来るので、ちょっとした合間に周りを気にす

ることなく、外出先でも気軽に使えます。 

 

〒 379-0204       

群馬県富岡市妙義町行沢 264-1 

電 話：0120-73-8133(フリーダイヤル) 

FAX：0274-73-3131 

Mail：info@gengokun.com 

H P ：https://gengokun.com 

代表者名：嶋田 馨 

担当者名：永井 由美子 

 

mailto:madoguchi@tree.co.jp
https://tree.co.jp/
mailto:info@gengokun.com
https://gengokun.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■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 

 

○肢 ・○難  

 
≪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。視線での操作やセンサー・スイッチ

で身体の一部をわずかに動かすことで操作し、様々な可能性

を広げることが可能です。 

【機能】 

・文字を入力して自分の気持ちを言葉にし、メールを利用して

遠くの人にも伝えることができます。 

・テレビなどの機器を操作することや、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できます。 

 

⑧伝の心（でんのしん） 

INFORMATION 

株式会社日立ケーイーシステムズ 

≪企業コメント≫ 

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 

H P ：https://www.hke.jp/ 

代表者名：藤井 健二郎 

担当者名：(第一営業部)藤原、田井東(たいとう) 

 

■参考価格：400,000円（非課税）  

■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 

              

 ○肢 ・○難  

 

≪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  

●重度障害者用意思伝達装置（生体現象方式）の給付対象 

 

⑦MCTOS（マクトス） Model FX 

INFORMATION 

株式会社テクノスジャパン 

≪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。 

〒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 

代表者名：牛谷 定博 

担当者名：原野  

 

 

mailto:dennoshin_sales@hke.jp
https://www.hke.jp/
mailto:e-group@technosjapan.jp
http://www.technosjapan.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ■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 

                 

 

≪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 

 

⑩リアルタイム文字配信表示システム 

INFORMATION 

株式会社アイセック・ジャパン 

≪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 7万人しかおりません。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/ 

代表者名：一瀬 宗也 

担当者名：辻本 隆 

 

○聴  

  ■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、HP、メール 

 その他（福祉用具販売会社からの購入、日 

常生活用具給付事業の給付対象） 

 

○肢 ・○難  

 

≪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。 

 

⑨トーキングエイドプラス 

INFORMATION 

株式会社ユープラス 

≪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 

代表者名：小野 雄次郎  

担当者名：小野 雄次郎  

 

mailto:iscec-j@iscecj.co.jp
http://iscecj.co.jp/
mailto:info@u-plus.co.jp
https://www.u-plus.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○肢 （声）・○難  

 

≪製品紹介≫ 

『咽喉マイク＆パワギガＭ（ワイヤレス）』は、ご病気等

により声が出づらい障害を持った方々に実績の高い超小

型の高性能拡声器です。喉に密着させる高感度の咽喉

マイクで、かすかな声をひろい、高性能拡声器で増幅し、

発声支援を行う会話補助装置です。手のひらサイズの小

型軽量で充電仕様のため、どこにでも持ち運び使用頂け

ます。 

携帯用会話補助装置対象（日常生活用具） 

 

⑫携帯用会話補助装置 咽喉マイク＆パワギガＭ 

INFORMATION 

有限会社南豆無線電機 

≪企業コメント≫ 

楽に会話ができてうれしい、ご家族からも生活が明

るくなった、と多くのお声を頂きます。会話できることの

大切さを実感します。日本喉摘者団体連合会さまの発

声教室での導入、会員さまにも多くの購入を頂いてお

ります。 

デモ機（お試し品）の用意もございますのでお気軽

にご相談ください。 

〒４１５-0035      

静岡県下田市東本郷２-１-５ 

電 話：０５５８-２２-２４２１ 

FAX：０５５８-２３-４８３８ 

Mail：desk@nanzu.jp 

H P ：https://www.nanzu.jp/ 

代表者名：眞野 稔千 

担当者名：大場 勝行 

 

  ■参考価格（税込み）：95,700円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール 

                 

 

  ■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) 

                Amazon(日常生活用具給付金対象外)） 

 

 ○肢 ・○難  

 
≪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

かせる方にご利用いただけます。「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。ボタンを押すだけで簡単に会

話できる「標準型 S-1モデル」もご用意しております。 

 

⑪電気式人工喉頭 ユアトーン高機能型 G-1モデル 

INFORMATION 

電制コムテック株式会社 

≪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。 

 

