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H.C.R. 2020 出展申込の受付を開始！

➢ H.C.R. 2020 は 10 月、東京ビッグサイト西・南ホールで開催！
➢ 出展申込受付期間は、2 月 3 日(月)～3 月 31 日(火)！
○ 一般財団法人保健福祉広報協会は、2020 年 10 月 21 日(水)～23 日(金)の 3 日間、東京ビッグ
サイト西・南展示ホールにて「第 47 回国際福祉機器展 H.C.R. 2020」を開催します。
○ この度、H.C.R.2020 の出展申込に関する情報を H.C.R.Web サイト（https://www.hcr.or.jp/
exhibit-company/application）に公開しました。
「出展要項」をダウンロードし、出展料や申
込方法等の詳細を確認できます。
○ 日本政府が進める経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現に向け、ロ
ボットやセンサー、ICT をはじめとする福祉機器市場はさらなる活性化が期待でき、また、国
際的に取り組まれている SDGs（持続可能な開発目標）の観点からも、福祉機器は重要な役割
を果たすものです。
○ 出展を検討されている企業・団体には、こうした情勢を機会と捉え、H.C.R.を有効活用して
いただければ幸いです。
○ なお、出展申込受付は、2 月 3 日(月)から 3 月 31 日(火)の約 2 か月間で、申込が予定小間数

に達した場合、予告なく受付を締め切ることがあります。
----------------------------------------------------------------------------------------------展示会名：第 47 回国際福祉機器展 H.C.R. 2020
主
催：(福)全国社会福祉協議会、(一財)保健福祉広報協会
会
期：2020 年 10 月 21 日(水)～23 日(金)
10:00～17:00（23 日(金)のみ 16:00）
会
場：東京ビッグサイト西・南ホール(東京都江東区有明 3-11-1)
入 場 料：無料(登録制:事前もしくは当日)
出展社数：500 社（見込み）【国内企業 450 社、海外企業 50 社】
来場者数：12 万人(見込み)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

--ぜひご活用ください！---------------------------------------------------------------------■保健福祉広報協会公式 Facebook ページ：https://www.facebook.com/hcrjapan/
■保健福祉広報協会のメール配信サービス：https://www.hcrjapan.org/mail/intro.html
H.C.R.News や出展社の新製品情報などを配信。
Android 版
iOS 版
■HCR アプリ：QR コードからダウンロード
H.C.R.や福祉機器に関する新着情報を随時紹介。

● 第 47 回国際福祉機器展 H.C.R.2020 ●

開 催 要 項

主

催

全国社会福祉協議会   保健福祉広報協会

後援
（予定） 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
（予定） 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

期

日

開場時間
会

場

会場規模
入

場

料

出展社数
来場者数

展示対象

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）
2020 年 10 月 21 日（水）～ 10 月 23 日（金）【 3 日間 】

午前 10 時～午後 5 時（最終日 23 日のみ午前 10 時～午後 4 時）
東京国際展示場「東京ビッグサイト」西・南展示ホール（東京都江東区有明 3-11-1）
49,280㎡
無料（入場登録制：事前もしくは当日）
500 社（見込み）
【国内企業・団体 450 社、海外企業 50 社】
12 万人（見込み）
主な来場者：ケアマネジャー、ホームヘルパー、福祉施設職員、福祉団体・ボランティア関係者、医師、
看護師、PT、OT、保育士、建築・設計関係者、製造業、販売業、行政、福祉・介護・医療・
工学系学生、エンドユーザー、一般
Ａ．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
Ｂ．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
Ｃ．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
Ｄ．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
Ｅ．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、おむつ関連用品、自動排泄処理装置
Ｆ．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
Ｇ．コミュニケーション・見守り機器
補聴器、福祉電話、FAX、携帯会話補助器、拡大読書器、活字文書読上げ装置、視覚障害者用誘導システム、
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、コミュニケー
ション関連ロボット
Ｈ．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
Ｉ．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
Ｊ．義肢、装具
Ｋ．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
Ｌ．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
Ｍ．福祉施設環境設備・用品
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
Ｎ．感染症等予防用品
空気清浄機、加湿器、消毒器、感染症等予防用品
Ｏ．在宅・施設サービス経営情報システム
福祉事業関係コンピュータシステム
Ｐ．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

