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Kid s Square

協力：横浜市総合リハビリテーションセンター

子ども向け福祉機器の開発・普及
を目的に、子ども向けの福祉機器
を総合展示するとともに、専門家
による相談コーナーや、保育士が
常駐するひとやすみコーナーを開
設します。

Ⅰ 福祉機器展示コーナー
Ⅱ   相談コーナー 

（各日：11：00 ～ 12：00、 
13：00 ～ 14：30、 
15：00 ～ 16：00）

Ⅲ   現在も未来も大切です！子どもの住
まい（肢体不自由・医療的ケア・知
的障害・発達障害）相談コーナー  

（各日：13：30 ～ 16：00）
IV ひとやすみコーナー

子ども広場 
～子どもの福祉機器と相談コーナー

① グルービーⅡ
（株）コーヤシステムデザイン／小間番号：S2-011

�

〒194-0212
東京都町田市小山町142-1
TEL.042-798-4644
http://www.koya-sys.com/

① JWX-2
ヤマハ発動機（株）／小間番号：S1-041

ハンドリムをこぐ力をモーターが補助する電動車いすです。
手動車いすの操作が困難な方でも、電気のちからで軽く滑
らかにこぐことができます。

〒438-8501
静岡県磐田市新貝2500
TEL.0538-32-2106
http://www.yamaha-motor.
co.jp/wheelchair/

① JWX-1 PLUS＋
ヤマハ発動機（株）／小間番号：S1-041

ジョイスティックレバーで操作する電動車いすです。モー
ター付きのタイヤに交換することで、手動車いすを電動化
することができます。

〒438-8501
静岡県磐田市新貝2500
TEL.0538-32-2106
http://www.yamaha-motor.
co.jp/wheelchair/

最新モデルです�（ティルトモデルと、リクライニング・ティ
ルトモデル）。

1.��成長対応フレームで、調整、部
品交換をしながら長期の使用が
可能です。
2.��たくさんのカラーバリエーショ
ンから好きな色を組み合わせて
選ぶことができます。
3.��特許技術の張り調節と、オリジナ
ルのフレームにより、やさしく、
しっかりと子どもの体を支えます。

製品カテゴリー
① 車いす
② バギー・歩行器
③ いす・カーシート
④ 学習・訓練機器／コミュニケーション機器
⑤ 食事用具・食器／衣類・靴
⑥ 入浴・トイレ用具／家具

展示製品の
説明時間

11：00 ～ 
12：00

13：00 ～ 
14：00

14：30 ～ 
15：30

9/25（水）
○ いす・カーシート
○ 食事用具・食器

／衣類・靴

○ 学習・訓練機器
／コミュニケー
ション機器

○車いす
○バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用

具／家具

9/26（木）
○車いす
○ バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用

具／家具

○ いす・カーシート
○ 食事用具・食器

／衣類・靴

○ 学習・訓練機器
／コミュニケー
ション機器

9/27（金）
○ 学習・訓練機器

／コミュニケー
ション機器

○車いす
○バギー・歩行器
○ 入浴・トイレ用

具／家具

○いす・カーシート
○ 食事用具・食器

／衣類・靴
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① 水まわり用車いす
TOTO（株）／小間番号：S4-031

① ティーノ
（株）ティグ／小間番号：S1-017

〒578-0905
大阪府東大阪市川田4-1-32
TEL.072-965-0598
http://www.titanium-tig.com

① PILOT2
日進医療器（株）／小間番号：S2-016

〒481-8681
愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL.0568-21-0635
http://www.wheelchair.co.jp

① PANTHERA Bambino
パンテーラ・ジャパン（株）／小間番号：S2-017

〒311-4164
茨城県水戸市谷津町細田1-8
TEL.029-257-2522
http://www.panthera-japan.jp

〒802-8601
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
TEL.0120-03-1010
https://jp.toto.com

① ティーノモジュラー
（株）ティグ／小間番号：S1-017

〒578-0905
大阪府東大阪市川田4-1-32
TEL.072-965-0598
http://www.titanium-tig.com

① PANTHERA Mirco
パンテーラ・ジャパン（株）／小間番号：S2-017

〒311-4164
茨城県水戸市谷津町細田1-8
TEL.029-257-2522
http://www.panthera-japan.jp

の60％

Tino（ティーノ）はチタンのスペシャリストであるティグ
が開発した子供用アクティブ車いすです。�
アルミニウムと比較して、約 2倍の比強度を持つチタンは、
素材そのものの強度によって、他の車いすよりも軽量にす
ることが可能です。