〒 067-0051      

北海道江別市工栄町 8-13 

電 話：0120-422-102 

FAX：011-380-2123 

Mail：yourtone@dencom.co.jp 

H P ：https://yourtone.jp/ 

代表者名：田上 寛 

担当者名：石川 はや 

 

mailto:desk@nanzu.jp
https://www.nanzu.jp/
mailto:yourtone@dencom.co.jp
https://yourtone.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：１１，８８０円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：FAX、メール 

                 

 

 ○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

≪製品紹介≫ 

リハビリセンターでの歩行訓練の検証結果を基に開発

された V ステップ。サイズは 22ｃｍ～30cm（1ｃｍ刻

み）。色は黒、白、茶の 3色がございます。 

つま先にゆとりを持たせた設計、履き口が大きく広が

る、左右サイズ違いでも販売可能など装具装着の方にも

対応いただけます。また、すべりにくいアウターソールや

かかとを安定させ、歩行をしっかりサポートします。インソ

ールを取り外すことで足囲が 2Ｅアップします。 

 

⑭Ⅴステップ 03 

INFORMATION 

株式会社有薗製作所 

≪企業コメント≫ 

明治 43 年の創業以来、医療機関との連携を図り、

一人ひとりの体に合わせた義肢・装具・福祉機器を作

り続けてきました。 

このノウハウと技術を生かし、障がいを持つ方向け

の、製品開発に精力的に取り組んでいます。 

 使われる方の生活スタイルに合わせた豊富なライン

ナップで、快適なくらしづくりをお手伝いしたいと考え

ています。 

〒805-8538      

福岡県北九州市八幡東区東田 1-7-5 

電 話：093-681-0531 

FAX：093-681-0533 

Mail：ortho-supply@arizono.co.jp 

H P ：http://arizono.co.jp/ 

代表者名：有薗 央 

担当者名：兼重 幸子 

 

  ■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、HP、メール 

○聴 ・○難  

 
≪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。 

⑬comuoon mobile Lite（コミューン モバイル ライト） 

INFORMATION 

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５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/ 

代表者名：中石 真一路 

担当者名：矢澤 絵美  

 

mailto:ortho-supply@arizono.co.jp
http://arizono.co.jp/
mailto:info@u-s-d.co.jp
https://u-s-d.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■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 

                その他（ネットショップでお試しセット販売中） 

 ○肢 ・○視  

 
≪製品紹介≫ 

ゴムの特性を活かし、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

なユニバーサルデザインの誘導路です。 

詳しくは製品ホームページをご覧ください。

https://guideway.jp/ 

 

⑯視覚障害者歩行誘導マット「歩導くん ガイドウェイ」 

 

INFORMATION 

錦城護謨株式会社 

≪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 

H P ：https://www.kinjogomu.jp/ 

代表者名：太田 泰造 

担当者名：小山 健一 

 

 

  ■参考価格（税込み）：39,600円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、 

                その他（介護・防災関連の販売代理店） 

 

 ○肢  

 

≪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。 

 

⑮救助担架フレスト 

INFORMATION 

株式会社輝章 

≪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。 

 

〒660-0893 

兵庫県尼崎市西難波町３丁目２８-15 サニーマンショ

ン３ １０２号 

電話：06-４９５０-9395 

FAX：06-4950-9512 

Mail：info@ud-passion.com 

HP：https://www.ud-passion.com/  

代表者名：栂 章夫 

担当者名：栂 章夫  

https://guideway.jp/
mailto:info_bf@kinjogomu.jp
https://www.kinjogomu.jp/
mailto:info@ud-passion.com
https://www.ud-passion.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■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。 

 

 ○肢 ・○視  

 

≪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。 

 

⑱ガイドタイル UD-SUS 

INFORMATION 

田島ルーフィング株式会社 

≪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 

大阪府大阪市西区京町堀 1-10-5 

電話：06-6441-5951 

Mail：tanaka-yk@tajima.co.jp 

HP：https://tajima.jp/ 

代表者名：田島 国雄 

担当者名：田中 佑佳  

 

 

  ■参考価格（税込み）：1,133,000円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：福祉用具販売会社からの購入 

 

○肢 ・○難  

 
≪製品紹介≫ 

車いすのまま階段の昇り降りが可能です。操作は簡単

で力も必要ありません。設置工事不要なのですぐにお使

い頂けます。 

特殊設計のゴムクローラーが階段の角を確実にグリッ

プして、階段途中でも電磁ブレーキの働きにより安全に

停止し、滑り落ちることはありません。 

バッテリー式なので、停電時にも使用できます。 

 