国際福祉機器展H.C.R.とは
H.C.R. は、日本初の福祉機器の国際展示会であり、世界でも欧米に次ぐアジア最大規模の
福祉機器の展示会に発展しました。
高齢者と障害者の自立と参加を支えることを目的に毎年開催し、最新の保健福祉・介護・
リハビリに関する役立つ情報を、40 年以上にわたって発信し続けています。

H.C.R. の目標
主催者である全国社会福祉協議会と保健福祉広報協会は、以下の目標を達成するため、よりよい展示会づくり

を進めます！

1. 豊かで安心・安全な社会・システムづくりに貢献

2. 高齢者・障害のある人々の自立生活とリハビリ・介護の向上に貢献
3. 福祉機器の適切な利用と普及促進に貢献

4. 福祉機器の開発と関連ビジネスの発展に貢献

5. 福祉・リハビリ・介護等の人材養成・確保に貢献
6. 福祉・介護等サービス事業者の発展に貢献
7. 国際交流・海外情報の提供に貢献

H.C.R. の特長
 長年にわたり継続して開催され、福祉・介護分野の展示会として定着

H.C.R. は、厚生省（現厚生労働省）と日本の福祉のナショナルセンターである社会福祉法人全国社会福祉

協議会の共催で 1974 年（昭和 49 年）11 月に実施した「社会福祉施設の近代化機器展」が始まりであり、
40 年以上の実績と知名度があります！

 H.C.R. は、商談、ニーズ
・シーズのマッチング、国内外の介護・福祉保健分野の情報共有が行える、
アジア最大規模のワンストップ展示会
出展社・来場者の多様性、国際性により、H.C.R. は商談展に留まりません。新規取引先の開拓から海外進出、

製品開発まで、会期 3 日間で網羅できます！

 福祉・介護分野のすべてのステークホルダーが一堂に

福祉・介護施設・事業所の役職員はもちろん、福祉機器の製造・販売業を中心としたビジネス関係者、官公庁・

産業振興団体、研究機関、さらに高齢者・障害者とその家族など、H.C.R. に訪れる来場者は国際性・多様性
に富んでいます！

前回の実績
H.C.R.2019 来場者割合

来場者数：34 か国・1 地域より 10 万 5,675 人
出展社数・製品数：14 か国・1 地域より 438 社、およそ 2 万点
※自治体や公益団体などのブースへの参加企業（68 社）を含める
と 506 社

1. 行政 2%
2. 福祉団体 3%

10. 一般
22%

当日のプレス取材：205 社

7. 製造業
6%

－ TOKYO MX「TOKYO MX NEWS」、NHK「NHK World

Japan great gear」 ほか

新聞・Web ニュース

4. 在宅サー
ビス 6%

9. 建築
・設計
2%

主な掲載メディア
TV

3. 福祉施設
11%

8. 販売業
44%

－毎日新聞、日本経済新聞 電子版、

5. 病院・
リハセン
3%
6. 研究機関
2%

日刊ゲンダイ Digital、excite ニュース、All About NEWS、

Response ほか

業界紙・情報誌

－月刊福祉、ふれあいケア、福祉介護テク

ノプラス、シルバー新報、月刊ケアマネジメント、日経ヘ
ルスケア、家具週報、月刊文具、住宅産業新聞

ほか

出展社・来場者アンケート結果
出展社アンケートでは、自社や製品の PR、来場者からのフィードバックを得るといった出展目的が達成され

たと評価いただいています。このため、回答した出展社の 98.2% が次回の出展に「興味がある」と意欲を示し
ています。

出展目的とその達成度
その他

90%

製品のPRをするため

89%

自社のPRをするため

87%

新製品を発表するため

77%

来場者から製品のフィードバックを受けるため

76%

新規の顧客・取引先（潜在的を含む）を得るため

70%

商談を行うため

98.2％

63%

新たな販売機会を得るため
販売・技術開発などの提携先を探すため

次回の出展に
「興味がある」

59%
28%

来場者アンケートでは、回答者の約半数が、施設・在宅サービスを提供す

る中で利用する製品、あるいはご自身や家族が利用する製品を探しに来場し、
76.8％が製品の「利用の決定・承認をする」など、何らかの形で製品の導入に
製品の導入に
関わる

