
NO 展示品名 メーカー 特徴

1 ピエゾニューマティックセンサースイッチ パシフィックサプライ株式会社 圧電素子と空圧の２種類のセンサーを選択するこができ、感度調節により、軽度から重度の方まで幅広く使用できる設置が非常に容易なスイッチです。

2 ＢＤアダプター（大） Able Net Inc 市販の電池で動く機器を１スイッチで操作できるようにするための部品です。単１電池に合います。

3 ＢＤアダプター（小） Able Net Inc 市販の電池で動く機器を１スイッチで操作できるようにするための部品です。単３、単２電池に合います。

4 EMOS　PX　（エモス） 株式会社テクノスジャパン 筋電・眼電信号を利用したスイッチ。額や手足に装着しわずかな筋肉や眼球の動きで思伝達装置や環境制御装置、パソコンなどの操作を行う製品。充電式電池内蔵で携帯可能。

5 ロングヘアブラシ（バナナカーブ） パシフィックサプライ株式会社 上肢に可動域制限のある方などに有効です。

6 ファイバースイッチ パシフィックサプライ株式会社 光ファイバーを利用したスイッチです。顔面や指先などのごくわずかな動きによって操作します。メガネのフレームに取り付けることにより、瞬きスイッチとしても利用できます。

7 ポイントタッチスイッチ パシフィックサプライ株式会社 先端に触れるだけで使えるタッチ型のスイッチです。操作に必要な力は0g～です。

8 呼気スイッチ パシフィックサプライ株式会社 スイッチ先端にストローなどを取り付け、息を吐くか吸うことで動作します。操作に必要な力は0g～です。

9 ブレスマイクスイッチ パシフィックサプライ株式会社 息を吹きかけたり声を出すことで作動するスイッチです。操作に必要な力は0g～です。

10 オルトップクッションフィット・ゲル KAWAMURA 多層構造の低反発フォームと、ゲルにより座圧分散効果を持たせ、臀部を快適にサポートします。通気性の高い標準カバーと水を通さない防水カバーがあります。

11 オペレートナビEX　Ver3.0 テクノツール株式会社 マウスやキーボードによる操作がWindows操作支援ソフト。スイッチ操作によるスキャン入力やソフトキーボードとしての利用が可能。音声読み上げ機能等もあり、オンスクリーンキーボードのカスタマイズも可能。

12 入力支援スイッチ「たっちぴこ」 国際電業株式会社 肢体の不自由ん方々や高齢者の方に使用して頂く入力支援スイッチ軽くて大きく押しやすく、壁、据置、肘掛等にも簡単取付可能。

13 できマウス。 できマウス。プロジェクト キーボードやマウスの操作が難しい人のためのスイッチインターフェース。１～4個のスイッチが接続でき、付属のソフトを併用し、マウスカーソルの移動、クリック操作など代替マウスとして利用できる。

14 できマウス。　3.5×12ユニット できマウス。プロジェクト できマウス。用のスイッチ接続ユニット。最大12個までのスイッチが接続できる。

15 携帯用会話補助装置レッツ・チャット パナソニック　エイジフリー株式会社
スイッチ操作のスキャン式会話補助装置。選択中の言葉や作成した文は音声出力される。日時の確認、呼び出し機能、PCや環境制御装置へ接続にそれらとの併用も可能。文字盤として介助者が操作する場合にも対応す
る。

16 タッチセンサー シースター株式会社 先端に軽く触れるだけで動作するスイッチ。パソコン用と呼び出し用の２出力が可能で、その切り替えは設定した規定回数を入力することで操作者が自ら行なえる。

17 ＥＯＧセンサー シースター株式会社 眼球の動きで変化する生体電気信号（ＥＯＧ）を「こめかみ」の貼り付けた電極から検出するセンサースイッチ。左右どちらの眼球の動きでも検出することが可能。意思伝達装置のスイッチ操作に利用する。

18 ネッティⅢ ラックヘルスケア株式会社 コンフォートタイプのモジュラー式車いす。ティルト･リクライニング機能、背張り調整、レッグサポート調整、エレベーティング機能、アームレスト着脱など機能を持ち、快適な座位姿勢を保つための調整や設定が可能。

19 レボ ラックヘルスケア株式会社 モジュラー式車いす。アームレストやレッグサポート着脱機能、背張り調整機能、車軸位置調整機能などを持ち、利用者の体型や利用方法などに合わせて、調整可能である。