⑰ステアエイド SA3-2 

 

INFORMATION 

株式会社サンワ 

≪企業コメント≫ 

車いすの方にとって階段は「壁」と同じ。その先へは

進めません。エレベーターが無い、又は故障や停電で

使えなかったら…。そんな時、「ステアエイド」があれ

ば、車いすで難なく上下階へ移動できます。エレベー

ターが無い集合住宅や学校、駅、小規模オフィス、入口

に段差を持つ施設など、手軽にバリアフリーを実現し

ます。 

〒672-8071       

兵庫県姫路市飾磨区構 2-126 

電 話：0792-31-1005 

FAX：0792-31-1006 

Mail：tomohisa@sunwa-jp.co.jp 

H P ：http://www.sunwa-jp.co.jp/ 

代表者名：美澤 暁彦 

担当者名：友久 雅行 

 

mailto:tanaka-yk@tajima.co.jp
https://tajima.jp/
mailto:tomohisa@sunwa-jp.co.jp
http://www.sunwa-jp.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：無料 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：HP 

 ○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○難  

 
≪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。 

 

⑳インターネット・サポートブック「うぇぶサポ」 

INFORMATION 

有限会社奥進システム 

≪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 

大阪府大阪市中央区鎗屋町 2-2-4 4F 

電話：06-6944-3658 

Mail：information@okushin.co.jp  

HP：https://www.support-book.jp/  

代表者氏名：奥脇 学 

担当者氏名：今岡 由美子 

 

 

  ■参考価格（税込み）：1個 34,100円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、SNS 

                 

 ○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

≪製品紹介≫ 

COSMO は、2 通りの使い方が出来る日本初の

「Bluetooth感圧式入力スイッチ」です。 

① 療育/リハビリとしての使い方 

専用トレーニングアプリと接続し、約 30種のアクティ

ビティで楽しみながら「因果関係」「社会性」「運動感

覚」「五感の刺激」等の支援が可能です。 

② 外部スイッチとしての使い方 

PC/スマホ等をワンスイッチで操作可能です。 

PT,OT,ST200人以上で共同開発された機器。 

大阪府全支援学校、特総研で導入済み。 

 

⑲感圧式無線入力スイッチ『COSMO』 

INFORMATION 

株式会社アップイット 

≪企業コメント≫ 

日本初の新ジャンル療育/入力スイッチです。 

 

アクティビティ一つ一つにどの感覚のリハビリに使える

かが決まっており、先生や支援者がカリキュラムに組み

込みやすくなっています。 

 

外部スイッチとしては圧力調整や入力方法の選択等 

使う方に合わせた設定が可能ですので、どなたでも 

使いやすいスイッチです。※公費取得対象 

 
〒 104-0061      

東京都中央区銀座 1-22-11-2F 

電 話：03-6820-1544 

FAX：03-6820-1545 

Mail：nagao@upit.co.jp 

H P ：https://upit.co.jp 

代表者名：原田 信治 

担当者名：長尾 徳之 

mailto:information@okushin.co.jp
https://www.support-book.jp/
mailto:nagao@upit.co.jp
https://upit.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：87,400円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：FAX、HP、メール 

○聴  

 

 

≪製品紹介≫ 

 一般住宅向けに開発された屋内信号装置です。玄関チ

ャイム、FAX 着信、赤ちゃんの泣き声、火災通知などを光

や振動で通知ができます。お部屋の美観を損ねない統一

感のあるデザイン性が魅力です。 機械に弱い方でも安

心。すべての受信器が範囲内にある全信号（発信器の信

号）を受信しますので、煩わしい設定が必要なし！購入後

すぐに使用できます。 

高品質で信頼のベルマンビジット社のシステムで自立

した生活を送ることができます。 

 

㉑ベルマンビジットシステム 

 

INFORMATION 

株式会社自立コム 

≪企業コメント≫ 

聞こえが悪いために生活に不便を感じていてなんと

か改善をしたいとは思うものの自分には何が必要で、

どのような解決策があるのか、誰に聞いたら良いか分

からない...など、そのように思われる方が多くいらっし

ゃいます。自立コムではそのようなお客様に必要な情

報をご案内し、少しでもお役立て頂ければと考えてい

ます。 

〒１５０-００４４       

東京都渋谷区円山町 28番 4号大場ビル 5階 

電 話：03-3476-2160 

FAX：03-3476-2425 

Mail：info-jiritsu@jiritsu.com 

H P ：https://www.jiritsu.com 

代表者名：青木 建人 

担当者名：谷口 謙太 

 