76.8％

関わると回答しています。

2019 年（昨年） 出展社リスト
国内出展社 379社
ア

アース製薬（株）
（株）アートプラン
（株）アイザック
アイシン軽金属（株）
（株）アイテイシー
アイテック（株）
アイリスチトセ（株）
（株）アイルリンク
（株）青芳
（株）明石スクールユニフォームカンパニー
（株）アグリ王
旭（株）
朝日産業（株）
アサヒサンクリーン（株）
旭蝶繊維（株）
AssistMotion（株）
アシックス商事（株）
（有）アジャスト
（株）アスティコ
アズワン（株）
アタム技研（株）
（株）アテックス
アド・ロールス（株）
アビリティーズ・ケアネット（株）
（株）アマノ
（株）アム
（株）アルコ・イーエックス
アルジョ・ジャパン（株）
安寿／アロン化成（株）
イー・アーム（株）
（株）EMシステムズ
（株）イーストアイ
（株）いうら
（株）イケヒコ・コーポレーション
イズミ（株）
出雲市
イデアライフケア（株）
（有）移動サポート
（株）イノフィス
いばらき成長産業振興協議会（茨城県）
（株）今仙技術研究所
医療・介護ベッド安全普及協議会
（株）インタージェット
インナービジョン
インフォコム（株）
（株）インボディ・ジャパン
（株）ウィズ
ウィズワン（株）
（株）ウェルパートナーズ
（株）ウェルファン
ウチヱ（株）
（株）内田洋行
エア･ウォーター（株）
エーケービジネス（株）
（株）エースシステム
（株）エクシング
（株）エクセルエンジニアリング
（株）エクセルシア
企業組合 S.R.D
（株）エス・エム・エス
（株）エス・エス・エス
SFA Japan（株）
（株）HM Products
（株）エナジーフロント
（株）エヌウィック
（株）NSK
エバグリーンシステムズ（株）
M&Rる～む
エムウィンソフト（株）
（株）エルエーピー
（株）エンドウ商事
（株）大井製作所
（株）オーエックスエンジニアリング
OG Wellness／オージー技研（株）
（株）オーシン
ピューラックス／（株）オーヤラックス
オカ（株）
（株）オカバマネジメント
（株）オカムラ
オットーリフト（株）
（株）小原工業
（株）オフィス清水
（株）オンザウェイ
カ

介援隊
快歩主義
KAZEN
（株）加地 / エクスジェル シーティング ラボ
（学）神奈川大学
（株）カナミックネットワーク
川村義肢（株）

（株）カワムラサイクル
（一財）機械振興協会
キシ・エンジニアリング（株）
北九州市介護ロボット開発コンソーシアム
（株）キャロッツシステム
（株）QOLサービス
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
九セラ（株）
（株）QDレーザ
キユーピー（株）
（株）キュリオ
（株）共伸製作所
近鉄スマイルライフ（株）
Guidosimplex Japan
クマリフト（株）
CRAAS
（株）グランツ
クリロン化成（株）
（株）クレアクト
（株）クレッセント
グローリープラン（株）
黒田（株）
（株）ケアファッション
ケアメディックス（株）
（株）ケアリング
ケイ・ホスピア（株）
（株）ケンコー・トキナー
（株）コアテック
SIAA／抗菌製品技術協議会
弘進ゴム（株）
神戸医療産業都市
神戸生絲（株）
広洋産業（株）
広和（株）
（株）コーヤシステムデザイン
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
（有）コス・インターナショナル
COTEMALI／フィールド・クラブ（株）
（株）コムラ製作所
（株）コンダクト
（株）今野製作所
（株）コンフォート
サ

