
ご挨拶 

世界初の視覚障害者向けイベントとなる「サイトワールド」が、各界のご

理解とご後援をいただき、視覚障害者の生活･文化向上に不断の研究･開発に

携わる斯界４６法人の出展参加、および学術関係者各位のご協力で開催の運

びとなりました。皆さまおひとりおひとりに感謝申し上げます。 

 何事によらず「聞いて、ふれて、さわって、感じて」はじめて理解できる

ことは多くあります。ともすれば一方向の情報伝達となりがちであった機器

展から、「サイトワールド」は、双方向の情報交換を目指し、視覚障害者のみ

ならず、来場者すべてが満足していただけるイベントとして開催されます。 

多くの方にご来場いただき、「日常サポートから最先端テクノロジーまで」

を、「来た、見た、触れた、納得した」を体感されますようお勧めします。こ

のイベントにて発せられる情報・成果を、来場されたすべての方と共有する

ことに、主催者としてこの上ない喜びを感じています。 

 多くの方の支えに感謝とともに、「サイトワールド」の成功を祈念いたして

おります。 

社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 

理事長 笹 川 吉 彦 

 

ふれてみよう！ 日常サポートから最先端テクノロジーまで 

視覚障害者のための国際情報・機器＆サービス総合展 
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ご挨拶 

