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H.C.R. 2018 イベントのご案内

❹ 学習・訓練機器／コミュニケーション機器
製品名 出展社名 価格

トーキングエイド for iPad ダブル技研㈱ ¥8,400
Q リング

パシフィックサプライ㈱
¥1,500 〜 　

Q スイッチ ¥3,886 〜　
スペースローリン ¥38,800 〜　
CAGAC ㈱丸菱工業 ¥4,937
TANO ㈱ラッキーソフト お問い合わせください

　

● 福祉機器展示コーナー
　子ども向け製品を常設展示するとともに、出展社や子ども広場専門
スタッフから、説明を受けることができます。

▶︎展示製品の説明スケジュール（製品の種類ごと）　
11:00 ～ 12:00 13:00 ～ 14:00 14:30 ～ 15:30

10 日（水）
○いす・カーシート
○食事用具・食器／
　衣類・靴

○学習・訓練機器／
コミュニケーション
機器

○車いす　　
○バギー・歩行器
○入浴用具／家具

11 日（木）
○車いす　　
○バギー・歩行器
○入浴用具／家具

○いす・カーシート
○食事用具・食器／
衣類・靴

○学習・訓練機器／
コミュニケーション
機器

12 日（金）
○学習・訓練機器／
コミュニケーション
機器

○車いす　　
○バギー・歩行器
○入浴用具／家具

○いす・カーシート
○食事用具・食器／
　衣類・靴

● 相談コーナー
下記時間帯に、子ども向けの「機器」「療育」などの各種相談ができます。

10 日（水）

～

12 日（金）
11：00～12：00 13：00～14：30 15：00～16：00

※福祉機器相談、療育相談について、それぞれ担当者が配置されます。

● ひとやすみコーナー
　保育士が常勤しています。広場のおもちゃを使って子どもたちと遊ん
だり、保護者のみなさんと子育てについてお話ししましょう。

❶ 車いす
製品名 出展社名 価格

移乗・移動ロボット keipu ㈱アイザック ¥2,160,000
リフトン　トライサイクル アビリティーズ・ケアネット㈱ ¥190,080
WHILL Model C WHILL ㈱ ¥480,000（非課税）

miniNEO キッズ　スクール ㈱オーエックスエンジニアリング ¥202,650 〜（非課税）

RVrunⅡ ㈱きさく工房 お問い合わせください
グルービーⅡ ㈱コーヤシステムデザイン オープン価格
Zippie IRIS

サンライズメディカルジャパン㈱
¥312,500 〜（非課税）

Zippie Voyage ¥380,000 〜（非課税）

ビーボ 昭和貿易㈱ オープン価格（非課税）

COGY　スモールサイズ 大和ハウス工業㈱ ¥398,000（非課税）

ティーノ ㈱ティグ ¥330,000 〜（非課税）

Cricket テクノグリーン販売㈱ お問い合わせください
ブリックス

パシフィックサプライ㈱
¥344,900 〜（非課税）

FLASH ¥270,000 〜（非課税）

Micro（ミクロ）
パンテーラ・ジャパン㈱

¥298,000 〜（非課税）

Bambino（バンビーノ） ¥360,000 〜（非課税）

LUUK ㈱松永製作所 ¥184,000 〜（非課税）

NOVA Ⅳ mini SW
㈱ミキ

¥166,000 〜（非課税）

NOVAjr.Plus ¥130,000 〜（非課税）

JWX-1PLUS+ ヤマハ発動機㈱ ¥338,040 〜

❷ バギー・歩行器
製品名 出展社名 価格

WRB　
㈱きさく工房 お問い合わせくださいRV ポケットⅡ 

RESTwagon

障がい者用歩行器の電動化
装置「B-GO」（㈱ブライテック）

九州ヘルスケア産業推進協議会
／大分県医療ロボット・機器産
業協議会

¥378,000（販売） 
月 ¥20,000（レンタル）

バディー
㈱コーヤシステムデザイン

オープン価格
バディーライト RUN ¥280,800 〜
スキップ R ¥196,560 〜
アルコー kids ㈱星光医療器製作所 ¥45,000（非課税）

ハートリーフチェアー FS パシフィックサプライ㈱ お問い合わせください
バギーマーク

（マム　ミニョン　ペッシュ） 北海道庁　 ¥1,400

NEW　MB-1 ㈱松永製作所 ¥90,200（非課税）

シャトルディスカバリー ㈱ユーキ・トレーディング ¥500,000 〜（非課税）

❸ いす・カーシート
製品名 出展社名 価格

MAK
㈱きさく工房 お問い合わせください

カーシート STD

セルラ ㈱コーヤシステムデザイン ¥97,200 〜（シート
のみ 324,000 円）

パイロット 昭和貿易㈱ ¥72,000（非課税）

バンビーナチェア【S】

タカノ㈱

¥73,440
バンビーナチェア【M】 ¥84,240
バンビーナチェア【L スリム】 ¥100,440
バンビーナチェアダイニング【S】 ¥118,800
バンビーナチェアダイニング【M】 ¥118,800
バンビーナ move ¥162,000
バンビー用オプション：
①内転防止パッド、②テーブル ① ¥10,800 〜

