
2017年2月1日　出展申込の受付を開始！
国際福祉機器展　出展のご案内

　アジア最大規模の総合福祉機器展H.C.R.。本年は9月27日（水）～29日（金）に東京ビッグサイトにて開催
します。昨年は17か国・1地域より527社が出展、来場者数は11万2千人にのぼり、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・リハビリ等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1日（水）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。

メリット１　 福祉機器の適切な利用と普及促進に貢献
　昨年の来場者数は11万2,752人。車いす来場者が２千人を超え、福祉機器利用者、福祉施設・病院・企業関係者など多くの方々にご
来場いただきました。来場者にとっては、機器と技術を実際にみて、さわって、確かめることができる絶好の場です。企業にとっても
直接来場者の声を聞くことができます。
　

メリット２　 福祉機器ビジネスの発展と開発支援に貢献
　自社の製品・技術・サービスの情報の効果的、効率的なPRや潜在的ユーザーの開拓に有効な機会です。また、来場者や他の出展社
とのコミュニケーションをもとに製品や技術のリサーチ、ユーザーのニーズ把握も可能です。さらに出展社プレゼンテーションへの
参加、福祉機器ガイドブックやH.C.R.Webサイトの製品検索ページの掲載・活用は、ビジネスの発展と開発の促進に大変有効です。
　さらに、高齢化の急伸により、量的・質的に高まっている在宅・福祉施設での福祉機器のニーズをとらえ、効果的な開発に役立てら
れるまたとない機会です。新製品の発表、大学や研究所の開発・試作の出展も多く、製品化に向けた産・学・官の連携もはかられてお
ります。
　

メリット３　 福祉・介護関連企業全体の活性化につながる
　500社を超える福祉機器企業が一堂に出展するという規模と多様性は、多業種に及ぶ福祉・介護関連企業全体の活性化を促進さ
せます。さらに、マスコミや専門誌の取材も多く、福祉・介護関係はもとより、社会全体に関連情報が広がります。まさにH.C.R.のス
ケールメリットが企業・ビジネスの付加価値を高めます。

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
　1986年に初めての国際展示会を開催、1992年からは20年以上連続で国際展示会として開催を続けるなか、国内に欧米代理店や
海外企業日本法人も増え、海外からの出展も定着しております。H.C.R.では海外の福祉機器の動向を把握できるとともに、近年は
アジア圏を中心に出展も来場者も増え、商談の可能性が拡がっております。
 　

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.は福祉・介護分野全体の発展に寄与しております。国内外の福祉・介護・保健分野の課題をテーマとしたセミナー、シンポ
ジウムを同時開催し、幅広い関連分野の情報・知識の提供と理解の共有化をはかる企画催事を開催しております。全国の幅広い福
祉関係者の関心を高め、より多くの方々が集う場所を提供してまいります。

主　　催／全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会

会　　期／2017年9月27日（水）～9月29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：事前もしくは当日）　　

 

〈H.C.R. 2017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〕https://www.hcr.or.jp　

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・催事を開催します。

広報活動／■　福祉・介護サービス関係者との強固な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活用した広報活動により、毎年の来

場規模を確保します。

■　Webサイト等による広報宣伝を展開
　昨年207万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に組織される各社会福祉団

体・施設や過去来場者約30万人への直接案内も行います。さらにマスコミ関係者へのプレスリリースによる情報提

供をはかり、広く社会へ広報宣伝を行います。

■　福祉機器ガイドブックの発行
　展示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。また、製

品情報はH.C.R.Webサイトにも掲載し、どなたでもご覧いただけるよう公開します。

■H.C.R. 2017開催概要

■H.C.R. 出展のメリット

初めてご出展される場合または2回以上空けて出展される場合
「出展要項・出展申込書請求票」に必要事項をご記入のうえ、①会社概要と②出展予定製品の内容がわかるパン
フレッ ト、チラシなどを添えて、H.C.R. 2017事務局までFAXまたは郵送してください。 書類一式が到着次第、内
容を確認した後、「出展要項」ならびに「出展申込書」を送付いたします。
 H.C.R. 2016または2015出展社である場合
2月1日よりH.C.R.Webサイトから出展申込ならびに出展要項等の書類一式が入手できます。
詳しくはWebサイトの「出展社の方へ」ページをご覧ください。