 「サイトワールド」を世界初のイベントとして開催にあたり、ご来場い

ただく皆さま、出展団体各位、ご後援いただいた皆さま、親身な世話をし

ていただくボランティアの方々に、実行委員会を代表し、衷心より御礼を

申し上げます。 

 最先端の機器展示だけでなく、研究発表があり、意見や思いを言える場

があり、視覚障害者も楽しめる映画があり、行けばすべてが分かるような

展示会を開きたいとの提案に、日本盲人福祉委員会の笹川理事長をはじめ、

日本点字図書館田中理事長他多くの方々が賛同を寄せられ、日本盲人福祉

委員会に実行委員会を設け、「サイトワールド」の開催に漕ぎ着けることが

できました。 

 企画にあたり考慮した点は、開催日(平日と祝日)、交通至便、会場が狭

すぎず、広すぎないこと、視覚障害者向けに配慮された商品、用具、機器

などの生活・就学・就労に関わるものの出展、即ち、会場に出向けば、す

べてのものに触れて、試して、納得できること、日本のみならず世界で流

通している商品・機器の出展、講演会、シンポジウム、ライフサポート学

会、体表点字の発表、アクセシビリティ･フォーラムでは研究等の肩のこら

ない発表、そして、介助者なしでも来場できること、などにあります。従

って展示会というより、イベントと呼ぶことが相応しい「サイトワールド」

となりました。 

 幸い私たちの呼びかけに応じて海外企業の出展も得られ、国内外合わせ

て４６法人の出展者、学会発表者、およびご来場者全員が主役という世界

初のイベントとして「サイトワールド」が誕生いたしました。 

 産声はあげましたが、「サイトワールド」を育む主役も、また、来場者・

出展者・参加者全員であります。どうか遠慮なく意見を寄せられ、この「サ

イトワールド」を大きく育てていだきますようお願いいたします。 

 サイトワールド実行委員会 

実行委員長 榑 松 武 男 

（ＫＧＳ株式会社 代表取締役社長） 



ご挨拶 

笹川日本盲人福祉委員会理事長、榑松サイトワールド実行委員長が書かれ

ていますように、わが国初の画期的な催しが実現しました。 

ここ３年ほど、ドイツのフランクフルトで開催されていますサイトシティ

に出かけていますが、榑松委員長と「こんな催し物が東京で開けたらいい」

と話していたことが、実現することになりました。その背景には、私自身が

ビッグサイトで開催される国際福祉機器展に行っていて、興味のある展示に

めぐり合うことがどんなにたいへんか、ということをしみじみ感じていたか

らです。とても一人では行くことができません。付添いの人がいればいるで、

遠慮もあり、思うがままに展示品を探し求めることができません。サイトシ

ティのように白杖一本で自由に歩き回れて、自分で判断しながら好きなだけ

珍しい機器を堪能できることが、どんなにすばらしいことかを痛感していた

からです。 

 それにサイトワールドでは、シンポジウム、講演会、研究フォーラムなど

で知識を吸収することもできますし、音声解説の付いた映画を毎日楽しむこ

ともできます。サイトシティより優れた企画になったのではないかと、関係

者一同自負しております。 

 皆様のご支援を得て、このサイトワールドが今後ますます発展していくこ

とを期待いたします。 

サイトワールド実行委員会 

事務局長 田 中 徹 二 

（社会福祉法人 日本点字図書館 理事長） 

サイトワールド実行委員会 

実行委員長   榑 松 武 男 （ＫＧＳ株式会社 代表取締役社長） 

事 務 局 長   田 中 徹 二 （社会福祉法人 日本点字図書館 理事長） 

実 行 委 員   荒 川 明 宏 （株式会社ラビット 代表取締役） 

実 〃 員   岡 村 原 正 （有限会社ジェイ･ティー･アール 代表取締役） 

実 〃 員   近 藤 義 親 （ＫＧＳ株式会社 営業部長） 

実 〃 員   杉 山 雅 章 （社会福祉法人 日本点字図書館 用具事業課長） 

実 〃 員   高 橋  実 （社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター 理事長） 

実 〃 員   武 居 俊 之 （社会福祉法人 名古屋ライトハウス 名古屋盲人情報文化センター） 

実 〃 員   福 岡 順 作 （株式会社アサツー ディ･ケイ：アドバイザー） 

実 〃 員   譜久島和美 （社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 職員） 

実 〃 員   星 川 安 之 （財団法人 共用品推進機構 専務理事） 

実 〃 員   望 月  優 （株式会社アメディア 代表取締役）         (あいうえお順) 



講演会等　会議室（９階）スケジュール

時間 会議室１．２　（９F) 会議室４　（９F）

11
月
２
日
㈭

10:00

映画　「ALWAYS三丁目の夕日」
視覚障害者プライベートホームシアター体験会

（家族で楽しめる音声ガイド付DVDビデオの上映）

ライフサポート学会
コミュニケーション支援に関する研究発表

どなたでも聴講できます
11:00

12:00

13:00
筝 演奏　　　　　　　榑松志保美

　　　　　　　　　　　　　　　（宮城社大師範）14:00
講演会：　「福祉工学の挑戦」

講師　伊福部 達（東京大学教授）15:00

16:00

11
月
３
日
㈮

10:00

映画　「ALWAYS三丁目の夕日」
視覚障害者プライベートホームシアター体験会

（家族で楽しめる音声ガイド付DVDビデオの上映）
国際的に初めての「体表点字」体験会

主催　　桜雲会・体表点字研究チーム
研究者      　　桜雲会担当者、

佐々木信之/筑波技術大学
大墳（おおつか）聡/群馬工業高等専門学校

長谷川貞夫/日本点字図書館評議員

11:00

12:00

13:00

14:00 シンポジウム：　「支援技術のこれから」
コーディネーター　石川 准（静岡県立大学教授）
パネラー　ジョン･ガードナー（オレゴン大学教授）15:00

16:00

11
月
４
日
㈯

10:00

映画　「ALWAYS三丁目の夕日」
視覚障害者プライベートホームシアター体験会

（家族で楽しめる音声ガイド付DVDビデオの上映）

11:00 GLDパブリッシング
「ｉータッチ技術の応用および新スクリーンリーダの紹介」

12:00

13:00 アメディア
「ウェブデザイナーと視覚障害利用者との交流会」

「サイトワールド･アクセシビリティ･フォーラム」
コーディネーター　榑松武男（KGS㈱社長）

14:00

15:00

16:00

講演会：11月2日(木) pm2:00 
　「福祉工学の挑戦」　講師　伊福部 達 （東京大学 教授）

シンポジウム：11月3日(金) pm2:00
　「支援技術のこれから」　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  石川 准 （静岡県立大学 教授）

                             　パネラー： ジョン・ガードナー （オレゴン大学 教授）

フォーラム：11月4日(土) pm1:30
　「サイトワールド･アクセシビリティ･フォーラム」 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 榑松武男 （KGS㈱社長） 

　研究発表：「触知記号のサイズが識別容易性に及ぼす影響」 　 藤本浩志（早稲田大学　教授）

　研究発表：「真空成型による半立体触覚教材の作製と活用」  　大内 進（国立特殊教育総合研究所）

　研究発表：「体表点字の研究とその応用について」　　佐々木信之（筑波技術大学　教授）

　研究発表：「晴眼者との協調による発想の支援について」  　 湯瀬裕昭（静岡県立大学　助教授）

　研究発表：「生活支援情報データベースの構築と可能性」　竹下 亘（日本ライトハウス盲人情報文化センター）

　研究発表：「アメリカの視覚障害者の現況 」　　ロナルド・秀島（米国･リビング･スキルセンター､インストラクター）

　研究発表：「ポケットタイプ点字ディスプレイについて」　 鈴木義則（ＫＧＳ㈱ 開発部課長） 　　　　 他



カテゴリー別　出展者名

カテゴリー 出展団体･企業名

歩行誘導（点字案内、音声
案内、誘導装置）

池野通建     計画技術研究所(プロジェクトゆうあい）
実業エージェンシー  サン工芸  ＴＮＫ  電工社　日本電気
名古屋盲人情報文化センター   レハ･ヴィジョン