（株）サイ
斉藤工業（株）
（有）さいとう工房
酒井医療（株）
（有）坂本接骨院
（有）サポートマーケティングサービス
サラヤ（株）
三協エアテック（株）
（株）サンコー
サンヨーホームズ（株）
（株）サンワ
三和紙工（株）
ジーコム（株）
シースター（株）
（株）シーディーアイ
シーホネンス（株）
（株）Z-Works
（株）ジェイ・テック
ジェイセップ九州（有）
（株）ジェイテクト
微笑（ほほえみ）（株）シコク
（株）自重堂
（株）シナノ
（株）島製作所
（株）シモヤマ
シャムロック・レコード（株）
住宅防火対策推進協議会
城東テクノ（株）
（国研）情報通信研究機構
昭和貿易（株）
（株）シルバー産業新聞社
シルバー新報（環境新聞社）
（株）シロクマ
シンエイテクノ（株）
（国研）新エネルギー･産業技術総合開発機構
（株）シンエンス
新光産業（株）
（大）信州大学
シンテックス（株）
（株）スギヤス／Bishamon
スケーター（株）
スズキ（株）
スマート介護／プラス（株）ジョインテック
スカンパニー
（株）スマートショッピング
澄建設（有） SUNSUMI
住商モンブラン（株）
住友理工（株）
住江織物（株）
（株）スミロン
（株）諏訪田製作所
（株）スワニー

（株）星光医療器製作所
精工技研（株）
（一財）製品安全協会
（株）世界文化社
積水ホームテクノ（株）
セパレーターシステム工業（株）
セロリー（株）
（福）善光会
（福）全国社会福祉協議会 出版部
（一社）全国福祉用具専門相談員協会
セントケア・ホールディング（株）
セントワークス（株）
（株）総合サービス
（株）ソルクシーズ
タ

（株）第一興商
（株）タイカ
大建工業（株）
ダイハツ工業（株）
大邦機電（有）
（株）ダイヤコジャパン
ダイワ化成（株）
タカノ（株）
（株）タカラトミー
TAKEX 竹中エンジニアリング（株）
（株）竹虎 ヒューマンケア事業部
田辺プレス（株）
TANO
玉川衛材（株）
（株）タマツ
（株）ダンロップホームプロダクツ
（株）近澤製紙所
（株）中旺ヘルス
（株）つえ屋
TiMotion Japan（株）
（株）ティグ
（株）帝健
帝人フロンティア（株）
DIPPERホクメイ（株）
（公財）テクノエイド協会
テクノグリーン販売（株）
（株）テクノスジャパン
（有）テクノム
（株）デベロ
（株）テラモト
（株）テレウス
（株）電制
東海機器工業（株）／燦
東京体育機器（株）
（公財）東京都福祉保健財団
（公社）東京都理学療法士協会
（学）東京理科大学
（株）東経システム
（株）東洋製作所
（株）東和モータース販売
トーエイライト（株）
TOTO（株）
トクソー技研（株）
徳武産業（株）
（有）徳毛レジン
栃木県
（公財）鳥取県産業振興機構
（株）トマト
トヨタ自動車（株）
（株）豊通オールライフ
豊丸産業（株）
トリケアトプス
トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
トレンドマスター（株）
（株）トンボ
ナ

（株）ナースステージ
ナガイレーベン（株）
中村ブレイス（株）
西川（株）
（株）日画
日産自動車（株）
日進医療器（株）
日東工器（株）
（株）日本テレソフト
（株）ニホン・ミック
日本アサヒ機工（株）
（一社）日本ガス石油機器工業会
（一社）日本玩具協会
（株）日本コンピュータコンサルタント
認定NPO法人 日本セルプセンター
（一社）日本福祉用具･生活支援用具協会
（JASPA）
（一社）日本福祉用具供給協会
（公社） 日本理学療法士協会
（一社）日本リハビリテーション工学協会
ネクストシステムラボラトリーズ（有）
（株）ノアコンツェル
ノット（株）
ハ

（株）バイオシルバー

（株）ハイテックシステムズ
（株）ハイビックス
ハカルプラス（株）
箸ぞうくん
パシフィックサプライ（株）
橋本エンジニアリング（株）
羽立工業（株）
（株）ハッピーリス
パナソニック（株）
（株）花田
（有）ハニーインターナショナル
濱田産業（株）
パラマウントベッド（株）
（株）パンジー
パンテーラ・ジャパン（株）
（株）ピーエーエス
ピジョン タヒラ（株）
（株）日立ケーイーシステムズ
（株）日立システムズ
（株）ビック・バン
（株）ヒミカ
ファイン（株）
（株）フェニックス
フォーエヴァー（株）
（株）フォーライフメディカル
（株）福祉新聞社
福島工業（株）
（株）FUJI
富士通（株）
（株）富士データシステム
フジホーム（株）
（有）フセ企画
フットマーク（株）
（株）フツラ
（株）プラスヴォイス
（株）プラスワン
（株）プラッツ
フランスベッド（株）
（株）ブルーオーシャンシステム
フローラ協会
プロト・ワン（有）
プロンプター甲斐（有）
（株）ベテル
（株）ベネフィットジャパン
（株）ベルクレール
ペルモビール（株）
（株）ボウンディア
（有）ホームケア渡部建築
北海道庁
本田技研工業（株）
マ