20 オペレートナビ用スイッチコネクタUSBVer2.0 テクノツール株式会社 NEC製のWindows操作支援ソフトオペレートナビをスイッチ操作するために必要なスイッチコネクター。最大５つのスイッチを接続できる。

21 なんでもスイッチボックスUSB テクノツール株式会社 最大5個まで外部スイッチを接続でき、パソコンの入力装置として利用できる。ソフトウェアによってユーザーが設定できる。

22 移動支援バー　SE-07JJ フランスベッドメディカルサービス株式会社 ベッドからの立ち座りや移乗を補助する支援バーです。360度回転させて、使いやすい位置に固定して利用することができます。

23 サイドレール　SE-300JJ フランスベッドメディカルサービス株式会社 ベッドからの転倒防止や寝具の落下を防ぐ、電動ベッド用サイドレールです。

24 ヒューマンケアベッド　低床型 フランスベッドメディカルサービス株式会社 マットレス幅100cmに対応する、３モーター式電動ベッドです。背上げ時にサイドレールに手など身体が挟み込んだ時、自動的にストップ、反転し、背を下げて挟まりを回避する危険予防装置が付属しています。

25 マットレス（低反発マットFM－T) フランスベッドメディカルサービス株式会社 低反発ウレタンと普通ウレタンとの2層構造で体圧分散性、クッション性を持たせています。

26 しょうゆさし　プッシュワン (社)名古屋盲人情報文化センター 容器を傾けて、頭の部分を押すとワンプッシュで定量（ひと押し0.4cc）注ぐことができる。倒れてもこぼれにくい押し出し式構造です。容量47ml。

27 スプリング付縫い針 (社)名古屋盲人情報文化センター バネ式になった針の頭のくぼみに糸を置いて下に引っ張ると糸が通せる縫い針です。

28 調味料入れ　さじかげん (社)名古屋盲人情報文化センター 口を下に向け、ボトルの凹み部を押すと約10cc、突起部を押すと約15ccの量がワンプッシュで注げます。液体調味料全てに利用できます。容量360ml。

29 簡単糸通し エスコート (社)名古屋盲人情報文化センター 本体の両側にある円筒部に針の穴を下に向けて挿入し、円筒部のワキの溝に糸をかけ、本体中央部にあるレバーを下に押すと、簡単に糸を通すことができます。

30 糸通し（スレダー） (社)名古屋盲人情報文化センター 簡単に針穴へ通せる便利な糸通し器です。 針穴へひし形（ピアノ線）の先を差し込み、ひし形の輪の中に糸を通します。 引き抜くと糸が針穴に通ります。

31 ストリングスイッチ Able Net Inc. 紐を引くタイプのスイッチです。操作に必要な力は約30gです。

32 スペックスイッチ Able Net Inc. 押しボタン型スイッチです。操作に必要な力は約50gです。

33 ビッグスイッチ Able Net Inc. 押しボタン型スイッチです。操作に必要な力は約120gです。

34 スイッチラッチ＆タイマー（シングルタイプ） Able Net Inc. 一度スイッチを押すと動作し、再度押すと動作が停止する交互モードや設定した時間だけ動作するタイマーモードで機器を操作することができます。

35 スモールサークルプレート Able Net Inc. スペックスイッチ用アームに固定するためのプレートです。

36 トライアングルプレート(ＢＳ用) Able Net Inc. ビッグスイッチをアームに固定するためのプレートです。

37 トライアングルプレート（JB用） Able Net Inc. ジェリービーンスイッチをアームに固定するためのプレートです。



38 スタンダードアーム Able Net Inc. ３ヵ所のノブで角度の調整ができる最も簡単なアームです。テーブルやパイプに取り付けするためのクランプ付。最長約600mm

39 ユニバーサルアーム(ノブ式) Able Net Inc. 任意の位置でスイッチやVOCAを固定すためのアームです。固定位置はノブを回すことで調整できます。最長約520mm。

40 ジェリービーンスイッチ Able Net Inc. 押しボタン型のスイッチです。操作に必要な力は約80gです。

41 ステップバイステップウィズレベル Able Net Inc. メッセージを録音でき、録音順に再生するVOCAです。録音時間は合計75秒間、場面は3場面まで、メッセージはいくつでも録音できます。おもちゃ等の接続ができ、メッセージの再生中は、おもちゃが動きます。