剛性が高いことによって、
軽い力でも車いすを前に
進めてくれます。

しっかりとした座りと、こぎ動作のサポート力に配慮した、
ジュニアサイズ�アクティブスタンダード車いす。シートパ
イプはメインフレームの上方に位置する設計で、ひざを鋭
角に曲げて座ったときに、シートパイプがひざ裏に当たり

ません。バックサポート
アウターシートは選択が
可能です。

「車いすに乗っても活動的で快適な生活を」というパンテー
ラの基本コンセプトはそのまま子どもたちの車いすにもあ
てはまります。シンプルなアクティブチェアー。フレーム
はスタンダードタイプと、前方フレームチューブが広がっ

たアブダクションタイプ
の 2 タイプ。成長対応可
能な調節機構付き。
マイナーチェンジされ、
さらに操作性 ･ 走破性が
向上！

ティーノモジュラーは、成長対応を搭載したアクティブ
キッズです。
モジュラー機能によって子どもの成長に合わせて車いすの
調整ができるようになったことで、自分の体にフィットし
たポジションで軽快に操作することができます。

どんなお子さんでも、自分の力で自由に動きまわりたいと
願っています。
ミクロはそんな願いをかなえてくれる遊具。
最小限の力で動くように設計されているので自分で動くこ
との喜びと自信を与え、積極性と自立心を育みます。

0歳～対象。
唯一無二の車いす。

・��軽量で小回りがきく、介助用車いすです。
・��アームレストは介助に便利なはね上げ式です。
・��浴室ではシャワーチェアとして使えます。
・��トイレでは座ったまま用を足すことができます。� �

�　さらに、ウォシュレッ
トの洗浄機能などが使
えます。
・��オプションでシートと
前方グリップを品揃え
しています。
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① miniNEO キッズ・スクール
（株）オーエックスエンジニアリング／小間番号：S1-015

思いのままに動かせるこぎやすさを実現しました。
広い調整範囲を持ち、豊富なオプションとアクセサリーで
多様なニーズに応えます。

〒265-0043
千葉県千葉市若葉区中田町2186-1
TEL.043-228-0777
http://www.oxgroup.co.jp/

① REDWOOD3
日進医療器（株）／小間番号：S2-016

〒481-8681
愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL.0568-21-0635
http://www.wheelchair.co.jp

① レルキッズ・Ｔタイプ
（ティルト＆リクラ）
（有）さいとう工房／小間番号：S1-023

〒130-0004
東京都墨田区本所4-27-3
TEL.03-3621-0508
http://www.saitokobo.com/

② キュリオ　ストローラー A
（株）キュリオ／小間番号：S1-005

〒500-8441
岐阜県岐阜市城東通2-37
TEL.058-213-7363
http://www.curio-inc.co.jp

② Cricket バギィー
テクノグリーン販売（株）／小間番号：S1-013

〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西1-4-22
梅田東ビル
TEL.06-6377-2234
https://technogreen.co.jp/
welfare/

② シャトルディスカバリー
（株）ユーキ・トレーディング／小間番号：S2-003

〒110-0008
東京都台東区池之端2-5-46-2F
TEL.03-3821-7331
http://www.yukitrading.com/

　　　

６輪型により従来の４輪型の約半分の旋回径を実現し、狭
い日本の住環境等で活躍します。下り坂や傾斜でも安全に
走行できます。ティルトやリクライニングで姿勢や体圧を
変化させ身体を休めることも可能。屋内・屋外を問わない

オールマイティな電動車い
すです（オプションも様々
あり）。

剛生の高いフレーム構造と大きく幅広い前後輪により、片
手でも安定して操作することが可能です。また、独自の折
り畳み機構により、省スペース化を実現、軽自動車のトラ
ンクにも乗るほど小さく折り畳むことが可能です。

寸法調整・パーツ交換で様々な環境に適応します。ニッシ
ン独自のトライアングルティルト機構は、ティルト動作を
３点で支えます。フレームのブレ、たわみが少なく安心し
て使用できます。シート前端部から直下型のレッグパイプ