② ¥18,792 〜LAPS　Kides
Panda

テクノグリーン販売㈱ お問い合わせください
X:PANDA
cot-s

㈱松永製作所 オープン価格（非課税）
MINT-01

❺ 食事用具・食器 / 衣類・靴
製品名 出展社名 価格

WiLL-3 スプーン 

㈱青芳

¥3,240
WiLL-3 フォーク ¥3,240
楽々箸クリップタイプ
樹脂製　19㎝ ¥864

リフトン　ウェーブ アビリティーズ・ケアネット㈱ ¥130,680
バランサーⅡ ㈱佐々木製作所  ¥216,000
スマイルスプーン

（㈱サカエ工業） 栃木県 ¥700

愛 bow mini
㈱はし藤本店

¥11,988
愛 bow light 〈小〉 ¥5,940
ごっくんチェッカー ㈱ハッピーリス ¥99,360
スクィーズベスト パシフィックサプライ㈱ ¥36,720 〜
CR　C2140

㈱ムーンスター
¥5,940

CR　J2103 ¥6,372

❻ 入浴用具 / 家具
製品名 出展社名 価格

アクアピットⅡ　 ㈱きさく工房  お問い合わせください
スプラッシー サンライズメディカルジャパン㈱ ¥97,200
マナティー 昭和貿易㈱ ¥97,200
wallfy（車いすの方の収納）

（北海道医療福祉産業研究会） 北海道庁 ¥420,000（非課税）

ゆ～楽さん　小児用
（電動式） 矢崎化工㈱

¥419,364　

スイングフレーム ¥129,600　

▶︎展示製品リスト（製品の種類ごと・出展社 50音順）



製品の種類 出展社名 小間番号 住　　所 TEL FAX

❶ ㈱アイザック  6-16-04 〒 965-0033
福島県会津若松市行仁町 9-28 0242-85-8590 0242-85-8591

❶❺ アビリティーズ・ケアネット㈱ 2-10-08 〒 151-0053
東京都渋谷区代々木 4-30-3　新宿ミッドウエストビル 03-5388-7200 03-5388-7502

❶ WHILL ㈱ 5-13-12 〒 230-0045
神奈川県横浜市鶴見区末広町 1-1-40 横浜市産学共同研究センター実験棟 F 区画 0120-062-416 045-633-1472

❶ ㈱オーエックスエンジニアリング 6-20-06 〒 265-0043
千葉県千葉市若葉区中田町 2186-1 043-228-0777 043-228-3334