42 ビックマック Able Net Inc. １つの音声を録音・再生するシンプルなVOCAです。録音時間は75秒間です。おもちゃ等の接続ができ、メッセージの再生中は、おもちゃが動きます。

43 ホッペタッチスイッチ 徳永装器研究所 先端に付いたバネの部分を2mm程度動かすと動作するスイッチ。指や顔面などのわずかな動きで動作します。

44 TRACK-IR ZYGO 首の動きによりマウスポインタを動かす代替マウス。額やメガネに取り付けたポインタから反射する赤外線を追尾することにより動作します。

45 タイムログ 60-3 Westerstrand社 時間の理解が困難な方のための、減算タイマー。最大60分まで設定でき、3分毎に光がひとつずつ消えていく。全て消えるとアラーム音で知らせる。その他60分計（5分ステップ）20分計（1分ステップ）がある。

46 FCアジャスト（背＋座＋骨盤パッド＋サイドパッド） 株式会社舟木義肢 座クッションはアンカー構造を持ち、大腿パッドの着脱で、足駆動をする方にも対応する。背クッションは座位を保持するための骨盤パッド、体幹パッドがあり、体型に合わせて取付け位置が利用者に合わせて調整できる。

47 バリライト　ソロエボリューション Cascade Designs Inc 自動膨張エアクッションと、特殊フォームを組み合わせたハイブリッド型クッション。座位時の体圧分散効果と座位保持能力を兼ね備えている。調整は目盛りに合わせるだけで最適圧まで減じることができる。

48 テック/スピーク　２×３２ AMDi社 32メッセージを2場面録音･再生できるVOCA。1メッセージあたりの録音時間は約2秒まで。その他6場面32メッセージ録音･再生できるタイプもある。

49 ジョグルスイッチＬ Penny&Giles社 動作圧が変えられる円形の押しボタンスイッチ。スイッチ上部を回転させることにより、200～1500gまで15段階に調整できる。

50 ダイセムすべり止め方形マット 小 Ｄｙｃｅｍ 食器等何にでも使える滑り止めマットです。 別サイズのものもあります。

51 ドレッシングハンド アビリティーズケアネット株式会社 棒の両端は、Ｃ字型フックとカギ状のフックになっており、衣類の脱ぎ着や、届かないところのものを操作したりすることができる。

52 ヘルプハンド・デラックス（長） アビリティーズケアネット株式会社 ハンドルが引き金式で指で引くと物がつかめます。先端には小さな磁石ついています。長さ違いのものもあります。

53 ロホエアライト　41cm×41cm アビリティーズケアネット株式会社 エアーセルと高弾力性ポリウレタンフォームを組み合わせた構造と、前ずれを防止するアンカー形状となっていることにより、臀部の体圧分散と姿勢保持性を高めている。

54 ロホエンハンサー　38cm×38cm アビリティーズケアネット株式会社 空気構造のクッション。脚を中心に、両サイドに高さの違うセルを組み合わせ、前後・左右の座位バランスをサポートする。体の前かがみを防止しながら、同時に側面の安定性も増加させている。

55 ロホハイタイプ　38cm×38cm アビリティーズケアネット株式会社 空気構造のクッション。高さ 10cm のセルで接触面の圧力を極めて低く抑えている。内部の空気圧の流動量が多く、大きく沈みこんでも圧力を一定に保つ。

56 コップホルダー アビリティーズケアネット株式会社 コップを握ることが困難な方がハンドル部に手を引っ掛けることで持てるようにする補助具。直径が57～80㎜のコップに取り付けられる。

57 スライサー etac社 手首を曲げず伸ばした状態で、野菜の皮むきや、チーズのスライスができます。

58 タップターン アビリティーズケアネット株式会社 丸形の水道栓やドアノブに取り付けて、ひねる動作をレバー式に買え、手や腕の関節の負担を軽減します。直径40mm～60mmの蛇口に対応できます。

59 ミラクルハンド　ミニ アビリティーズケアネット株式会社 右ハンドル車用のリーチャーです。引き金を引くとヘッド部分が開き、引き金を戻すと駐車券などをしっかり掴みます。先端が伸縮する右ハンドル車用もあります。