や、樹脂製半カバー泥除けな
ど、ジュニア用のオプション
も充実しています。

キュリオストローラーは日本で開発を行い、国内の車いす
フレーム工場で製造しているベビーカーです。大型ノーパ
ンクタイヤを装着し優れた走行性能を保ちながら、コンパ
クトなサイズで小回りがききます。また、シート下に買い

物かごが収納できます。日本
の工場で修理・メンテナンス
の対応します。

成長対応型で「0歳児～身長約120cm位まで」使用可能で
す。成長やお身体の変化に合わせていつでも快適なサイズ
感で使用できます。簡単に対面仕様になる優れもので、2
人乗り仕様も可能なモデルです。室内用木製フレームは 3

タイプあり。ぜひ一度ご試乗
ください。
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② スキップ R
（株）コーヤシステムデザイン／小間番号：S2-011

〒194-0212
東京都町田市小山町142-1
TEL.042-798-4644
http://www.koya-sys.com/

② Stingray シーティング・バギィー
テクノグリーン販売（株）／小間番号：S1-013

〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西1-4-22
梅田東ビル
TEL.06-6377-2234
https://technogreen.co.jp/
welfare/

② BUG（バグ）
昭和貿易（株）／小間番号：S1-030

〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-10-5
TEL.03-5822-1385
http://www.showa-boeki.co.jp

② バディー
（株）コーヤシステムデザイン／小間番号：S2-011

〒194-0212
東京都町田市小山町142-1
TEL.042-798-4644
http://www.koya-sys.com/

② バディーライト RUN
（株）コーヤシステムデザイン／小間番号：S2-011

〒194-0212
東京都町田市小山町142-1
TEL.042-798-4644
http://www.koya-sys.com/

② Vivo（ビーボ）
昭和貿易（株）／小間番号：S1-030

〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-10-5
TEL.03-5822-1385
http://www.showa-boeki.co.jp

軽量・コンパクトな折り畳み式バギー車です。
簡単操作で４段階にリクライニングできます。
背張り調整機能がありＳ・Ｍ・Ｌの３サイズで３～13歳く
らいが使用者の目安となります。

BUG（バグ）シーティングシステムは、2サイズのシート
ユニットと 3 種類の屋内用ベース、屋外用ストローラー
ベース、24 種類のオプションで構成されており、様々な組
み合わせにより、より良い姿勢と使いやすさを実現します。
国の座位保持装置完成用部品に認定されています。

バディーシリーズ　コンパクト最軽量モデル。
卓越した座位保持性を備えた、リクライニング・ティルト
式のモジュラー型手押し型車いすです。

1.��POPな10インチ後輪！車輪が
大きくなって走行性能が向上
2.��安心と信頼の「パームシート」
3.��段階式リクライニング＆ティ
ルト機構
4.��軽量、コンパクト！
5.��おむつ交換可能！
6.��豊富なオプション類！

業界初『回転式対面シート機構』�により、子どもがバギィー
に座ったままシートが対面式に変更できます。ティルト＆
リクライニング機構が装備され、座背角を広げて“寝た状
態”�に近づけて使用することも可能です。

シーティングを重視したダブルリクライニング式　（ティル
ト＋背リクライニング）のバギーです（特許技術「パームシー
ト」搭載）。
ティルトリクライニング車でありながらティルト式バギー

の軽量性を保ち、リクライニング機
能を使用すれば外出時のオムツ交換
が可能です。座面高を高くして、介
助を容易にし、子どもの視線も高く
保ちます。

座面角が 10°とフラットに近いため、頭部・体幹の支持が
割合できる子どもに向いています。軽量でコンパクトに折
りたためるため、車への積み下ろしが楽に行えます。手押
し型リクライニング式車いすです。
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② PIGLEO2
日進医療器（株）／小間番号：S2-016

〒481-8681
愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL.0568-21-0635
http://www.wheelchair.co.jp

② PIGLEO TILT3
日進医療器（株）／小間番号：S2-016

〒481-8681
愛知県北名古屋市沖村権現35-2
TEL.0568-21-0635
http://www.wheelchair.co.jp

② リフトン　ペーサー
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：S1-025

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

③ x:panda シーティング・システム
テクノグリーン販売（株）／小間番号：S1-013

〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西1-4-22
梅田東ビル
TEL.06-6377-2234
https://technogreen.co.jp/
welfare/

