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アジア最大規模の総合福祉機器展「Ｈ.Ｃ.Ｒ.」。本年は10月
7日（水）～ 9日（金）、東京ビッグサイトにて開催いたしま
す。昨年は15か国・１地域より584社が出展、来場者数は12
万7千人とさらに規模を拡大し、福祉関係者のみならず多く
の方々から注目を集めるなか、最新の福祉機器の情報提供と
福祉・介護・リハビリに関連する動向をご紹介しました。本
年の出展申込は2月2日（月）より受付を開始いたします。生
活のあらゆる場面で利用される福祉・介護機器等の普及と開
発、さらには幅広い福祉分野の発展のため、より多くの福祉
機器関連企業・団体の皆様のH.C.R.への参加をお待ちしてお
ります。

H.C.R. 出展のメリット
メリット１　 福祉機器の適切な利用と普及促進に貢献

メリット２　 福祉機器ビジネスの発展と開発に貢献

メリット３　福祉・介護関連企業全体の活性化につながる

メリット４　 グローバル化にそった製品情報の発信と交流ができる

メリット５  幅広い福祉・介護分野の関係者との情報交換ができる

H.C.R 2015 開催概要
主 催　全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会

会 期　２０１５年１０月７日（水）～１０月９日（金）

会 場　東京ビッグサイト東展示ホール

出 展 企 業　約５５０社（見込み）

来 場 者　約１２万人（見込み）

入 場 者　無　　　料（登録制）

特 別 企 画　■　利用者・家族向け講座「福祉機器　選び方・使い方セミナー」の開催
福祉機器の適切な選び方・使い方の知識や情報提供のため、当セミナーを開催するなど、利

用者・家族向けに役立つテーマでセミナーを開催します。

■　福祉施設役職員・福祉機器企業関係者等向けのセミナーの開催
福祉施設職員、福祉機器企業関係等への情報提供やスキルアップのためのセミナーを開催し

ます。

■　海外の社会保障、福祉制度・施策に関するシンポジウムの開催
海外の社会保障、福祉制度・施策に関する知識や情報提供のため、国際シンポジウムを開催

します。

■　時代の変化に応じた特別企画を開催
最新の福祉機器や介護ロボット、高齢者・障害者向けの便利グッズの展示・紹介や、料理講

座の開催など、毎年多彩な企画・催事を開催しています。

広 報 活 動　■　福祉・介護サービス関係者との強固なるネットワークを活用
多業種にわたる企業・団体、全国社会福祉協議会に組織される高齢者・障害者・児童関係の

福祉施設・介護団体・病院・リハビリ施設・民生委員、老人クラブや地方自治体等の全国のネッ

トワークをもっての広報・案内により、毎年の来場規模が確保されています。

■　WEB サイト等広報宣伝効果
昨年１６００万件のページビューがあった H.C.R.WEB サイトのさらなる活用とともに、

ＤＭハガキ８０万枚、ポスター１万枚、展示会案内リーフレット２５万枚以上を作成、配布

します。全国社会福祉協議会所属の各社会福祉団体・施設や過去来場者約３５万人への直接

案内も行います。さらにマスコミへのニュースリリースによる情報提供をはかり、広く社会

への広報宣伝を強化していきます。

■　福祉機器ガイドブックの発行
出展予定製品情報を掲載（有料）する福祉機器ガイドブックを発行し、広く企業・製品の紹

介を行います。製品情報は H.C.R. サイトにも掲載し、どなたでもご覧いただくことができ

ます。

出展をご希望される場合は、「出展案内請求票」（本会ＨＰからダウンロードできます）に必要事項を記入し、

①会社概要、②出展予定製品の内容がわかるパンフレット、チラシを添えて、下記 H.C.R.2015 事務局ま

で FAX または郵送してください。製品を確認させていただいたうえで「出展案内」をご送付いたします。

※「出展案内」に添付の「申込書」が正式な申込書となります。

＜ H.C.R. 2015 事務局＞　一般財団法人 保健福祉広報協会

〒 100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル 5F

[Tel] 03-3580-3052　[Fax] 03-5512-9798　

[URL]http://www.hcr.or.jp　[E-mail]domestic2015@hcrjapan.org

出展社募集期間は
２０１５年２月２日(月 )～

３月３１日 (火 )です。
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Q：H.C.R.2014 への出展による効果はあったとお考えですか？
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Q：具体的にどのような点で効果があったとお考えですか。
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H.C.R. 出展対象製品
H.C.R. では以下の製品を出展の対象とし、それぞれの製品カテゴリーにより出展ゾーンを設定して来場者が