60 調理用ナイフA アビリティーズケアネット株式会社 グリップが握りやすく、前方に60度傾斜しているため、力が入りやすくなっています。利き手交換した方、手首関節に負担をかけたくない方に便利です。　　　　　　＊ご覧になりたい方はスタッフにお申し付けください

61 ソフトグリップ曲がりスプーンセット（小児用） アビリティーズケアネット株式会社 スプーンの先が手前で曲がっており、口に運ぶ動作が楽にできます。スポンジ製の太い柄になっており、先端部はプラスチック製なので、握りやすく口元を傷つけません。

62 びん蓋開け 川嶋工業株式会社 ビンのフタにセットして、ハンドルを握りながら回します。手の握力や回す力の弱い方に便利です。３サイズあり、38mm～85mmのフタサイズに対応します。

63 カスタネットはさみ 長谷川刃物株式会社 手のひら全体で操作したり、机において片手での操作ができるはさみです。バネの力により、はさみを開くことを補助します。刃の部分はカバーがついており、安全に利用することができます。

64 ボタンエイド アビリティーズケアネット株式会社 手指の細かい動きが困難な方が、ボタンをかけるための補助具。ファスナーの上げ下ろしにも利用できます。

65 万能カフ 木付きH-2 斉藤工業株式会社 ポケットの部分にスプーン、フォーク、歯ブラシ、筆記用具などを差込み、バンドの部分を手に装着することで、握ることが困難な方でも持つことができます。

66 万能カフ 革製H-1 斉藤工業株式会社 ポケットの部分にスプーン、フォーク、歯ブラシ、筆記用具などを差込み、バンドの部分を手に装着することで、握ることが困難な方でも持つことができます。

67 プルタブオープナー 川嶋工業株式会社 缶のフタを開けるための補助具です．握り部は力が入りやすいように丸い形をしています．

68 靴下エイドＤ 酒井医療株式会社 筒状の部分に靴下を取り付けておいて，その中に足を挿し入れます．腰が曲がりにくい方や靴下を引き上げることが困難な方に便利です．

69 キャップオープナー 株式会社　大創産業 ビンのフタにかぶせて利用します．滑りにくくなるので，力が入りやすくなります．直径9.5cmまで対応します．

70 ダイセム滑り止めシートロール Ｄｙｃｅｍ 用途に合わせて切って使える滑り止めシートです。

71 ワンハンド調理台 etac社 片手でも調理ができるように、固定装置が付いたまな板です。底面には吸盤が付いているので、机や台所にもしっかり固定できます。

72 エキスパートマウス White ケンジントン 大型のボールを持つトラックボール。４つのスイッチを持ち、付属のソフトで左/右クリック、ドラッグロック、ダブルクリックなどを任意のスイッチに割付けたり、細かなカーソル移動方法の調整ができる。

73 PC-Talker　XP 高知システム開発 画面読み上げソフトウェア。各種アプリケーションに対応し、キーボード入力、文章読み上げ等も行なう。音声ドライバは日本IBMのProTALKERを利用している。6点入力機能、画面拡大、反転機能も含まれる。

74 おいしい包丁 株式会社三木章刃物本舗 柄の角度が自由に調整できる調理包丁です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ご覧になりたい方はスタッフにお申し付けください。

75 もしもしフォン 多比良株式会社 両端をそれぞれ口元と耳元に当て、会話を補助する道具です。使いやすいように自由に伸縮できるため、顔を見合わせて利用することができます。



76 はさめーる 大和合成株式会社 お箸の補助具。本体とグリップ、レバーの３部品の構造となっており、使用者の手の大きさ、状態によって調節可能。お箸の操作が困難な方のさまざまな握り方に対応する。

77 万能ハンドル etac社 細かいものを指でつまむ動作が困難な方が、ドアの鍵やガスのツマミなどを回すときに利用する。回したいものに接触させる部分がさまざま形状に対応するように作られている。

78 ストロー付カップ ピジョン株式会社 寝たままの姿勢でスムーズに飲むことができます。容量200cc

79 らくらく箸 クリップタイプ 株式会社コラボ お箸を間に取り付けることで、お箸の操作が困難な方や握力の弱い方の、お箸を開く動作を補助する道具。

80 らくらく水栓ハンドル 株式会社 シクロケア 蛇口のハンドルに取付けることでレバー式に変えることができます。

81 Ｇ+　らくらくオープナー 株式会社　マーナ ビンのふたを楽に開けることができます。直径15～70mmのふたに使用できます。

82 シリコーングリップ SUNCRAFT シリコーン樹脂製のすべり止めです。耐熱性に優れているので鍋敷き・鍋つかみに最適です。瓶の蓋開けにも使用できます。

83 携帯用ドアノブＭＯＮＯ　ＧＲＩＰ 株式会社マンテン ノブ型ハンドルに取り付けることでレバー型に変えることができます．握力の弱い方でもドアノブを軽く回すことができます．

