平成 30 年 10 月 10 日（水）〜12 日(金)に国際福祉機器展 HCR 2018 が開催されます。
当協会の会員の皆様も出展されますので、ご案内させて頂きます。
是非、各ブースにお立ち寄り下さい。皆様のお越しをお待ちしております。
一般社団法人日本福祉用具供給協会
（小間番号順）
会社名

ウチヱ株式会社

URL

http://uchie.co.jp

●小間番号

東 1-05-06

ウチヱは『おもいやりをかたちに』をテーマにお客様からのご要望を速やかに商品（カ
タチ）にしてまいりました。これからもご利用者様が便利にご使用していただける製
ＰＲコメント 品を開発、製造して発表していきます。
【展示予定商品】・はいねーるジェル・はいねーる・シャワースカール D セーフティロック
・楽チルセーフティロック・タスカル HL チルト・パルース 他

会社名
URL

RT.ワークス株式会社

●小間番号

東 1-06-09

https://www.rtworks.co.jp/

(株式会社 竹虎様ブース内)
〜安心と快適な歩行を思いのままに〜センサーとモータを駆使したロボティクステク
ノロジーで高齢者の外出機会を増やし、行動範囲を広げることでより豊かな生活を
ＰＲコメント
送ってほしいとの思いで誕生、好評いただいている「ロボットアシストウォーカーRT.１、
RT.２」、さらに、多くのご要望より、今夏から新登場の「RT.２ トールサイズ」。スロー
プにてご体験いただけますので、是非お立ち寄り下さい。

会社名

株式会社ウェルファン

URL

http://www.welfan.co.jp

●小間番号

東 3-19-01

弊社は福祉用具の総合卸です。当社の販売カタログ・福祉用具便利帖は、新たに３
６号を発刊します。今回も豊富な品揃えで約 4000 アイテムを掲載しており、全国
ＰＲコメント の物流センターより迅速に配送が出来ます。また、新商品では病院や施設向けのリ
ハビリ機器・楽々シリーズ３種類を出展いたします（セミナー開催あり）ＷＥＢ発注シス
テムもリニューアルし、見やすく分かりやすく、より便利な仕様に改善しております。

会社名
URL

シンエイテクノ株式会社

●小間番号

東 3-19-11

http://diamat.jp

2007 年の発売以来ご愛顧いただいている滑り止めお風呂マット「ダイヤタッチ」に、
お湯の中で滑りにくく、座ったときにお尻に優しい「ダイヤタッチ浴槽台」と、握力の
弱い方も濡れた手でもしっかり握れる「ダイヤタッチバー」が加わり、硬質ゴム製滑り
ＰＲコメント 止め段差解消スロープ「ダイヤスロープ」に、ゆるやかな勾配 10 度の「ダイヤスロー
プ 10」や 10ｃｍ以上の段差解消のため軽くて頑丈な「ダイヤスロープＦＲＰ」が加わ
りました。腰痛予防の「ダイヤバンド」や「元気ニギニギ」など健康・介護予防 用品も
開発・製造しております。 是非お立ち寄りください！

会社名
URL

パラマウントベッド株式会社

●小間番号

東 4-01-02

http://www.paramount.co.jp

パラマウントベッドでは発売以来ご好評いただいている在宅介護用電動ベッド「楽匠
Z シリーズ」をはじめ、新しい介護ベッドシリーズ「rento(レント)」、簡便な操作性と通
気性をもった新発売のエアマット「ここちあ利楽」、様々なシステムとの連携にも対応
ＰＲコメント
できる医 療・介 護 施 設 用ベッド「エスパシア」を出 展します。また共 同 出 展 の
Handicare 社より新カラーを追加した「ハンディウォーク」を出展します。是非弊社ブ
ースへお立ち寄りください。

会社名
URL

株式会社タイカ

●小間番号

東 4-01-03

http://www.taica.co.jp/pla/

アルファプラシリーズは、介護・福祉用品に加え独自の技術を活かし、機能性寝具用
品、防災・災害対策用品を開発しました。いずれも世界中の介護の現場でも活用で
きる商品です。今回は各シリーズの新商品『アルファプラ F クッション』、『アルファプラ
ＰＲコメント
スリープピロー』、『でるキャップ』を展示しています。新しいアルファプラの挑戦を是非
ご体感下さい。またタイカの技術体感コーナーも設けました。αゲル、曲面印刷も必
見です。

会社名
URL

DIPPER ホクメイ株式会社

●小間番号

東 4-01-04

http://www.dipper-hokumei.co.jp/

突っ張り型手すりの代名詞ともなっている定番商品「ベストポジションバー」をさらに
進化させた「ベスポジｅ」を、具体的な生活シーンごとに展示しております。要介護認
ＰＲコメント 定の厳格化や早期退院により、在宅での質の高い住環境整備が一層求められてい
ます。新たなオプション製品によって、軽度者はもちろん中・重度者までの幅広いご
利用者様へ向けたご提案ができます。ぜひ実物に触れお確かめください。