③ PILOT（パイロット）
昭和貿易（株）／小間番号：S1-030

〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-10-5
TEL.03-5822-1385
http://www.showa-boeki.co.jp

③ Panda シーティング・システム
テクノグリーン販売（株）／小間番号：S1-013

〒530-0015
大阪府大阪市北区中崎西1-4-22
梅田東ビル
TEL.06-6377-2234
https://technogreen.co.jp/
welfare/

どこまでも軽く・コンパクトに。そして、しっかりとした
座位の保持。これらの実現を目指して生まれた、使いやす
いバギーです。座シート奥行きとフットサポートの高さは、

子どもの成長に合わせて調節
できます。座面高は高めの
50cm。地面の埃や日差しの照
り返しから搭乗者の身体を遠
ざけてくれます。

歩行中、骨盤は垂直方向および横方向の両方に自由に動き
ますが、歩行訓練の際は、この通常の生体力学が制限され
ることが少なくありません。リフトンペーサーに、この自
由な動きを可能にするダイナミック機能が備わりました。
会場でぜひお試しください。

１．��座位保持パーツが標準装備（肩ベルト、体幹パッド、
内転防止パッド）

２．���幅広い成長対応（高さ調整式ヘッドレスト、背幅調整
式サイドガード、シートイクステンションが標準装備）

３．��ISOFIX にも対応

快適でストレスフリーな座位姿勢を実現するティルト・リ
クライニングバギー。活動的なとき、体をやすめたいとき
などの状況にあわせて姿勢を変換できます。高めの座面高

は地面の埃や日差しの照り返
しから搭乗者の身体を遠ざけ
ます。通気性の良いメッシュ
シート、クッション性の高い前
輪タイヤ・後輪タイヤを採用し
ています。

座面・背もたれ・座面幅がそれぞれ拡張機能を持ち、長き
に渡って使用できます。特に、筋緊張が高く、“そり返り”
が強い子どものために、背もたれが可動する�『ダイナミッ

ク・バック機構』�を搭載して
います。

個々の子どもの成長や身体状況の変化、使用環境の変化に、
「経済的」に、「タイムリー」に、「個々にフィット」した
対応を長年に渡って可能にする、シーティングシステムの

決定版�『Panda』� は、20 年以
上も日本の多くの子どもに愛
用されています。
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③ バンビーナチェア【Ｓサイズ】
タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ バンビーナチェア【Ｍサイズ】
タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ バンビーナチェア【Ｌスリムサイズ】
タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ バンビーナ move
タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ バンビーナチェアダイニング
【Ｓサイズ】

タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ バンビーナチェアダイニング
【Ｍサイズ】

タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

●�子どもの成長に合わせた４サイズ。
●���骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと支えます。
●���パットの位置や背もたれ角度が調整でき、快適に座れます。
●���オプションで内転防止パットとテーブルを用意していま
す。
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す。

●�ダイニングテーブルで使える高さのあるタイプです。
●�骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと支えます。
●���パットの位置や背もたれ角度が調整でき、快適に座れます。
●���オプションで内転防止パットとテーブルを用意していま
す。

●�子どもの成長に合わせた４サイズ。
●�骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと支えます。
●���パットの位置や背もたれ角度が調整でき、快適に座れます。
●���オプションで内転防止パットとテーブルを用意していま
す。

●�キャスター付で動かしやすいタイプです。
●�骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと支えます。
●���パットの位置や背もたれ角度が調整でき、快適に座れます。
●���オプションで内転防止パットとテーブルを用意していま
す。

●�ダイニングテーブルで使える高さのあるタイプです。
●�骨盤パッドが両側から腰まわりをしっかりと支えます。
●���パットの位置や背もたれ角度が調整でき、快適に座れます。
●���オプションで内転防止パットとテーブルを用意していま
す。
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④ TANO
TANO ／小間番号：W2-046

