
　福祉機器には、高齢者や障害のある人の生活を支援するためにさまざまな工
夫があります。その工夫の一つが、「高さ」、「太さ」、「大きさ」、「明るさ」、「重さ」
などを「使う人に合わせる」という工夫です。
　このコーナーでは「あなたに合わせたモノ」を、それぞれ衣食住に分類して
製品を、展示してあります。ぜひ、このコーナーにお立ち寄りいただき、さま
ざまな「あなたに合わせた“マイサイズ”」のモノを試してみてください。

①それぞれの人に合わせられるモノ
②それぞれの人の身体特性に合ったそれぞれのモノ
③それぞれの人の感覚特性に合ったそれぞれのモノ
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ヘルシーライフ 203
広い開口部から足を入れ、面ファスナーで甲の高さに調整可能です。
ぴったりとフィットさせてしまえば、着脱は中央部のファスナーで
開け閉めするだけで、楽に脱ぎ履きができます。

アキレス㈱ 5-11-07

紳士キルト着脱簡単ボタン
パジャマ

ウエスト調整ゴムが付いているキルト生地のパジャマです。
ボタンホールが斜めになっているので脱ぎ着が簡単です。

㈱ケアファッション 5-11-08

婦人スルッとパンツ
腰骨部分の滑り止めでずれ落ちにくく、裏地付きで滑りやすく履き
やすいパンツです。

ソフトケア ® パジャマⅢ ス
ナップボタン

●ウエスト調節ゴムを採用。ゴムの交換も可能。
●袖ぐりがゆったりしているので、着替えが楽。
●おなかまわりや股下に余裕を持たせた設計。
●紳士用には胸ポケット、婦人用には左右ポケット。
●しっかりと留められるので、快適・安心。
●耐熱性に優れたスナップボタン。

㈱竹虎 ヒューマンケア
事業部 2-12-01

ソフトケア ® パジャマⅡ
ファスナー付き

袖口とズボンの裾の、丈の調整がしやすいファスナー式のパジャマ
です。
片マヒの方の着替えや、立ったままのおむつ交換も楽に行なえます。

ダブルマジックⅡ合皮
マジックベルト式で、簡単に調節ができる靴です。
また、カップインソールと調整用中敷きで、三段階の調整ができます。
シンプルなデザインなのでフォーマルな装いにも利用できます。

徳武産業㈱ 1-05-06

パステル 406

足の甲の高さに応じてバンドの長さが調整でき、色々な締め方がで
きる靴です。
むくみが出る方や、厚手の靴下が必要な方でも、外側全面のファス
ナー素材と甲バンドで調節できます。

㈱ムーンスター 5-12-05



衣 類衣 類

住住

食 事食 事

A
特設会場

Special Site

高齢者・障害者等の生活支援用品
～マイサイズ！あなたに合わせたモノ展～

【プログラム No.11】

製品名 ここが便利！ 製造企業・団体
小間番号

【ホール No- 通路
No- 認識 No】

ウィル・ワン フォーク・
スプーン（S）

持ち手部分が形状記憶ポリマーになっているフォーク・スプーンで
す。
手に合わせて、形を自由に作ることができます。

㈱青芳製作所 1-05-17シリコンくるりんグリップ
ブルー

カテラリー、歯ブラシ、ペンなどに自分の手に合わせて持ちやすく
できるシリコングリップです。
ハサミで簡単に切ることができ、ちょうどよい長さに調節できます。

バルーン フォーク・
スプーン（M）

首の部分を自由に曲げることができるフォーク・スプーンです。
利き手を問わず最も食べやすい角度に調整可能です。

握りやすいフォームラバー
グレー F627-00・
ブルー F628-00

スプーンやペン、鉛筆等の握りを太く、持ちやすくするフォームラ
バーです。
物の柄の太さにあわせて、穴の太さ（内径）を選ぶことができます。
グレー内径 0.6㎝、ブルー内径 1.1㎝

アビリティーズ・ケアネット㈱ 5-13-10
なんでも作れる

「わが」まま樹脂
F405-00

お湯で温めると柔らかくなり、好みの形に成形して固めることがで
きる樹脂です。
スプーン・ペン・歯ブラシなど、さまざまな道具を自分の握りやす
い形にすることができます。

岡部洋食器製作所　　
フレックス シリコンス
プーン　大・小

持ち手部分が自在に曲がる口当たりが優しいスプーンです。
ステンレススチールが入っているため、手に合わせて使いやすい形
に調節可能です。

宇都宮製作㈱ 2-08-07

サンクラフト　みそ汁上手
KJ-150

料理や人数に合わせて、必要な分だけみそが簡単に取り出せる計量
器です。
目盛りを合わせて差し込むだけで、必要な分を取り出せます。

介援隊 5-09-09

台和　押しかげん　PU-3
ひと押しで一皿分 ( 約 3cc) を出すことができるしょうゆ差しです。
押し加減で微量を調整できます。
倒れてもこぼれにくい押し出し式です。