会社名
URL

住友理工株式会社

●小間番号

東 4-01-10

http://www.sumitomoriko.co.jp/product/health/MSZF831UL/index.html

当社独自開発のスマートラバー(SR)センサを内蔵したフィードバック機能付き体圧分
散エアマットレス、『SR アクティブマットレス体圧ブンさん』を中心に展示します。体に
ＰＲコメント かかる圧力の集中箇所を計測、エアセルを動作させることでピンポイントに除圧し、
床ずれ防止をサポートします。臥床者の体圧分布を計測することで、体格や寝姿勢
に応じたオーダメイドの体圧分散を提供します。是非その寝心地をご体感下さい。

会社名
URL

株式会社 タマツ

●小間番号

東 4-02-02

http://www.tamatsu.jp

今回の展示会では、ご好評を頂いている屋内での歩行支援手すり「つながる手すり・
すりてあ」立ち座り支援手すり「すりてあ・cuteZ」コンパクトな玄関用手すり「ステップ
ＰＲコメント バー框 03、02」を展示致します。すりてあは事例集を使い詳しく説明します。また、
参考出品も予定しておりますので、この機会に是非ご意見、ご要望をお聞かせくだ
さい。ご来場お待ちしております。

会社名
URL

シーホネンス株式会社

●小間番号

東 4-02-03

http://www.seahonence.co.jp/index.html

「体動」・「心拍」・「呼吸」・「離床」といったご利用者様の状態を「見える化」し、介護
負担を軽減する体動センサー『安心ひつじα』を HCR に初出展します。その他、業界
ＰＲコメント 初の誤嚥リスクを低減するヘッドレスト機能搭載ベッド『和夢 彩（なごむ さい）』・『コ
アネオ』、スタッフの腰痛負担を軽減する移乗用リフトも展示いたします。是非ブース
にてご体感ください。

会社名
URL

株式会社ケープ

●小間番号

東 4-02-06

http://www.cape.co.jp/

新しく生まれ変わった上敷きタイプの高機能エアマットレス「トライセル E」、自動体
位変換器「スモールチェンジ ラグーナ」などのエアマットレスをはじめ、リニューアルし
ＰＲコメント たウレタンマットレスや、車いす用クッション、ポジショニングクッションを展示して皆様
をお待ちしております。また、ブースでは、最 新 の総 合カタログをお配りしておりま
す。黒いブースが目印です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

会社名

アタム技研株式会社

URL

http://www.atam.co.jp/

●小間番号

東 4-04-09

最新型の福祉用具洗浄機、乾燥機等を複数機種出展致します。
展示ブースにて実機をご覧いただきながら、詳しいご説明を致します。
・２枚型マットレス洗浄機「ＭＲⅡ−２１３１ＳＫ」
ＰＲコメント ・１枚型マットレス洗浄機（２００ｍｍ厚迄対応）「ＭＲ−２０２ＸＫ」
・２段型エアマットレス洗浄機「ＡＭⅡ−２７０１」
・多目的・洗浄機「ＴＳ−１２０３」 ・小型多目的・洗浄乾燥機「ＲＦ−０５３」
・車いす車輪専用洗浄機「ＲＷ−０３１Ｓ」

会社名
URL

株式会社プラッツ

●小間番号

東 4-05-12

http://www.platz-ltd.co.jp/whatnew/pdf/2018/20180906̲HCR2018̲
A4chirashi̲omote̲ol.pdf

今回は 11 月発売予定の新型ベッド「ミオレットⅢ」を出展いたします。
本商品は「低床」「省スペース」「移乗のしやすさ」「身体のズレ抑制」などのご利用者
様のメリットだけでなく、「1 台 6 役で在庫負担軽減」「パーツの軽量化で作業者様の
ＰＲコメント
腰痛予防」など、取扱事業者様の「働き方改革」をサポートできる仕様となっておりま
す。私たちの商品開発のテーマである「高品質・高機能・低価格」を体現した新型機
を、ぜひご覧ください。

会社名
URL

城東テクノ株式会社

●小間番号

東 5-09-07

http://www.joto.com

自立支援における「手すり・段差解消」向けの商品を全面的に展示いたします。また
在宅介護向けの仕様を備えたリフォーム用内装建材も同時に出展します。他メーカ
ＰＲコメント
ーには無い、「motte 勝手口タイプ」や「ハウスステップ」等、実際に体感していただき
ながら実際の症状・状況に合わせたご提案のヒントになるブース構成です。