③ mobile car seat
（株）ピーエーエス／小間番号：S2-030

〒562-0031
大阪府箕面市小野原東1-3-21
TEL.072-727-0521
http://www.pas21.com/

③ LAPS kids
タカノ（株）／小間番号：S1-002

〒399-4431
長野県伊那市西春近下河原5331
TEL.0265-72-3157
http://www.takano-hw.com

③ リフトン　アクティビティチェア
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：S1-025

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/

④ こんにちは赤ちゃん
（男の子・女の子）

トレンドマスター（株）／小間番号：W3-028

〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子327
TEL.090-8495-4694
http://trendmaster.co.jp

④ スイングフレーム
矢崎化工（株）／小間番号：S4-016

〒359-0023
埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL.04-2944-7113
https://www.kaigo-web.info/

TANOTECH㈱
〒254-0035
神奈川県川崎市中原区中丸子327
平塚市宮の前1-4-5F
TEL.0463-73-5490
http://www.tanotech.jp/

座いすとしても使えるカーシート！姿勢保持もしっかりで
きる優れもので、リクライニングの調整も成長対応も簡単
にできます。

座面高、角度のほか、各種オプション部品で座位姿勢を安
定させます。安定した座位により、勉強、食事など様々な
場面に積極的に参加できます。いすが前後に揺れる機能が

あり、身体を前後に揺らす
動きを制限せず、座り続け
られます。会場でお試しく
ださい。

スイングフレームはパシフィックサプライ㈱の感覚統合器
具「スイング」を吊り下げて振子運動や回転運動ができる
ハビリテーション器具です。
4種類のスイングを取り付けることができ、スイングの吊
り下げバリエーションも豊富です。
吊り下げ方を変えることで動きも変化するため、目的に応

じ幅広い使用が可能となり
ます。

学童いす用クッションです。
学校・施設で使用している学童用イスに取り付けられ、座
位を安定することができるクッションです。身体障害、発

達障害のある子どもにお
使いいただけます。

こんにちは赤ちゃんは、あやすとお話しする機構と、話し
かけると応える機構を採用しています。妹が欲しい子ども
にも、子育て経験のある高齢者にも好まれる、赤ちゃんの
代理です。

TANO�はコントローラーを持たずセンサーの前に立つだ
けで、体の動きや音声に反応して直感的に楽しめます。80
種類以上のプログラムは、リハビリテーションやトレーニ
ングだけではなく、レクリエーションとしてもご活用して
いただけます。リハビリテーションに適した体の動きを取
り入れており、年齢に関係なく誰でも簡単にご利用できま
す。
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④ デュアルタスクマット
（株）ヨコセ（栃木県ブース）／小間番号：W2-077

〒320-0804
栃木県宇都宮市二荒町5-12
TEL.028-634-7643
http://www.dual-task.com/

④ なでなでねこちゃん DX3
（シャムちゃん・アメショーちゃん・ロシアンブルーちゃん）

トレンドマスター（株）／小間番号：W3-028

〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子327
TEL.090-8495-4694
http://trendmaster.co.jp

④ なでなでワンちゃん
秋田犬　HACHI
トレンドマスター（株）／小間番号：W3-028

〒211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸子327
TEL.090-8495-4694
http://trendmaster.co.jp

④ ユニバーサルゲーム
デスクトップ　おけだま
オプトニカ工房（有）（栃木県ブース）／小間番号：W2-077

〒323-0827
栃木県小山市神鳥谷861-1
TEL.0285-39-1522
http://okedama.jp/

⑤ CR C2140
（株）ムーンスター／小間番号：W4-020

〒830-8622
福岡県久留米市白山町60
TEL.0942-30-1125
http://www.moonstar.co.jp

⑤ CR J2103
（株）ムーンスター／小間番号：W4-020

〒830-8622
福岡県久留米市白山町60
TEL.0942-30-1125
http://www.moonstar.co.jp

デュアルタスク * 機能を向上させるトレーニングアイテ
ム。『先を見る』『予測する』『動く』、この“安全に歩く”
という一連の行動をゲーム感覚で楽しめるよう設計された
『デュアルタスクシリーズ』で簡単な日々のトレーニング
を始めてみませんか？子どもの成長時の歩行機能向上を促
す期待ができます。