（株）正木設計／マウント
マッスル（株）
（株）松永製作所
松本ナース産業（株）
松吉医科器械（株）
マツ六（株）
（株）マリアンヌ製靴
丸菱工業（株）
三笠産業（株）
（株）ミキ
（株）ミクニ ライフ＆オート
（有）ミッツコミュニケーションズ
（株）南日本情報処理センター
宮崎県北部医療関連産業振興等協議会
（株）ムーンスター
（株）メディカルスイッチ
（株）メディカルプロジェクト
（株）メトス
MOAS （モアス）
（株）モトヤ
MOVAID（株）
（株）モリタエコノス
（株）モリトー
（株）モルテン
ヤ

矢崎化工（株）
（株）ヤナセオートシステムズ
（株）山口安製作所
山崎産業（株）
ヤマハ発動機（株）
（株）ユーエスマネジメンツ
（株）ユーキ・トレーディング
ユーバ産業（株）
ユニトレンド（株）
（株）ヨシズカシステムプロダクト
ラ

ライフモア（株）
（株）ライフリング
（株）ライフワン
ラックヘルスケア（株）
（株）ランダルコーポレーション
（株）リード
リーフ（株）
（株）LIXIL
（株）リッチェル

リナック（株）
（株）レイクス２１
（独） 労働者健康安全機構 吉備高原医
療リハビリテーションセンター
（独）労働者健康安全機構 総合せき損セ
ンター
（株）ロジック
（株）ロングライフ
ワ

YKK AP（株）
（株）Y's craft
（株）ワイズマン
和心システム（株）
（株）早稲田エルダリーヘルス事業団

海外出展社 59社
Australia

INVACARE AUSTRALIA PTY LTD
Canada

Garaventa Lift
China

CHONG-Z (XIAMEN) INDUSTRIAL &
TRADING LTD.
Hengshui Hengzekang Medical Equipment
Co.,Ltd.
NINGBO KANGMAILONG MEDICAL
APPARATUS.,CO LTD
U.S.PACIFIC NONWOVENS INDUSTRY LTD.
Xinhai Technology Group Co., Ltd.
Zhejiang Jiecang Linear Motion
Technology Co., Ltd.
Zhejiang Loctek Intelligent Motion
Technology Co. LTD
Denmark

Cobi Rehab ApS
Guldmann A/S
LIFTUP A/S
Meyland-Smith A/S
R82 A/S
ROPOX
VELA
WELLNESS NORDIC
France
Finland

AKROMED FRANCE Sarl
PHARMA OUEST INDUSTRIES
Germany

DEWERT OKIN
Guldmann GmbH
limoss GmbH & Co. KG
REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH
Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Italy

FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE
KIVI SRL
ORMESA SRL
Korea

Wheel Line Co., Ltd.
Netherlands

Handicare Bathroom Safety BV
Sweden

BraunAbility Europe AB
Etac AB
Taiwan

APEX HEALTH CARE MFG.,INC.
APLUS HARDWARE CORP.
ENIGMA CARE CO.,LTD
FREE Bionics Inc.
HAION Caster Industrial Co., Ltd.
Homecare Enterprise Co., LTD.
Ideabus Technology Co.,Ltd
I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd.
JING YUN PLASTIC CO., LTD.
LongGood
MERITS HEALTH PRODUCTS CO., LTD.
Step2Gold Co., Ltd.
U.K.

Bryn Roberts Ltd.
KINGKRAFT LTD.
OM INTERACTIVE LIMITED
Sunrise Medical Ltd.
TFH LTD
U.S.A.

AbleNet Inc.
Comfort Company
Max Mobility
Performance Health
RIFTON EQUIPMENT
ROHO, Inc.
Roll-A-Ramp
Sunrise Medical Home Health Care Group
TiLite
VARILITE
Vietnam

REHAB ITALIAN DESIGN CO., LTD