  ■参考価格（税込み）：24,200円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：HPのみ 

 

 ○肢 ・○難  

 

≪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。 

 

㉒Flex Controller（フレックスコントローラ） 

INFORMATION 

テクノツール株式会社 

≪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：042-370-6367 

Mail：office@ttools.co.jp 

H P ：www.ttools.co.jp 

代表者名：島田 真太郎 

担当者名：田代 洋章 

 

 

mailto:info-jiritsu@jiritsu.com
https://www.jiritsu.com/
mailto:office@ttools.co.jp
http://www.ttools.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■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、HP、メール 

                 

○視  

 

≪製品紹介≫ 

見えない、見えにくい方の目の代わりになって 

遠隔サポーターが代読する「視覚障害者用読書器」で

す。 

「どこからの郵便物か」「賞味期限は？」など、知りた

い事をウェアラブルカメラから映像を見て、遠隔援護協

会のサポーターが応えます。 

 

㉔遠隔援護サービス リモートアシスト 

 

株式会社リモートアシスト 

≪企業コメント≫ 

視覚障がい者の外出時は同行援護サービスがあり

ますが、自宅内でのちょっとしたお困り事の際には遠

隔援護サービスをご利用ください。 

ワンボタンで遠隔援護協会のサポーターとつながり

ます。サポーターは会話をしながらお困りごとを解決い

たします。 

 

〒 ５６７-0086      

大阪府茨木市彩都やまぶき２-２ C-1207 

電 話：080-2533-7948 

FAX：072-665-8008 

Mail：info@remote-assist.jp 

H P ：https://remote-assist.jp/customer/ 

代表者名：藤井 慎一 

担当者名：藤井 有美 

 

  ■参考価格（税込み）：オープン価格 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、HP、メール 

 

○聴 ・○精 ・○知  

 

≪製品紹介≫ 

TimeTapper は、忘れてはいけない大切な「やるこ

と」 を事前にタブレットに登録・管理することで、認知症

を患っている方や独り暮らし生活の方、介助が必要な方

の自立支援としてやり忘れ防止策等をサポートし、介助

者の負担軽減にも繋がるサポートシステムです。 

登録した「やること」はリスト表示され、終わった項目は

「タップ」して完了。通知時間を経過するとアラームでお

知らせします。ご本人も介護者も履歴一覧で状況確認が

可能です。 

㉓Time Tapper 

INFORMATION 

株式会社 PRIDIST 

≪企業コメント≫ 

自立支援をコンセプトに、日常生活のアレコレをタ

ブレットでサポート。食事や薬の時間、入浴、通院等の

大切な「やること」を登録することで、利用者が可視化

されたリストをご自身で確認しながら行動できるよう

促します。 

また、介助者の方がいなくても、規則正しい生活リズ

ムを整えられるようサポートするシステムです。 

 

〒254-0034       

神奈川県平塚市宝町 11-1 平塚フジビル 

電 話：0463-23-7830 

FAX：0463-23-7833 

Mail：contact@pridist.com 

H P ：https://www.pridist.com/ 

代表者名：三田村 もな美 

担当者名：武藤 優貴 

 

INFORMATION 

 

mailto:info@remote-assist.jp
https://remote-assist.jp/customer/
mailto:contact@pridist.com
https://www.pridist.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：462,000円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール 

                

 

 ○肢  

 

≪製品紹介≫ 

特長は、①電動で座面が昇降します。座ったまま高いと

ころに手が届きます。②車いすより小回りが効き、足まわ

りが広く空いており、足こぎを妨げません。③ブレーキで

後輪をロックでき、立ち上がり時も安全です。④背もたれ

や肘掛け座面角度など各部調節ができ、正しい姿勢を保

持できます。⑤生地は高い撥水性・難燃性・耐摩耗性の

高機能でアルコール消毒も可能なコンパウンド布を使

用。通気性もあり熱がこもりにくい素材です。 

 