*同時に2つの課題を行なう事

なでなでワンちゃん秋田犬は、撫でると鳴く機構と、呼べ
ば応える機構を採用しています。犬を飼いたくても飼えな
い子どもにも、高齢者にも好まれる、ペットの代理です。

子供の足と歩きを徹底研究し、健やかな成長を育むムー
ンスターの高機能シューズです。足に優しい「つま先ゆっ
たり」「靴底が正しく曲がる」「かかとの安定」「洗えるイ
ンソール」の 4 大機能を搭載しています。

なでなでねこちゃんDXシリーズは、撫でると鳴く機構を
採用しています。猫を飼いたくても飼えない子どもにも、
高齢者にも好まれる、ペットの代理です。

柔らかく手触りの良い「おてだま」を投げて落とさずに載
せた棚の得点を競う安全なゲームです。誰でも楽しめるの
はもちろん、軽い運動やリハビリなどにも広く利用できま
す。さあ楽しいユニバーサルデザインをお試しください。

子供の足と歩きを徹底研究し、健やかな成長を育むムー
ンスターの高機能シューズです。足に優しい「つま先ゆっ
たり」「靴底が正しく曲がる」「かかとの安定」「洗えるイ
ンソール」の 4 大機能を搭載しています。
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⑤ トップヘッド
中村ブレイス（株）／小間番号：S1-010

〒649-0305
島根県大田市大森町ハ132
TEL.0854-89-0231
http://www.nakamura-brace.
co.jp

⑤ Mum 2 Mum
食事エプロン・ショート
ノット（株）／小間番号：W2-080

〒104-0054
東京都中央区勝どき1-6-5-505
TEL.03-5859-5317
https://knot2.com/

⑤ Mum 2 Mum
食事エプロン・ロング
ノット（株）／小間番号：W2-080

〒104-0054
東京都中央区勝どき1-6-5-505
TEL.03-5859-5317
https://knot2.com/

⑤ Mum 2 Mum
よだれかけ　バンダナタイプ・スモール
ノット（株）／小間番号：W2-080

〒104-0054
東京都中央区勝どき1-6-5-505
TEL.03-5859-5317
https://knot2.com/

⑤ スマイルオープナー
（株）サカエ工業（栃木県ブース）／小間番号：W2-077

〒329-4421
栃木県栃木市大平町西野田614
TEL.0282-43-3501
https://www.sakae-k.co.jp

⑤ スマイルスプーン
（株）サカエ工業（栃木県ブース）／小間番号：W2-077

〒329-4421
栃木県栃木市大平町西野田614
TEL.0282-43-3501
https://www.sakae-k.co.jp

スマイルオープナーは、ペットボトルのキャップを片手や
小さな力で開けることができる自助具です。ペットボトル
のキャップは口径が小さいために握りにくく、開けること

ができない場合があります。そん
な時は、スマイルオープナーを
使ってキャップを開けてくださ
い。子どもや高齢の方、女性や障
害のある方などに最適な商品で
す。

転倒時の衝撃から頭部を保護します。低反発素材を使用し
衝撃吸収性が良く、通気性、速乾性に優れ、蒸れにくく洗
濯も可能です。重量も軽く、色も 16 種類の中から選べま
す。また、使用する低反発素材はハロゲン成分を含まず、
燃焼してもダイオキシン類発生の可能性がない、環境にも
優しい素材です。

小学生から高齢者まで幅広く使えるビッグサイズの食事エ
プロン。食事前の簡単セットで本人はもちろん、介助者も
衣服や床を汚すストレスから解放されます。汁物が多くて
もしっかり吸収し、裏は水分を通しにくく衣服に染み込み
汚す心配のない 3層仕立て。下部を折り返してボタンで留

めるとポケットになり食べ
こぼしもしっかりキャッチ。

スマイルスプーンは、スライドして適量を押し出すことで、
口の中でスプーンをひっくり返すことなく的確に舌中央に
食べ物を運ぶことができる、新しいスプーンです。開口障
害のある方や、食べ物を口の中に入れることが困難な方を
サポートし、食べる側も介助する側も快適に食事の時間を
過ごすことができます。

子どもから小柄な大人まで使える、よだれかけ兼食事エプ
ロン。本人はもちろん、介助者も服が濡れて汚れてしまう
ストレスから解放されます。よだれかけとしてはバンダナ
タイプより広い面をしっかりカバー。食事に使えば、肌に
優しいタオル地がお茶や果物などの水分をさっと吸水し、

