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　H.C.R. 2016について広く開催の周知を図る
べく、DMハガキ83万枚、ポスター 7,000枚、
リーフレット33万枚を作成して関係者や過去
に来場履歴のある方々などに事前に配布した
ほか、H.C.R. 2016ニュース、H.C.R. 2016プレ
スリリース（6回発行）をマスコミ関係者な
どに送付して関連記事の掲載や取材の案内を
行ったところ、会期中に330件のプレス取材が
ありました。
　また、リニューアルした本会WEBサイト
では、H.C.R. 2016のイベントプログラムなど
の最新情報を随時更新してアップロードした
ほか、9月15日には「福祉機器製品情報」（約
1,700点）の内容を一斉更新しました。さら
に、スマホ対応のH.C.R.アプリの充実により
来場者の利便性の向上を図ったところ、結果
として、8〜 10月の3か月間に1,576,020ページ
ビューの利用がありました。
　H.C.R.事務局が把握できた範囲だけでも、
右記のメディア
の番組や記事と
し てH.C.R. 2016
の開催が報じら
れています。

広報、PR 活動

● 新聞
毎日新聞 11/9
朝日新聞 10/24
読売新聞 10/15
神戸新聞 12/16

● 一般紙、業界紙 
福祉新聞 8/8、9/19、10/24
シルバー産業新聞 9/10
医理産業新聞 9/15
介護新聞 9/15
定年時代 9 月下旬号
シルバー新報 9/30、10/21、11/4
日本農業新聞 10/13
時宝光学新聞 10/15
菓子食品新聞 10/17
点字毎日 10/2、10/6
日刊工業新聞 10/12
家具週報 10/25
財経新聞 10/26
東京室内装飾新聞 11月号
壁装新聞 11/1
自動車タイムス 11/5
陶業時報 11/5

● 全社協機関誌等
福祉広報 9 月号
民生委員・児童委員のひろば 8 月号
ボランティア情報 7 月号

● テレビ・ラジオ
NHK くらし☆解説 11/25　10:05 〜
テレビ愛知 日曜なもんで 10 月中（5 分程度）

NHK 岡山 もぎとく！ 10/25
18:10 〜 19:00 の中で

福島中央テレビ 福島ドクターズ TV 11/20
ひる 12:45 〜 13:05

NHK E テレ「ハートネット」 12/12　20:00 〜

日本テレビ 「真相報道 バンキシャ！」 2017/2/ 予定
日曜 18:00 〜

NHK ハートネット TV 未定
TBS サタデープラス 未定
TBS 情報大陸 未定
MBS サタデープラス 未定
テレビ新潟 未定 未定
NHK 新潟 未定 未定

（株）文化放送 未定 未定

月刊「経営協」 7 月号
福祉施設士 6 月号
会報ぜんほきょう 9 月号
月刊福祉 9、10 月号
ふれあいケア 9 月号

● 情報誌
福祉介護テクノプラス 10 月号
日経ヘルスケア 9 月号、11月号
へるぱる 2016 秋号
レクリエ 9、10 月号
はるめく 10 月号
SPA ！スパ 11/8・11/15 合併号
BSR 12 月号

● Web News
介護のニュースサイト JOINT 11/9
中日新聞 Web 10/7、10/12、11/9
介護の魅力的な道具を伝える
WEB メディア glamcare 10/17

政治・経済・テクノロジーなどの
知りたい情報をお届け
EconomicNews

10/26

住宅産業新聞 10/25
BIGLOBE ニュース 10/11、10/24
介護福祉の最新ニュース

「けあ News」 10/4、10/11、10/16

Car Watch 9/29
emerging media レスポンス

（Response.jp）
9/29、10/6、12、13、14、
18、20

時事ドットコム 10/20
インテリアビジネスニュース 10/20
ゴム報知新聞 10/6、10/18
ニュース 2u 10/11
SankeiBiz（サンケイビズ） 10/20
産経ニュース 10/14
日経テクノロジーオンライン 10/12
高知新聞 10/12
ガジェット通信 10/20
web 版イベントマーケティング 10/13
ゴムタイムズ 10/17
ZUU online 10/16
Autoblog 日本版 10/18
自動車業界ニュース carview! 10/18
静岡新聞アットエス 10/6
国際イベント情報 .com 10/12
点字毎日 10/9

車いす貸出コーナー
　右記の出展社から製品貸出のご協力をいた
だき、会場内の移動の際に車いすを必要とさ
れる来場者に対して、電動車いすや電動三
輪・四輪車などの貸出を行いました。

シャトルバス
　車いすを利用して来場される方や、歩行が困難な来場者のための利
便性の向上を図るべく、りんかい線の「国際展示場駅」と東京ビック
サイト東館の区間で無料の巡回バスを運行したところ、会期中の3日間
で、のべ7,643人の利用がありました。

（1）運行区間 国際展示場駅 ⇔ 東京ビッグサイト東館
（2）運行期間 2016年10月12日（水）〜14日（金）の3日間
（3）運行時間 9:30〜 17:30（ただし、最終日は16:00まで）

○主　　催 全国社会福祉協議会    保健福祉広報協会
○後　　援 厚生労働省  経済産業省  総務省  国土交通省  東京都  海外参加国大使館（順不同）
○協　　賛 NHK厚生文化事業団、読売光と愛の事業団、毎日新聞東京社会事業団、産経新聞厚生文化事業団、日本経済新聞社、東

京新聞、東京新聞社会事業団、朝日新聞厚生文化事業団、福祉新聞社、日本赤十字社、福祉医療機構、鉄道弘済会、東京
都社会福祉協議会、全国心身障害児福祉財団、長寿社会開発センター、シルバーサービス振興会、テクノエイド協会、日
本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本アビリティーズ協会、日本障害者リハビリテーション協会、日本リハビリ
テーション医学会、新エネルギー・産業技術総合開発機構、みずほ教育福祉財団、キリン福祉財団、清水基金、みずほ福
祉助成財団、松翁会、丸紅基金、三菱財団、損保ジャパン日本興亜福祉財団、中小企業基盤整備機構（順不同）

2016年度版福祉機器ガイドブックの刊行
　H.C.R. 2016の開催に合わせて、国内285社、海外70社が出展する約1,700点の
最新の福祉機器と出展企業・団体に関する情報などを掲載した福祉機器ガイド
ブックを刊行・販売し、会期中に1,895冊を頒布しました。
　本ガイドブックは現在も継続して販売いたしており、H.C.R.ホームページ・
トップ画面の「お役立ち情報」から「書籍のご案内」
をクリックし、注文画面に進んでお求めいただくこと
ができます。
・A 4 判：248頁（カラー）　

・価　格：1,000円（税込、送料別）　

・発　行：2016年9月

・お問い合わせ先（本会事務局）:
　TEL.03-3580-3052、FAX.03-5512-9798

※「送料」と、「代金引換」もしくは「代金振込」に関わる
 手数料は申込者負担となります

○期　　日 平成28年10月12日（水）〜10月14日（金）
 午前10時〜午後5時 
○会　　場 東京国際展示場「東京ビッグサイト」
 東展示ホール
 （東京都江東区有明3－11－1）
○出展社数 527社【国内企業・団体457社、海外企業70社】
○来場者数 112,752人

第43回国際福祉機器展 H.C.R. 2016

■協力企業
（株）いうら
WHILL（株）
電産商事（株）
フランスベッド（株）