❶❷❸❻ ㈱きさく工房 6-22-01 〒 811-2126
福岡県糟屋郡宇美町障子岳南 5-10-11 092-932-6320 092-932-1037

❶❷❸ ㈱コーヤシステムデザイン 5-11-09 〒 194-0212
東京都町田市小山町 142-1 042-798-4644 042-798-4645

❶❻ サンライズメディカルジャパン㈱ 5-12-08 〒 349-1145
埼玉県加須市間口 456-1 0480-31-6480 0480-31-6481

❶❸❻ 昭和貿易㈱ 5-14-09 〒 101-0032
東京都千代田区岩本町 1-10-5 03-5822-1385 03-5822-1396

❶ 大和ハウス工業㈱ 5-10-16 〒 102-8112
東京都千代田区飯田橋 3-13-1 03-5214-2270 03-5214-2271

❶ ㈱ティグ 6-20-01 〒 578-0905
大阪府東大阪市川田 4-1-32 072-965-0598 072-965-1285

❶❸ テクノグリーン販売㈱ 6-17-07 〒 530-0015
大阪府大阪市北区中崎西 1-4-22 06-6377-2234 06-6377-2266

❶❷❹❺ パシフィックサプライ㈱ 6-20-03 〒 574-0064
大阪府大東市御領 1-12-1 072-875-8013 072-875-8017

❶ パンテーラ・ジャパン㈱ 6-18-11 〒 311-4164
茨城県水戸市谷津町細田 1-8 029-257-2522 029-257-2348

❶❷❸ ㈱松永製作所 6-22-03 〒 503-1272
岐阜県養老郡養老町大場 484 0584-35-1180 0584-35-1270

❶ ㈱ミキ 6-21-02 〒 457-0863
愛知県名古屋市南区豊 3-38-10 052-694-0333 052-694-0800

❶ ヤマハ発動機㈱ 5-09-10 〒 438-8501
静岡県磐田市新貝 2500 0538-32-2106 0538-38-9217

❷
㈱ブライテック

（九州ヘルスケア産業推進協議
会／大分県医療ロボット・機器
産業協議会ブース内）

3-20-02 〒 870-0107
大分県大分市大字海原 739 番地 3 097-558-1125 097-558-2130

❷ ㈱星光医療器製作所 7-01-07 〒 578-0901
大阪府東大阪市加納 5-11-6 072-870-1912 072-870-1915

❷❻
北海道医療福祉産業研究会

（北海道庁ブース内）
3-20-12

〒 060-0052
札幌市中央区南 2 条東 2 丁目 16　堀尾ビル３F 050-3592-1534 　

マム　ミニョン　ペッシュ
（北海道庁ブース内）

〒 060-0009
札幌市中央区北９条西 15 丁目 28-197-201 090-7653-9872 011-676-4557

❷ ㈱ユーキ・トレーディング 5-10-07 〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-5-46-2F 03-3821-7331 03-3821-7552

❸ タカノ㈱ 6-19-09 〒 399-4431
長野県伊那市西春近下河原 5331 0265-72-3157 0265-72-3203

❹ ダブル技研㈱ 子ども広場
のみ

〒 252-0013
神奈川県座間市栗原 920-7 046-206-5611 046-253-7711

❹ 丸菱工業㈱ 1-03-08 〒 485-8505
愛知県小牧市大字本庄 1251-3 0568-79-9427 0568-79-9441

❹ ㈱ラッキーソフト 6-18-09 〒 254-0034
神奈川県平塚市宝町 11-1　平塚フジビル 0463-23-7830 0463-23-7833

❺ ㈱青芳 3-19-02 〒 959-1276
新潟県燕市小池 5143 0256-63-3442 0256-63-3243

❺ ㈱サカエ工業
（栃木県ブース内） 3-21-09 〒 329-4421

栃木県栃木市大平町西野田６１４ 0282-43-3501 　

❺ ㈱佐々木製作所 5-14-06 〒 538-0053
大阪府大阪市鶴見区鶴見 3-12-27 06-6911-8076 06-6912-6575

❺ ㈱はし藤本店 1-05-03 〒 111-0035 
東京都台東区西浅草 2-6-2 03-3844-0723 03-3845-6304

❺ ㈱ハッピーリス 5-14-03 〒 144-0044
東京都大田区本羽田 2-12-1　テクノ WING403 03-5493-1487 03-5879-4261

❺ ㈱ムーンスター 2-08-01 〒 104-0032
東京都中央区八丁堀 2-12-7　　 03-6385-4121 03-6385-4146

❻ 矢崎化工㈱ 5-14-04 〒 359-0023
埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3 04-2944-7113 04-2944-7007
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❹ 学習・訓練機器／コミュニケーション機器
製品名 出展社名 価格

トーキングエイド for iPad ダブル技研㈱ ¥8,400
Q リング

パシフィックサプライ㈱
¥1,500 〜 　

Q スイッチ ¥3,886 〜　
スペースローリン ¥38,800 〜　
CAGAC ㈱丸菱工業 ¥4,937
TANO ㈱ラッキーソフト お問い合わせください

　

子ども広場出展協力企業リスト

❸ いす・カーシート
製品名 出展社名 価格

MAK
㈱きさく工房 お問い合わせください

カーシート STD

セルラ ㈱コーヤシステムデザイン ¥97,200 〜（シート
のみ 324,000 円）

パイロット 昭和貿易㈱ ¥72,000（非課税）

バンビーナチェア【S】

タカノ㈱

¥73,440
バンビーナチェア【M】 ¥84,240
バンビーナチェア【L スリム】 ¥100,440
バンビーナチェアダイニング【S】 ¥118,800
バンビーナチェアダイニング【M】 ¥118,800
バンビーナ move ¥162,000
バンビー用オプション：
①内転防止パッド、②テーブル ① ¥10,800 〜

② ¥18,792 〜LAPS　Kides
Panda

テクノグリーン販売㈱ お問い合わせください
X:PANDA
cot-s

㈱松永製作所 オープン価格（非課税）
MINT-01

❺ 食事用具・食器 / 衣類・靴
製品名 出展社名 価格

WiLL-3 スプーン 

㈱青芳

¥3,240
WiLL-3 フォーク ¥3,240
楽々箸クリップタイプ
樹脂製　19㎝ ¥864

リフトン　ウェーブ アビリティーズ・ケアネット㈱ ¥130,680
バランサーⅡ ㈱佐々木製作所  ¥216,000
スマイルスプーン

（㈱サカエ工業） 栃木県 ¥700

愛 bow mini
㈱はし藤本店

¥11,988
愛 bow light 〈小〉 ¥5,940
ごっくんチェッカー ㈱ハッピーリス ¥99,360
スクィーズベスト パシフィックサプライ㈱ ¥36,720 〜
CR　C2140

㈱ムーンスター
¥5,940

CR　J2103 ¥6,372
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