84 口あたりやさしいスプーン 岡部洋食器製作所 先端周囲部がシリコーン製で内部にナイロン芯を入れたスプーン。口元や歯茎への当たりもソフトになり、たい熱性も高い。すくう部分はさまざまな形状があり、価格は\630～\1,029円

85 ミクニスリングシート　ハイバックタイプ４点式 株式会社ミクニ 脚部と胴部がV字形状のベルトで接続でき、腋下への圧迫や膝関節部への吊り具のずれを防ぎ、臀部の落ち込みを防ぎます。

86 ゆびじょ アトリエ展 細かい指の動きが困難な方で、ボタンの着脱を補助するボタンエイド。ボタンの大きさ（大・中・小）に合わせて使用できる。

87 箸蔵くん 有限会社　ウインド 握力が弱く、通常のお箸がうまく使えない方で、手全体の大まかな動きで操作できるお箸。箸先は付け替えタイプもある。

88 缶開け 株式会社リッチェル 指先の力が弱く、細かいが動きが困難方で、缶のプルトップをてこの原理を使って、弱い力でもあけられるようにする補助具。

89 フルサワの介護用爪切り 有限会社フセ企画 刃は斜めにカーブし，刃と刃の間が広く硬くなった爪，巻爪，変形した爪が切りやすく，さまざまな状態に合わせた使い方ができる刃角度になっています．爪やすりは持ちやすく工夫されています．

90 視線コミュニケーションボード こころリソースブック出版会 指差しや視線の動きで使用する。半透明のアクリル板に文字や絵などが印刷されている。必要に応じたボードの作成が可能。

91 らくらくマウスⅡ８点ボタンタイプキーガード付(USB) 特別非営利活動法人こことステップ ボタン操作によりマウスカーソルの操作ができる。左/右クリック、ドラッグロック、ダブルクリックのボタンや、画面スクロールボタンがある。マウスポインタ移動速度の調節も可能。オプションにボタンガードがある。

92
らくらくマウスⅡジョイスティックタイプキーガード付
(USB)

特別非営利活動法人こことステップ ジョイスティックでマウスカーソル操作をする。左/右クリック、ドラッグロック、ダブルクリックのボタンや、画面スクロールボタンがある。マウスポインタ移動速度の調節も可能。オプションにボタンガードがある。

93 しょうゆさし （社福）日本点字図書館 傾けた状態でフタの真ん中を一押しすると約5cc（小さじ一杯分）が出ます。一定量注ぐことができ、倒れてもこぼれません。一方の注ぎ口上部に凸点が付いていますので、醤油とソースのような中身の識別に便利です。

94 三角定規・分度器・分まわしセット（４枚組） （社福）日本点字図書館 三角定規一組、分度器、分まわし（コンパス）の4点セットです。いずれも凸点と凸線の目盛つきです。三角定規は盲児でも容易に平行線が引けるように5mm幅のスライドスペースを設けてあります。

95 表面作図器（レーズライター） （社福）日本点字図書館 ビニール製の作図用紙の表面にボールペンで描いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら指先でたどれる器具です。特に盲児の学習具として広く活用されています。

96 物差（30cm用） （社福）日本点字図書館 触読式のプラスチック製の物差しです。１、5、10mmごとに長さの異なる凸線があり、さらに5、10ｃｍごとに凸点がついています。弱視の方が見やすいように、本体は明るい紺色で、数字、目盛は白色です。

97 トーキングクロック 株式会社 マルマン トーキングボタンを押すと現在時刻をクリアな音声で教えてくれます。時刻合わせ、アラーム合わせも音声を聞きながらセットできます。

98 マオトーキング 株式会社 マルマン ボタンを押すだけで現在時刻をお知らせします。時刻やアラームの設定が音声ででき、時報機能も付いています。

99 ソフトまな板 CHOP&CHOP 株式会社 日貿・ジャパントレーディング 薄いまな板で、曲げて使うこともできるため、切った材料をそのまま鍋やフライパンに入れられます。野外でも活躍します。