革製差込バンド（貫通式） マジックテープで固定できる革製のカフです。
握力の弱い方や、手指の曲がりにくい方にも持ちやすくできます。

斉藤工業㈱ 3-17-02
スプーン箸

（オールステンレス）

スプーンとフォーク、トングとお箸の機能を備えた多機能スプーン
です。
刺す、のせる、すくう、引っ掛ける、切る、つまむ、と 6 つの機能
を備えています。

MM マグカップ HS-400 必要な分を量ることができるマグカップです。カップの内側に「容
量目安ライン」がついています。

㈱豊通オールライフ 5-07-02スプーンスケール PS-032
すくって計れるスプーン型スケールです。

「g と mL」の単位を変えられる単位切替機能付きです。
用途に合わせて 2 種のスプーンを付け替え可能です。

デジタルしゃもじスケール
PS-033GR

よそったご飯のカロリーが計れるしゃもじ型のはかりです。
「g」単位変換ボタンで重さも計測できます。

曲げ曲げハンドル・
シリコンスポンジ付 SS-18
フォーク大・スプーン大

首と持ち手の部分が自由に曲げることができるフォーク・スプーン
です。
スポンジは握りやすい丸型です。

㈲フセ企画 1-04-12
曲げ曲げハンドル・
シリコンスポンジ付 SS-2
フォーク大・スプーン大

首と持ち手の部分が自由に曲げることができるフォーク・スプーン
です。
スポンジは握った時に位置が固定しやすい平型です。

ユニバーサルニューカフ
手に巻きつけやすいナイロン製のカフです。スプーンやペンなどを
挟むロールキャッチャ―部分も自由に動くので、自然な動作が可能
です。

汁椀（小）・（中）・（大）

好みの大きさに合わせられる国産の木材を使用した手づくりの汁椀
です。
高台際の溝が指にかかり、安全に持つことができます。見えない部
分の工夫で持ちやすさが格段に上がっています。

MOAS 3-17-01
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みんなのはさみ mimi
L283-00

さまざまな持ち方ができるハサミです。
ハンドルを押さえるだけでも、一般のはさみ同様にも使うことがで
きます。
また、左右どちらの手でも使うことができます。

アビリティーズ・ケアネット㈱ 5-13-10

楽らくハンド 
ロング・ショート・ミニ

先端のはさむ部分が 90°ずつ 360°回転するリーチャーです。つか
むものに合わせて回転でき、手首をひねらずに物をつかめます。長
さが 3 種類あり好みに合わせて使用できます。

㈱エーアイジェー 2-13-05

オムロン 音声付電子体温計
MC-174V けんおんくん

音声で検温結果を知らせてくれる体温計です。
音声案内スイッチには、点字で「きく」と表記され、音量は、大・中・
小の 3 段階の切替が可能です。

（社福）日本点字図書館 ー

川崎化工　　
回転椅子ユーランド
ガード付き・ハイタイプ　
UG01

任意の高さ調節できる浴室用の椅子です。（31 ～ 45cm）
座ったときにだけ、自由に浴槽方向と洗い場方向に回転できます。

介援隊 5-09-09

スリー・アールシステム
LED 付マルチルーペ
3R-LIGHT-04

スタンドルーペやライトとしても使用できる拡大鏡です。
様々な形に変形してもしっかり自立します。
また、ライト単体でも使用できます。

浴室洗いクリーナー
柄付きのバス掃除スポンジです。
クリーナー部分は角度調整ができ、柄を外せばハンディタイプ、パ
イプをつけると全長約 110cm で、天井のお掃除にも使用できます。

㈱サンコー 4-04-06

お風呂びっクリーナー
水だけでも湯アカもしっかり落とせるクリーナーです。
浴槽のスミズミまで毛先が届きます。
ハンディタイプとしても使用できます。

電子体温計 CTE709
高い音と低い音で検温結果を知らせてくれる体温計です。先端が柔
らかく曲がるので、わきにやさしくフィットします。

シチズン・システムズ㈱ ー

メロディスムーズ ST
大きな車輪でスムーズに動く横押しショッピングカートです。持ち
手部分の高さを、手元の操作で簡単に調節できます。

㈱島製作所 2-13-09

介護用昇降テーブル
「らくらくテーブル」
TN-202T

２つの天面の高さが、別々に調節可能なテーブルです。スペースの
取れない場所にもフィットします。また、リハビリテーブルとして
も最適です。

㈲テクノム 4-05-02

ルーツ（スモールタイプ）

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポートできる手すりです。
手すりの高さを 600/650/700mm の 3 段階に調整できます。
立ち上がり時に前傾姿勢が取りやすく、立ち上がり動作が楽にでき
ます。

㈱モルテン 2-10-08
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