第44回国際福祉機器展
H.C.R.2017

出展申込受付期間：2017年2月1日～3月31日

Home Care ＆ Rehabilitation Exhibition

第44回国際福祉機器展
H.C.R.2017出展申込の受付期間は

2017年2月1日(水)～
3月31日(金)です



■展示対象製品 ■昨年の実績

■出展料

基礎小間／1小間　324,000円（税込）
小間形状：列小間（7小間以下）
　　　　　半島小間（4,6,8,10,12小間の偶数単位）
小間仕様：右図参照、装飾物の高さ3.6mまで
　　　　　（2.7mを超える場合は、1mセットバック）

独立小間／1小間　313,200円（税込）
小間形状：6小間以上、1辺6m（基礎小間2小間分）以上
　　　　　かつ3m単位、奥行上限12m（基礎小間4小間分）
小間仕様：更地渡し、装飾物の高さ6mまで

■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.Webサイトに掲載いたします。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
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、ぜ
ひH.C.R.製品紹介サービスをご活用ください。 

　H.C.R.では以下の製品を展示対象とし、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。

・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
・移乗補助機器
・床走行リフト
・固定式・据置式リフト
・介助・歩行補助ロボット

・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

・施設建築、施設用床材・壁材
・自然エネルギー・省エネ・省コスト技術機器
・再資源・水浄化処理機器
・洗濯機、乾燥機、掃除機、脱臭機
・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

・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・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

・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

・浴槽
・入浴用チェア
・滑り止め用品
・浴槽台
・入浴用リフト

・衣類
・靴
・帽子、保護帽、かつら
・着脱衣補助具

・スロープ
・手すり
・エレベーター
・段差解消機
・階段昇降機

・空気清浄器
・加湿器
・消毒機
・感染症等予防用品

・義肢、装具

・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

・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

・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

・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・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

・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

コミュニケーション・見守り機器

福祉施設環境設備・用品

在宅・施設サービス経営情報システム

感染症等予防用品

日常生活支援用品

福祉車両、関連機器

入浴用品

衣類・着脱衣補助用品

建築・住宅設備

出版・福祉機器情報

ベッド用品

介護等食品、調理器具

トイレ・おむつ用品

リハビリ・介護予防機器

義肢、装具

移動機器、移動補助製品

H.C.R.2016の海外からの来場者は35か国・1地域。世界各国から多数来場しています。

出展社アンケート集計結果、95.5％が製品のPRができた等の効果を実感しています。

H.C.R.2016の来場者数は11万2,752人（3日間合計）
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。

出展の効果

来場者比率

掲載料（税込）・掲載内容
5,400円／列（A4タテ半ページ・4製品掲載可）

（H.C.R. 2016来場者数内訳）
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効果あり
95.5％

効果の具体的な内容（複数回答）

製品のＰＲができた
ユーザーとの有効な情報交換ができた
新製品の発表の場として活用ができた

企業・団体のＰＲができた
商談成立への見通しが開けた

新規の顧客を開拓できた
今後、営業するためのリストができた

商談が成立した
販売・技術開発などの提携先ができた

その他
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29％

14％
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行政 3%
福祉団体 5%
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17%

在宅サービス
11%

病院・リハセン 5%
研究機関 3%

製造業
9%

販売業
16%

一般 29%

建築・設計 3%



■展示対象製品 ■昨年の実績

■出展料

基礎小間／1小間　324,000円（税込）
小間形状：列小間（7小間以下）
　　　　　半島小間（4,6,8,10,12小間の偶数単位）
小間仕様：右図参照、装飾物の高さ3.6mまで
　　　　　（2.7mを超える場合は、1mセットバック）