㉖多機能ワーキングチェア ベラ・ユニ 21電動・低床タイプ 

INFORMATION 

アビリティーズ・ケアネット株式会社 

≪企業コメント≫ 

下肢に障害があっても活動的に過ごせるように人間

工学に基づきデザインされた椅子です。 

椅子に座りながら自在に動け、料理、洗濯、掃除な

どの家事をはじめ、食事や読書などにも最適です。そ

の他にも事務作業も適しており、作業を容易に行える

ワーキングチェアです。 

〒536-0007       

大阪府大阪市城東区成育 2丁目 16-15 

電 話：06-6786-5311 

FAX：06-6786-5310 

Mail：morikunim@abilities.jp 

H P ：https://www.abilities.jp/ 

代表者名：森国 真賢 

担当者名：森国 真賢 

 

  ■参考価格（税込み）：使い放題：月額 4，950円、チケット：880円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：HP（https://www.spma.jp/） 

    問合せ：042-799-0269、info@ledex.co.jp 

    ※ご要望によりオンライン説明を随時受付中 

 ○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 
≪製品紹介≫ 

子どもの「感覚の困り」と「動作の困り（不器用）」を分析

しグラフ等で示すクラウドサービスです。「鉛筆や爪などを

かむ癖がある」といった子どもの様子についての質問に教

師や保護者が「まったくない」から「いつもある」までの5

段階で回答し、それを 1,000件以上の調査結果に基づい

て分析し、帳票を作成します。困りの種類や程度を示すだけ

でなく、解決する方法についても写真等で示します。 

 

㉕感覚・動作アセスメント 

 

INFORMATION 

レデックス株式会社 

≪企業コメント≫ 

利用登録をするだけで無料チケットを進呈します。

感覚または動作のいずれかの帳票を実際にご覧くだ

さい。 

書籍『特別支援教育に使える 感覚＋動作アセスメ

ントマニュアル』岩永竜一郎著、合同出版が刊行され

ており、それを読めば帳票の活用方法を詳しく知るこ

とができます。 

 

〒194-0002       

東京都町田市南つくし野 1-3-6 

電 話：042-799-0269 

FAX：042-799-0741 

Mail：info@ledex.co.jp 

H P ：https://www.spma.jp/ 

代表者名：五藤 博義 

担当者名：阿部 莉子 

 

mailto:morikunim@abilities.jp
https://www.abilities.jp/
https://www.spma.jp/
mailto:info@ledex.co.jp
mailto:info@ledex.co.jp
https://www.spma.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：1,500円（非課税・加工の程度による） 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、メール 

                ※電話は月水金 11～15時 

 

○肢  

 

≪製品紹介≫ 

スマホやタブレットに使えるタッチペンをご依頼に応

じて製作します。掌に嵌むタイプ、歯でくわえるタイプ、

帽子に取り付けるタイプなどなど、長さや使い方も

様々、全て利用者さんのご要望通りにオーダーメイドし

ます。ロッドには非常に軽いカーボンファイバーを用

い、先端には感度の高い最新ヘッドを装着します。 

他にも種々の特注自助具を、材料・送料等の実費相

当額でご提供します。お問い合わせをお待ちしていま

す。 

㉘タッチペン各種 

INFORMATION 

特定非営利活動法人自助具の部屋 

≪企業コメント≫ 

ひとりひとりに合った自助具で快適な生活をサポート

します。ご提供する自助具はオーダーメイドのほか、お気

に入りの市販品があればさらに使いやすいように改造し

ます。自助具を使用される方のご要望を叶えるように努

力します。我々はボランティア団体です。利益を追求する

ことなく、皆様に奉仕することを旨としています。 

＜自助具の部屋 YouTube 動画はこちらをクリック＞ 

 

〒530-0037  

大阪府大阪市北区松ヶ枝町４番１６号 コアシスキタ 101号室 

電 話：06-4981-8492 

FAX：（同上) 

Mail：info@jijyogunpo.com 

HP：https://sites.google.com/jijyogunpo.com/npojijyogu/ 

代表者名：岡田 英志 

担当者名：高田 博 

 

  ■参考価格（税込み）：１２，000円(送料込み) 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、Amazon（ネット） 

 

 ○肢  

 
≪製品紹介≫ 

事故や麻痺が原因で、肩、上腕、肘、手首に機能障害

が残る人のためのリハビリ器具です。運動の支点にユニ

バーサルジョイントを採用しているため「安定した回内回

外と屈曲伸展運動」が可能です。 

【仕様】  

外    形 ：１５０㎝×１５０㎝×１４㎝ 

使用材料 ：天然木と生分解プラスチック 

固定ベルト：伸縮性マジックテープ（３㎝幅） 

 