100 トーキングタイマー 有限会社 ジオム社 音声時計、音声カウントダウンタイマー、カウントアップタイマーの３つの機能を備えています。

101 ビューティーヘアブラシ（長） etac 長い柄の付いたブラシです．手や腕が上がりにくい方に便利なブラシです．

102 すくいやすい皿（アイボリー） アビリティーズケアネット株式会社 底に傾斜があり，皿の裏には滑り止めがついています．片手で食事がしやすい工夫がされています．

103 ウィル２　スプーン 株式会社コラボ リング部に指を通すことにより，食べ物を刺したり，切りやすくしたり等力の入りやすい構造です．握り柄は形状記憶ポリマーにより，熱湯に入れて手に合わせて自在に変形できます．

104 ウィル２　フォーク 株式会社コラボ リング部に指を通すことにより，食べ物を刺したり，切りやすくしたり等力の入りやすい構造です．握り柄は形状記憶ポリマーにより，熱湯に入れて手に合わせて自在に変形できます．

105 ニッパー式爪切り 貝印株式会社 持ち手が大きく，力が入りやすいニッパー式爪きりです．

106 伝の心 パシフィックサプライ株式会社 1スイッチで文書作成や定型句の呼び出しができ、メッセージの音声化ができるシステム。専用のインターネット機能の装備によりメールのやりとりや、HPへのアクセスが可能。パソコンのアプリケーション操作も可能。

107 紙幣識別機 （社）名古屋盲人情報文化センター 紙幣や硬貨のそれぞれの大きさに合った穴や切り欠きが付いています。それらの穴や切り欠きに合わせることにより、お金を簡単に識別することができます。

108 ハガキ・封筒宛名書セット (社)名古屋盲人情報文化センター はがきや封筒を咲くの中に差し入れて使います。郵便番号や宛名・文を正しい位置にそろえて書くことができます。視力の弱い高齢の方や弱視の方にとって目が疲れにくいデザインです。

109 ソックスエイドＥ 酒井医療株式会社 前かがみの姿勢をとることが難しい方が、楽に靴下をはけます。本体を丸めて靴下にかぶせ、足元に落として紐を引き上げて使います。

110 サクションソープホルダー 両面吸盤石鹸ホルダー。タテ・ヨコ置き方自在で、石鹸をドライに保ちます。

111 ミクニマイティエースⅡ　ベッドセット 株式会社ミクニ ベッド下に設置するタイプの移乗介助リフトです。ベッドから車椅子やポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

112 支持アーム パナソニック　エイジフリー株式会社 テーブルやベット柵など、最大８センチまでの厚さの台やボールに取り付けでき、レッツチャットを好きな角度にしっかり固定できます。

113 フレキシブルアーム パナソニック　エイジフリー株式会社 支持アームを取り付けた場所とは離れた所にレッツチャットを好きな角度に調整し、固定できます。アーム部分を曲げることができるので、より広範囲での固定が可能になります。



114 ボイスキャリー　ペチャラ  VCP-001 パシフィックサプライ株式会社 文字盤の文字キーを押すことで文章を入力・作成します。入力した文章は発声キーを押すことで読み上げる携帯用会話補助装置です。音声録音再生機能を搭載しています。

115 ボディタオル　湯快　(洗体用) パシフィックサプライ株式会社 少ない力で身体を洗える新しい繊維を使用し、長さは余裕の110ｃｍ、今まで届きにくかった背中も楽に洗えます。両端にループがついています。ご自身に合ったループの使い方で身体を洗うことが出来ます。

116 光電タッチスイッチ パシフィックサプライ株式会社 光電タッチバネに軽く触れることでバネにより光が遮断されたことを感知してスイッチ出力を行います。光が遮断されている間、スイッチ出力が続きます。操作部位や周囲の環境の影響を受けにくく、動作が安定しています

117 レッツ・リモコン パナソニック　エイジフリー株式会社 手が不自由なために従来のテレビリモコンが難しくて使いにくいという方を対象とした、「電源・チャンネル・音量」に限定して、様々な入力方法や設定を備えたテレビリモコンです。