裏のナイロンで服が濡れな
いようしっかりブロック。

だ液の出やすい症状の子どもが助かる工夫がたくさんのよ
だれかけ。タオル地の柔らかい肌触りと抜群の吸水力で約
60cc の水分を瞬時に吸収し、裏はナイロンで洋服への染み
を防ぎます。一般的なスタイと比べると 1日の使用枚数が
ぐっと減って助かります。デザインもよだれかけに見えな
いバンダナ型で大きくなっても抵抗なく使えます。
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⑥ Wallfy
（株）イチムラ（北海道庁ブース）／小間番号：W2-098

〒067-0051
北海道江別市工栄町22-1
TEL.011-351-3000
http://www.ichimura-
seisakusho.co.jp

⑥ 腰掛便器用手すり（ぞう）
TOTO（株）／小間番号：S4-031

〒802-8601
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
TEL.0120-03-1010
https://jp.toto.com

⑥ 姿勢補助手すり「楽助さん」
イデアライフケア（株）／小間番号：W1-025

〒394-0004
長野県岡谷市神明町4-1-21
TEL.0266-24-3377
http://www.idea-gr.co.jp

⑥ 洗浄保湿剤　カラダキレイⓇ

（株）アビサル・ジャパン（北海道庁ブース）／小間番号：W2-098

〒064-0804
北海道札幌市中央区南4条西
12-1304-4
TEL.011-530-6500
http://www.abyssal.jp

⑥ ゆ～楽さん　小児用（電動式）
矢崎化工（株）／小間番号：S4-016

〒359-0023
埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL.04-2944-7113
https://www.kaigo-web.info/

⑥ 幼児用シャワーパン
TOTO（株）／小間番号：S4-031

〒802-8601
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
TEL.0120-03-1010
https://jp.toto.com

「Wallfy」は年齢やライフステージの変化と共に多目的に部
屋を使いたい方のための壁面収納棚です。棚や BOXを使
う方の動作や動線、使用頻度に分けて自由に収納位置を変
えることができます。付属のアイテムもバリエーション豊

富。使う目的に合ったアイ
テムやレイアウトで家具の
使用感そのものや空間に変
化が生まれるユニークな家
具です。

最適な座位姿勢を保つことができる姿勢補助手すりです。
どこでも必要な時にさっと設置ができるので日常のあらゆ
るシーンでの座位保持（排泄姿勢保持・車いす・介護いす
での姿勢保持・ベッドサイドでの端座位保持等）で利用で
きます。

気管切開した子どもの首に水がかからないように膨らませ
て体を支えることで安全・安心な入浴が可能となります。
介助者に合わせた腰を痛めにくい安心な高さで介助できま
す。

自然に手を伸ばした位置に手すりがあるため、座位が安定
します。
さらに、ペーパーを取り付けられるので、ラクな姿勢でペー
パーを使えます。
安心してつかまることができるため、衣服の着脱の際にも
役立ち、先生の負担も軽減します。

本品をスプレーすること（洗い流し不要）で、肌の汚れを
落とし、きちんと保湿。医療機関にて皮膚疾患 20 症のエ
ビデンスを取得。現在は重度障害児施設で臨床試験中。敏
感肌やバリア機能の低下した肌への使用制限もなく、子ど
もの肌を清潔に守ります。清拭やフットケア、オムツ交換
時にもおすすめ。※乳幼児用はNICUでの使用実績あり。

水はねを防ぐ三方壁
壁を三方に立ち上げることで水はねを軽減し、プライバ
シーが確保できます。
つかまり歩きのできる横手すりで安心
子どもが握りやすい高さに横手すりを設置。握らせて立た
せることで、子どもの体が洗いやすくなります。

出入り時の安全と使い勝手を
考慮した設計
シャワー水栓は子どもの出入
り時に体が当たらない位置に
あります。
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⑥ リフトン　HTS
アビリティーズ・ケアネット（株）／小間番号：S1-025

１台で、排泄、シャワー浴、入浴、の３つの場面で活用で
きます。特にHTSは排泄に必要とされる最も快適な姿勢を
取れるように設定できます。成長に合わせた調整も可能で
す。会場でお試しください。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木4-30-3
新宿ミッドウエストビル
TEL.03-5388-7200
http://www.abilities.jp/
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