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介助用スペースは3ホールです。
来場者の方々が、おむつ交換や
更衣等をされる際に利用できる
スペースです。

印のトイレには障害者対応設備がございません。

会議棟6F・7F 会議室
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Conference Room, Conference Tower, 6F

◆
【1】
H.C.R. 国際シンポジウム
International Symposiums

交 通
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Transportation

●りんかい線 国際展示場駅

West Hall

●都営バス・水上バス ターミナル

Rinkai Line: Kokusai Tenjijo Station

◆H.C.Rセミナー
10月12日【2】
～
【3】、10月13日【4】、10月14日【5】
～
【7】

Toei Buses and Ferryboats

●ゆりかもめ 国際展示場正門駅

Yurikamome Line: Kokusai Tenjijo Seimon Station

次回〔 第 44 回 H.C.R. 2017 〕の開催日程（予定）

ご来場の皆さまへ 注意事項

会
期 ：2017年（平成29年）9月27日（水）～29日（金）
会
場 ：東京ビッグサイト 東展示ホール
出展募集 ：2017年（平成29年）2月1日（水）から開始予定
H.C.R. 2016 車いす貸出コーナー
企 業 名 ：（株）いうら

1.

協力企業一覧

WHILL（株） 電産商事（株） フランスベッド（株）
※社名五十音順

第43回国際福祉機器 H.C.R. 2016
主 催

全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会

2.

期 日

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）

H.C.R.は、 高 齢 者・ 障 害 者 の 自 立 と 介 護 を 支 援 す る
福祉機器の購入・利用を検討される方々が実際に見て
触って情報を得ることを目的とする展示会です。高齢
者・障害者の方々が安心してゆっくりと福祉機器を見
学できるよう、ご来場される皆様も一緒に支えてくだ
さい。
展示会場内は撮影禁止です。カメラ、ビデオ類などの
持込みはご遠慮ください。携帯電話による写真撮影・
動画撮影も禁止です。
（※11.の場合を除く）

3.

出展社・団体以外の方が展示会場内でちらしの配布や
セールス・勧誘をおこなうことは禁止します。

4.

ご来場は、「りんかい線」「ゆりかもめ」などの公共交
通機関をご利用ください。駐車場には限りがあります
ので、車いす利用者等歩行が困難な方を優先してご案
内させていただきます。

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

10月13日 13：00～16：00
参加費 ： 1,000円

5.

6.

平成28年10月12日（水）〜10月14日（金）【3日間】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）

8

東京ビッグサイトの駐車場は、他の展示会では出入り
に長時間かかる状況も見られます。場所や料金システ
ムを事前にご確認いただくほか、待ち合わせ時間など
にご注意ください。
H.C.R.では、50,000平方メートルの会場（野球球場
5面程度）に約20,000点の福祉機器が展示されます。
事前にホームページや資料でご覧になる場所を十分ご
検討のうえ、ご来観ください。

7.

受付や展示会場内は混雑が予想されます。会場を見て
廻るのに時間がかかることをご了承ください。

8.

会場内は禁煙です。喫煙される方は必ず会場外に設け
られた東京ビッグサイト所定の喫煙コーナーをご利用
ください。

9.

他の展示会で置き引きの被害が多発しています。お手
回り品の管理などは十分ご注意ください。

10. 東展示ホールガレリア（通路）に「車いす貸出コー

ナー」を配置しています。ご利用の際には、運転免許
証、学生証、身体障害者手帳などの身分証明書が必要
です。なお、貸出用の車いすは数に限りがございます
ので、ご希望に添えない場合があることをご了承願い
ます。

11. H.C.R.では、主催者、報道機関、出版社・団体が、本
展示会の記録・広報を目的として、会場風景の写真な
らびに動画の撮影をおこないます。ご理解くださいま
すようお願い申しあげます。

12. 主催者では基本的な応急処置の対応しかできません。
ご来場の際の体調管理に十分ご留意ください。

13. H.C.R.の運営は、来場者の安全確保を最優先します。

他の来場者の安全や展示会運営の妨げとなる行為がお
こなわれたと主催者が判断した場合、状況によっては
退場していただくことがあります。