118 介護用エルカップ 株式会社T&M 楽な姿勢で残さず飲めます。飲み物が口の脇からこぼれません。安定があり、カップが倒れにくく、楽に動かせます。

119 らくちんモック 株式会社松本義肢製作所 安心した移動作業をお手伝いします。手に優しい負担の少ないグリップ。折りたたんで携帯・収納にも便利で、手入れも簡単です。

120 らくちんだっこ 株式会社松本義肢製作所 安心した移動作業をお手伝いします。クロスベルトにより、１人での介護の負担を軽減いたします。

121 らくちん棒 株式会社松本義肢製作所 頭部・体幹の姿勢保持用フレキシブルサポートバー。長さ2mで自由自在に曲げることができ、形状を保持できます。接触面は厚手のウレタンを使用。

122 mother・barr 株式会社松本義肢製作所 障害児教育において、バランス感覚などを含む感覚機能の発達を促す補助具としてご利用いただけます。高齢者介護においても、体幹の支えなど、様々な介護シーンで補助具としてご利用いただけます。

123 らくちんゴッくん 株式会社松本義肢製作所 食事時などに頸部が伸展している姿勢では咽頭と気道が直線になり、気道が開いて誤嚥しやすくなります。この枕の使用により、誰でも簡単に短時間で安全な頸部前屈姿勢をつくることができ、誤嚥を防止します。

124 オルトα/こみち パシフィックサプライ株式会社
「オルトα」「こみち」は装具をご使用の方の最適な歩行を考えて開発しました。装具を装着の場合、装具側の足と非装着の足とでは必要な靴の大きさが異なります。「オルトα」は装具の大きさや形状を考慮した設計です。
「こみち」は同じデザインで装具を装着しない足用に設計しています。

125 Vela パシフィックサプライ株式会社
靴のかかとを挟み込み靴べら自体が自立するため、靴ベラを手で笹尾ル必要がありません。
クリップの先端が広がっていますので靴のかかとに取り付けやすくなっています。靴に足を入れる自然なカーブに靴べらが曲がっていますので、足への負担が少なく靴を履くことができます。

126 タイムタイマーパーソナル TimeTimer社
タイムタイマーは、視覚的に時間の経過が分かり、見通しを持つことが出来ます。
60分の残り時間が、赤い色が減っていくことで、分かりやすいです。
ブザー音で知らせることも出来ます。

127 Qグリップ ゴムQ

Qグリップは鉛筆などの持ち方補助具です。
QグリップはQリングをうまく利用できない方におすすめします。
鉛筆などを正しく・うまく持つためには、手指の親指側と小指側の分離性の発達が必要となります。 この発達が不十分な方は、Qリングを使用しても鉛筆などをうまく持てない場合があります。Qグリップの角柱状部分を小指
側で握ることで、小指側の安定性が向上し、親指側の操作性が高まります。このことにより、静的三指握りがやりやすくなります。 Qリング同様、筆圧の上昇効果、筆圧の低下を促す働きもあります。

128 Qスケール15 ゴムQ
手に障がいをもつ方や、不器用さをもつ方の場合、通常の定規では線を引きにくい場合があります。Qスケールは両面をシリコンゴムに覆われているため、滑りません。軽く押さえるだけで、十分な滑り止め効果を得ることが
できます。滑らないため、まっすぐな線を引くことができます。

129 Qデスクシート ゴムQ
通常、「書く」「消す」という行為を行う場合は、紙をしっかりと押さえなければいけません。
Qデスクシートを使用することで、紙を押さえずに「鉛筆等で書く」「消しゴムなどで消す」行為ができるようになります。

130 アイトークウィズレベル パシフィックサプライ株式会社
2つのスイッチにメッセージを、それぞれ3つのレベルに、録音・再生できます。各スイッチに合計2分の録音・再生ができます。電池で動く機器の接続が可能です。メッセージが再生されている間、機器が動きます。※別途BD
アダプタ等が必要です。外部スイッチの接続が可能です。

131 Qリング8プラス ゴムQ
Qリングには4つのサイズがあり、装着する指の太さに応じて、選択が可能。Qリングには非常に高い伸縮性があるため、無理なく装着ができ、鉛筆の他に太マジックなども装着可能。Qリングには、鉛筆を持つ行為を補助す
るだけでなく、他にもスプーンなど様々なものにも利用が可能。