会社名
URL

株式会社シンエンス
https://www.sinenth.co.jp

●小間番号

東 5-10-09

http://www.genki-kobo.com

福祉用具業界において「電動車いす事業(卸レンタル・販売)」「メーカー事業(歩行器
関連機器の卸販売)」の 2 つの事業を展開しております。電動車いす事業では、卸レ
ンタルを中心に、新車・中古車の販売、買取、出張修理まで行っております。メーカ
ＰＲコメント
ー事業では、国内最軽量のピックアップ型歩行器「カーボンウォーカーⅡ（折りたたみ
モデル）」が 10 月からラインナップに加わりました。是非、弊社ブースにお立ち寄りく
ださい。

会社名
URL

マツ六株式会社

●小間番号

東 5-15-05

https://www.mazroc.co.jp/

「転倒予防モデルハウス」をコンセプトに、一般的住宅をイメージし、転倒予 防 を実
際に体験していただける空間を設けております。玄関、階段、廊下、水まわり、お茶
の間、庭などを再現し、場所ごとに手すりをはじめとしたベストな転倒予防アイテム
ＰＲコメント
をご提案いたします。また浴室用手すり「ソフトアクアレール」の新シリーズをはじめ、
「フリーＲレール」新商品もお披露目いたします。皆様のご来場を心よりお待ち申し上
げております。

会社名
URL

ケアメディックス株式会社

●小間番号

東 6-20-04

http://www.caremed.co.jp

日本の住環境に適したスロープ「ケアスロープ」シリーズをご紹介します
１．ケアスロープ：間口の狭い日本家屋に適した幅 70cm でメンテナンス性に優れて
います。
ＰＲコメント ２．ケアスロープ J：ケアスロープ 2 台をジョイント台でつなぐ業界初の連結式スロー
プ、高段差、多段差を解消。
今回の H.C.R.2018 では、ケアスロープ J 同様ケアスロープと組み合わせことで「新
たな利用シーンに対応できる」段差解消製品を参考出展します。

会社名

株式会社加地

URL

http://exgel.jp

●小間番号

東 6-21-03

15 年以上の実績をもつエクスジェルの車椅子クッションはじめ、車椅子利用でありつ
つ様々な分野で活動されておられるアクティブな方や子どものための新製品を発表
ＰＲコメント します。さらに、座る快適な環境創りの支援だけではなく、福祉施設での介助する側
の労働環境改善の一助として、装着型補助ツールの紹介をします。介助される側だ
けではなく、介助する側も含めた支援に取り組む企業です。

会社名
URL

日進医療器株式会社

●小間番号

東 6-22-02

http://www.wheelchair.co.jp

ＨＣＲ2018 では子供用のＰＩＬＯＴ２モジュール、ＣＡＰＴＡＩＮ２、チルトリクライニング
でレッドウッド３などを展示。高齢者用では人気のウルトラシリーズに新機種が登場し
ＰＲコメント
ます。スポーツ用では世界で活躍するチェアスキーやレサーと合わせバトミントンなど
の新たなモデルも展示します。是非ご来場ください

会社名
URL

株式会社松永製作所

●小間番号

東 6-22-03

http://www.matsunaga-w.co.jp

皆様、こんにちは！岐阜にあります車椅子メーカーの松永製作所と申します。新製
品「マイチルト・ミニ 3D」をはじめ、お体に合わせた車椅子がお選び頂けるよう、様々
ＰＲコメント なバリエーションの車椅子をご用意しております。実際に乗って体験して頂くイベント
や商品説明のプレゼンテーションも企画しております。是非とも弊社ブースにお立ち
寄り下さい。

会社名
URL

株式会社島製作所

●小間番号

東 7-01-02

http://www.shima-seisakusyo.com

最 新 の歩 行 器 ・シルバーカー・サイドカーやおススメの入 浴 用 品 等 を展 示 していま
ＰＲコメント す。未発売の参考出品商品も展示予定ですので、島製作所ブースまで是非お越しく
ださい。心よりお待ちしております。

会社名
URL

株式会社 イーストアイ

●小間番号

東 7-01-05

http://www.easti.co.jp

背の高い方におすすめなブラックカラーのシックな歩行器や、ご好評のスリムな馬蹄
型歩行器のハイタイプ、話題の特大かご付き歩行車など、4 点の新商品を展示致し
ＰＲコメント ます。また、「セーフティーアームシリーズ」を始め、歩行器やシャワーベンチ、スロープ
など、多数展示致しますので、ぜひ弊社ブースまでお越しください。新カタログをご
用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

会社名
URL

象印ベビー株式会社

●小間番号

東 7-03-08

http://www.zojirushi-baby.co.jp

福祉用具の移動手段である製品は、近年ファッション化の波が押し寄せており、弊社
では、格好良く、スマート、上品をコンセプトに開発しております。今回、NEW タイプ
ＰＲコメント
『ヘルシーワン W』を筆頭に、歩行車、シルバーカー、サイドカーの NEW タイプを揃え
ておりますので、皆様のお越しをお待ちしております。

※以上、広報のご希望のありました会員様をご案内させて頂いております。

当協会においてもブースを出展します。
皆様、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい！
●小間番号・・・東 4−０5−15