見やすい会場づくりを行います。関連製品を取り扱う企業の皆様はぜひこの機会に出展をご検討ください。

H.C.R. 昨年の実績

H.C.R.2014 の来場者数は 12 万 7,651 人（3 日間合計）
前年から 6,607 人の増加！！
高齢者・障害者など福祉機器利用者から、福祉・リハビリの専門家、福祉施
設経営者など多数来場しています。

H.C.R.2014 の出展社数は５８４社・団体
出展アンケートでは９８．５％が出展して効果があったと回答

H.C.R. 製品紹介サービス

「福祉機器ガイドブックおよびインターネットによる製品紹介」をぜひご利用ください。
H.C.R. では、出展製品情報を紹介する「福祉機器ガイドブック」を発行し、毎年多くの皆様にご活用いただい

ております。またガイドブックと同一の内容を H.C.R. インターネットページに掲載します。展示会当日の来

場者の案内ツールともなるガイドブックへの製品情報掲載は、出展ブースのさらなるＰＲにもつながりますの

で、出展にあたっては、あわせてガイドブックへの掲載にお申込みください。（詳細は「出展案内 11 頁」を

ご覧ください。）

掲載内容 掲載料（税込）

半ページ（4 製品まで掲載可） 5,400 円

１ページ（8 製品まで掲載可） 10,800 円

以降、半ページにつき 5,400 円

移動機器、移動補助製品
・手動車いす、電動車いす

・電動三輪・四輪車

・自転車

・介助車

・歩行器・歩行補助車

・杖

・ストレッチャー等移動器具

・移乗補助器

・床走行・固定式・据置式リフト

・介助・歩行補助ロボット

リハビリ・介護予防機器
・歩行等訓練機器

・リハビリ用教材・機器

・筋力トレーニング機器

・身体機能訓練機器

・口腔ケア用品出版・福祉機器情報
・福祉・介護・リハビリ・保健関係

書籍・教材、情報誌、新聞、放送

通信、福祉機器関連 Web サイト

ベッド用品
・ベッド

・マットレス、床ずれ防止製品

・サイドテーブル

・介護用シーツ

日常生活支援用品
・自助具

・障害者用スポーツ

・レクリエーション用品

・その他介護関連用品

建築・住宅設備
・スロープ

・手すり

・エレベーター

・段差解消機

・階段昇降機

入浴用品
・浴槽

・入浴用チェア

・滑り止め用品

・浴槽台

・入浴用リフト

福祉車両・関連機器
・障害者用自動車運転装置

・車いす等用福祉車両

・入浴用特殊車両

・福祉施設等業務用自動車・エコカー

介護等食品・ 調理器具
・食事用具・食器

・キッチン・調理器

・高齢者・障害者向け食品

福祉施設・住宅環境設備／用品
・施設建築、施設用床材・壁材

・自然ｴﾈﾙｷﾞｰ・省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術機器

・再資源・水浄化処理機器

・洗濯機・乾燥機、掃除機、脱臭器

・いす・座位保持 / 立ち上がり補助用品

・テーブル、家具、洗面台

・火災報知設備、自動消火設備・防災・

避難用品

・自家発電・蓄電装置

・介護職員用衣類

コミュニケーション・見守り機器
・補聴器

・緊急通報・見守り装置

・障害者用 OA 機器・ソフトウェア・

操作補助具

・障害者用 AV 機器

・拡大読書器

・活字文書読上げ装置

・福祉電話、FAX、携帯会話補助器

・視覚障害者用誘導システム

・コミュニケーション関連ロボット

在宅・施設サービス経営情報システム
・在宅・施設福祉サービス事業運営に

関する財務・経理等のコンピュータシ

ステム

・ケアプランシステム

・介護保険・障害者福祉サービス関連

事務のコンピュータシステム

義肢・装具
・義肢

・装具

トイレ・おむつ用品
・ポータブルトイレ

・便器・便座

・防臭剤・消毒剤

・おむつ

・自動排泄処理装置

感染症等予防用品
・空気清浄器

・加湿器

・消毒機

・感染症等予防用品

衣類・着脱衣補助用品
・衣類

・靴

・帽子、保護帽、かつら

・着脱衣補助具