独立小間／1小間　313,200円（税込）
小間形状：6小間以上、1辺6m（基礎小間2小間分）以上
　　　　　かつ3m単位、奥行上限12m（基礎小間4小間分）
小間仕様：更地渡し、装飾物の高さ6mまで

■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.Webサイトに掲載いたします。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
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、ぜ
ひH.C.R.製品紹介サービスをご活用ください。 

　H.C.R.では以下の製品を展示対象とし、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。

・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
・移乗補助機器
・床走行リフト
・固定式・据置式リフト
・介助・歩行補助ロボット

・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

・施設建築、施設用床材・壁材
・自然エネルギー・省エネ・省コスト技術機器
・再資源・水浄化処理機器
・洗濯機、乾燥機、掃除機、脱臭機
・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

・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・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

・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

・浴槽
・入浴用チェア
・滑り止め用品
・浴槽台
・入浴用リフト

・衣類
・靴
・帽子、保護帽、かつら
・着脱衣補助具

・スロープ
・手すり
・エレベーター
・段差解消機
・階段昇降機

・空気清浄器
・加湿器
・消毒機
・感染症等予防用品

・義肢、装具

・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

・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

・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

・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・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

・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

コミュニケーション・見守り機器

福祉施設環境設備・用品

在宅・施設サービス経営情報システム

感染症等予防用品

日常生活支援用品

福祉車両、関連機器

入浴用品

衣類・着脱衣補助用品

建築・住宅設備

出版・福祉機器情報

ベッド用品

介護等食品、調理器具

トイレ・おむつ用品

リハビリ・介護予防機器

義肢、装具

移動機器、移動補助製品

H.C.R.2016の海外からの来場者は35か国・1地域。世界各国から多数来場しています。

出展社アンケート集計結果、95.5％が製品のPRができた等の効果を実感しています。

H.C.R.2016の来場者数は11万2,752人（3日間合計）
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。

出展の効果

来場者比率

掲載料（税込）・掲載内容
5,400円／列（A4タテ半ページ・4製品掲載可）

（H.C.R. 2016来場者数内訳）

中国
台湾

韓国

香港

アイルランド

アメリカ

アルゼンチン

イギリス

イスラエル

イタリア

オーストラリア

オーストリア

オランダ カナダ

シンガポール

スウェーデン

スペイン

スロバキア

スリランカ

ドイツ

チリ

デンマーク

トルコ

ネパール

ニュージーランド

ノルウェー

フランス

フィリピン

ブルンジ

ベトナム

ポルトガル

マカオ

マレーシア

ミャンマー

ロシア

タイ

効果あり
95.5％

効果の具体的な内容（複数回答）

製品のＰＲができた
ユーザーとの有効な情報交換ができた
新製品の発表の場として活用ができた

企業・団体のＰＲができた
商談成立への見通しが開けた

新規の顧客を開拓できた
今後、営業するためのリストができた

商談が成立した
販売・技術開発などの提携先ができた

その他

80％
48％
43％
40％
35％
33％
29％

14％
5％
3％

行政 3%
福祉団体 5%

福祉施設
17%

在宅サービス
11%

病院・リハセン 5%
研究機関 3%

製造業
9%

販売業
16%

一般 29%

建築・設計 3%



2017年2月1日　出展申込の受付を開始！
国際福祉機器展　出展のご案内

　アジア最大規模の総合福祉機器展H.C.R.。本年は9月27日（水）～29日（金）に東京ビッグサイトにて開催
します。昨年は17か国・1地域より527社が出展、来場者数は11万2千人にのぼり、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・リハビリ等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1日（水）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。

メリット１　 福祉機器の適切な利用と普及促進に貢献
　昨年の来場者数は11万2,752人。車いす来場者が２千人を超え、福祉機器利用者、福祉施設・病院・企業関係者など多くの方々にご
来場いただきました。来場者にとっては、機器と技術を実際にみて、さわって、確かめることができる絶好の場です。企業にとっても
直接来場者の声を聞くことができます。
　