132 オペレートナビTT(Windows7対応) テクノツール株式会社

133 スイッチラッチ＆タイマー　デュアル Able Net Inc. 電池を使った機器を動かします。BDアダプターと一緒に使用し、電池で動くおもちゃや機器をラッチ機能、タイマー機能(分・秒)でコントロールします。

134 ホッペタッチスイッチT Able Net Inc. 電源不要で、軽い操作でフレキシブルに位置決めができますので、車いすや移動先でも使えます。ブザーやコール機器、呼び出し用のスイッチとして携帯会話補助装置、意思伝達装置の入力スイッチとして使えます。

135 バリライト　ソロエボリューション　40×40
空気の量とウェッジの簡単な調整だけで驚くほど利用者の「かたち」にフィットします。エアクッション本体に特殊な伸縮性のある防水ナイロン生地を使用したことで坐骨部分を柔らかく包み込み、体圧分散効果と座位保持能
力をさらにアップしました。

136 ポイントタッチスイッチ Able Net Inc. 静電気を利用した力のいらないスイッチです。

137 Pオリジナル呼気スイッチ(グーズネック仕様) Able Net Inc. スイッチ部に取り付けたチューブに、軽く息を吹く・吸うことで２つのスイッチ操作ができます。

138 ブレスマイクスイッチ Able Net Inc. 息を吹きかけることでスイッチ操作します。ストローなどを使わず、離した位置でスイッチ操作ができます。

139 楽々箸クリップタイプ 自然に箸先が合うので、利き手の替わった方などが右手、左手どちらでも使えます。脱着式ですので箸を抜いて 洗う事ができます。

140 レッツ・チャット パナソニック　エイジフリー株式会社
入力したい文字が光っているときに、入力スイッチを押すだけで文章を作成できます。全ての動作に音声ガイドがあるので、視覚障がいのある方でもご利用いただけます。プリンターを使って、作成した文章を印刷できます。
イヤホンを使えば、読み上げの音声および操作音は本人のみに聞こえるので、周囲に迷惑をかけずに使えます。

141 レッツ・リモコンAD パナソニック　エイジフリー株式会社
視覚、聴覚、触覚」の３つの感覚にフィードバック。視覚障がい者、聴覚障がい者でも、残存機能で動作の確認が可能。音階が異なるので、音を押すボタンの確認も可能（音の種類と音量も変更可能）。親指やこぶしで押し
ても押し間違えにくい。

142 しょうゆさし　ひとしおくん 日本点字図書館わくわく用具ショップ 蓋をひとおしすると、小さじ一杯分がでます。

143 オルトップクッションフィット パシフィックサプライ株式会社
疾患や症状に合わせて簡単に4つの形状（標準・右片麻痺・左片麻痺・前滑り防止）に変えられます。1枚で4通りの使い方ができます。特殊カットされたパッドの組合せで、どなたでも簡単に調整ができます。通気性抜群の標
準カバーと水を通さない防水カバータイプがあります。

144 なんでもワイヤレスハードウェアパッケージ テクノツール株式会社
WindowsやiPhone、iPad、Androidのデバイスと各種スイッチ（別売）をBluetoothでつなぎ、ゲームや知育ソフトなどさまざまなアプリを操作できるスイッチインターフェースです。 Enterや矢印キー、マウスクリックなどがご使用
になれます。

145 ワイヤレス透明文字盤「みてタッチ」 テクノツール株式会社
５０音や数字などが書かれた透明文字盤を通して、聞き手と話し手が視線により合図を送り、文章を組み立ててコミュニケーションを図ります。ワイヤレス透明文字盤「みてタッチ」 は、透明文字盤をWindows やiPhone、
iPad、Android のデバイスとBluetooth®でつなぐことで、 タッチした文字をデバイスのテキストエディタ等に入力することができるシステムです。話し手自身が指を使ってタッチしても使えます。

146 プラティーク テクノツール株式会社 プラティークは日本のカメラ用品メーカー、ケンコー・トキナー社が開発した、パイプ固定式のマウントアームです。スマートフォン、タブレット、カメラ、スイッチ等を手軽に、好きな位置に、しっかり固定することができます。

147 ジャンボレスト　ホワイト＆専用クッション テクノツール株式会社 デスクワークでも、リハビリでも、正しい位置に腕を置けば、姿勢を保持でき身体への負担を軽くできます。ジャンボレストは、あらゆる場面、用途で活躍するポータブル型アームレストです。


	★新★展示品リスト (HP掲載用)