㉗上肢のリハビリ器具「リストラウンダー」 

 

INFORMATION 

工房ＳＥＲＡ 

≪企業コメント≫ 

「あってよかった！」と喜んでもらえるようなリハビリ

器具を独自で開発製造販売しています。 

設計段階から機能面だけでなくシンプルで優しい

デザインを大事にしています。 

また少量生産でも高額にならないように３Ｄプリン

ターと木工で製作しています。 

 

〒252-0303       

神奈川県相模原市南区相模大野 2-14-3 

電 話：090-4136-8423    

FAX：042-743-1184 

Mail：info@kobosera.com 

H P：https://kobosera.com/ 

代表者名：稲住 義憲 

担当者名：稲住 義憲 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yq4kmOKAOiE
mailto:info@jijyogunpo.com
https://sites.google.com/jijyogunpo.com/npojijyogu/
mailto:info@kobosera.com
https://kobosera.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■参考価格（税込み）：６，４９０円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：HP 

                 

○視 ・○聴 ・○精 ・○知  

 
≪製品紹介≫ 

TimeTimerの使い方は中央のつまみを回して目的の

時間にセットするだけ。 

赤い部分が消えたらタイムアップ! アラーム音を"ON"

にしている場合はアラーム音がお知らせします。 

あとどのくらい?残り時間が一目で分かるタイマーはタ

イムタイマーだけ! 

あらゆる場所で活躍する、「わかりやすい! 」「シンプ

ル! 」「おしゃれ! 」なタイマーです! ! 

㉚TIME TIMER タイムタイマー オリジナル 8 インチ 

INFORMATION 

株式会社ドリームブロッサム 

≪企業コメント≫ 

タイムキーパーとして活躍する 60分タイマーです! 

時計が読めない子ども、時間管理が苦手な子供や

時間を有効に使いたい大人まで、あらゆる人の時間を

管理してくれる見える 60分タイマーです。 

 

〒880-0123       

宮崎県宮崎市芳士 607 

電 話：0985-72-6622 

FAX：0985-68-3108 

Mail：salessupport@dreamblossom.jp 

H P ：https://chiikugangu.jp/ 

代表者名：長友 キャメロン 

担当者名：阿萬 孝子 

 

  ■参考価格（税込み）：５５，０００円 

  ■販売可能時期：通年 

  ■製品購入方法：電話、FAX、HP、メール、ネットショップ 

                その他（ 最寄りの販売店 ） 

 

○肢 ・○視 ・○聴 ・○精 ・○知 ・○難  

 

≪製品紹介≫ 

ノートパソコンやモニターを搭載台に設置して、ベッド

に寝た姿勢で画面を自在角度で見ることができます。 

パソコン搭載台は上下・左右・回転等の角度調節が可

能で、視線入力等の位置調整も容易にできます。 

搭載台の高さは、920～1400mm まで調節が可能

でストッパーピンで簡単で確実に固定ができます。 

キャスター部の高さは低く（60mm）ベッドの下に入れ

ることが可能です。 

 

㉙パソコン固定台「スマートスタンド」 

 

INFORMATION 

トクソー技研株式会社 

≪企業コメント≫ 

弊社は平成9年から障碍者のための機器を開発し、

製造・販売しています。 

主に、コミュニケーション機器や自立支援機器を中

心に全国へ販売をしています。 

意思伝達装置、会話補助装置、情報通信支援用

具、操作支援スイッチ、コール機器、パソコン固定台、

環境制御装置、発声補助具等を取り扱っています。 

 

〒879-0232  

大分県宇佐市大根川 318番地 

電 話：０９７８-３３-５５９５ 

FAX：０９７８-３３-５５９６ 

Mail：info@amor.co.jp 
H P ：https://tokso.net/ 

代表者名：徳永 浩幸 

担当者名：江口 達也 

 

mailto:salessupport@dreamblossom.jp
https://chiikugangu.jp/
mailto:info@amor.co.jp
https://tokso.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ○肢 ・○視 ・○聴 ・○知 ・○難  

≪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 

① AIスピーカーを使って、声でテレビをつける。 

② スイッチを使って、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。 

㉛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） 

INFORMATION 

大阪府 ITステーション 

≪企業コメント≫ 

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       

大阪府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/ 

担当者名：川口、齋藤 

 

視聴の場合は、ここをクリック（外部サイト） 

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