メリット２　 福祉機器ビジネスの発展と開発支援に貢献
　自社の製品・技術・サービスの情報の効果的、効率的なPRや潜在的ユーザーの開拓に有効な機会です。また、来場者や他の出展社
とのコミュニケーションをもとに製品や技術のリサーチ、ユーザーのニーズ把握も可能です。さらに出展社プレゼンテーションへの
参加、福祉機器ガイドブックやH.C.R.Webサイトの製品検索ページの掲載・活用は、ビジネスの発展と開発の促進に大変有効です。
　さらに、高齢化の急伸により、量的・質的に高まっている在宅・福祉施設での福祉機器のニーズをとらえ、効果的な開発に役立てら
れるまたとない機会です。新製品の発表、大学や研究所の開発・試作の出展も多く、製品化に向けた産・学・官の連携もはかられてお
ります。
　

メリット３　 福祉・介護関連企業全体の活性化につながる
　500社を超える福祉機器企業が一堂に出展するという規模と多様性は、多業種に及ぶ福祉・介護関連企業全体の活性化を促進さ
せます。さらに、マスコミや専門誌の取材も多く、福祉・介護関係はもとより、社会全体に関連情報が広がります。まさにH.C.R.のス
ケールメリットが企業・ビジネスの付加価値を高めます。

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
　1986年に初めての国際展示会を開催、1992年からは20年以上連続で国際展示会として開催を続けるなか、国内に欧米代理店や
海外企業日本法人も増え、海外からの出展も定着しております。H.C.R.では海外の福祉機器の動向を把握できるとともに、近年は
アジア圏を中心に出展も来場者も増え、商談の可能性が拡がっております。
 　

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.は福祉・介護分野全体の発展に寄与しております。国内外の福祉・介護・保健分野の課題をテーマとしたセミナー、シンポ
ジウムを同時開催し、幅広い関連分野の情報・知識の提供と理解の共有化をはかる企画催事を開催しております。全国の幅広い福
祉関係者の関心を高め、より多くの方々が集う場所を提供してまいります。

主　　催／全国社会福祉協議会　保健福祉広報協会

会　　期／2017年9月27日（水）～9月29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：事前もしくは当日）　　

 

〈H.C.R. 2017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〕https://www.hcr.or.jp　

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・催事を開催します。

広報活動／■　福祉・介護サービス関係者との強固な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活用した広報活動により、毎年の来

場規模を確保します。

■　Webサイト等による広報宣伝を展開
　昨年207万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に組織される各社会福祉団

体・施設や過去来場者約30万人への直接案内も行います。さらにマスコミ関係者へのプレスリリースによる情報提

供をはかり、広く社会へ広報宣伝を行います。

■　福祉機器ガイドブックの発行
　展示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。また、製

品情報はH.C.R.Webサイトにも掲載し、どなたでもご覧いただけるよう公開します。

■H.C.R. 2017開催概要

■H.C.R. 出展のメリット

初めてご出展される場合または2回以上空けて出展される場合
「出展要項・出展申込書請求票」に必要事項をご記入のうえ、①会社概要と②出展予定製品の内容がわかるパン
フレッ ト、チラシなどを添えて、H.C.R. 2017事務局までFAXまたは郵送してください。 書類一式が到着次第、内
容を確認した後、「出展要項」ならびに「出展申込書」を送付いたします。
 H.C.R. 2016または2015出展社である場合
2月1日よりH.C.R.Webサイトから出展申込ならびに出展要項等の書類一式が入手できます。
詳しくはWebサイトの「出展社の方へ」ページをご覧ください。

第44回国際福祉機器展
H.C.R.2017

出展申込受付期間：2017年2月1日～3月31日

Home Care ＆ Rehabilitation Exhibition

第44回国際福祉機器展
H.C.R.2017出展申込の受付期間は

2017年2月1日(水)～
3月31日(金)です