点訳ソフト
アイフレンズ    アメディア    エクストラ  　ラビット
Dolphin Computer Access

視覚障害者向けパソコンソフト アイフレンズ    アメディア    エクストラ    ラビット

録音図書再生機 シナノケンシ    松下電器産業     CFROG

録音図書製作ソフト シナノケンシ

識別装置 松下電器産業（ものしりトーク）   レハ･ヴィジョン（カラートーク）

拡大読書器
KGS   タイムズコーポレーション   トラストメディカル   ナイツ
HIMS    LVI

弱視眼鏡・ルーペ
（支援補助機器）

朝倉メガネ    ナイツ  　CareTec

点字ディスプレイ
エクストラ     KGS     ジェイティーアール    日本テレソフト
HIMS    HumanWare

点図表示ディスプレイ KGS   計画技術研究所(プロジェクトゆうあい）   筑波技術大学

点字プリンタ
アイフレンズ     エクストラ     KGS    ジェイティーアール
日本テレソフト    ViewPlus

SPコード読上げ装置 廣済堂スピーチオ販売     日本福祉サービス

墨字文書読上げ支援機器 アイフレンズ    アメディア  　PLUSTEK

立体コピー機 KGS    Zychem

点字ラベル製作機 キングジム    KGS

三療関連 GLDパブリッシング（音声経穴人形）

UD商品
コーポレーションパールスター（衣料、グッズ）   東京電力（IH調理

器の展示と体験）  　松下電器産業（炊飯器、電子レンジ）

インターネット利用のサービ
ス・システム

日本電気     ヴォイステクノロジーズ
楽市ブロードバンドソリューション

放送関連
ＪＢＳ日本福祉放送（視覚障害者向けラジオ放送）

NHK放送技術研究所（デジタル放送関連）

研究発表
筑波技術大学  　　　　  日本アイ・ビー・エム
NHK放送技術研究所

用具の紹介と販売
視覚障害者支援総合センター  　日本点字図書館
名古屋盲人情報文化センター

組織活動の紹介 日本盲人社会福祉施設協議会 盲人用具部会
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小間№ 出展団体･企業名 掲載頁 小間№ 出展団体･企業名 掲載頁 小間№ 出展団体･企業名 掲載頁 小間№ 出展団体･企業名 掲載頁

1 名古屋盲人情報文化センター 14 13 東京電力㈱ 13 21 HIMS Co.,Ltd 18 29 ㈱サン工芸 11

2 HumanWare 18 14 楽市ブロードバンドソリューション㈱ 17 21 LVI  Low Vision International 19 30 ㈱ラビット 17

3 ㈱アメディア 9 15 松下電器産業㈱ 16 21 Zychem Limited 19 31 ㈱キングジム 10

4 ㈱トラストメディカル 14 16 シナノケンシ㈱ 12 22 ㈲エクストラ 10 32 筑波技術大学 13

5 ㈱タイムズコーポレーション 12 17 PLUSTEK INC 19 23 日本電気㈱ 15 33 ＮＨＫ放送技術研究所 16

6 ㈱ナイツ 14 18 池野通建㈱ 9 24 ㈱ＴＮＫ 13 34 日本アイ・ビー･エム㈱東京基礎研究所 14

7 ㈱朝倉メガネ 9 19 ㈱電工社 13 25 ㈱計画技術研究所
NPO法人

プロジェクトゆうあい 10 35 ＪＢＳ日本福祉放送 11

8 ㈱ＧＬＤパブリッシング 11 20 ヴォイステクノロジーズ㈱ 16 26 ㈱アイフレンズ 9 36 日盲社協 盲人用具部会 16

9 ㈱コーポレーションパールスター 11 21 ＫＧＳ㈱ 8 27 レハ・ヴィジョン㈱ 17 37 視覚障害者支援総合センタ 12

10 View Plus 19 21 CareTec GmbH 17 27 日本福祉サービス㈱ 15 38 日本点字図書館 15

11 ㈱日本テレソフト 15 21 CFROG Inc. 18 28 ㈱実業エージェンシー 12

12 ㈲ジェイ･ティｰ･アール 8 21 Dolphin Computer Access Ltd 18 28 廣済堂スピーチオ販売㈱ 10
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社名 ＫＧＳ 社名 株式会社 有限会社 ジェイ・ティー・アール

URL http://www.kgs-jpn.co.jp URL http://www.jtr-tenji.co.jp

E-mail info@kgs-jpn.co.jp E-mail info@jtr-tenji.co.jp

電話 0493-72-7311 FAX 0493-72-7337 電話  03-3967-6606 FAX  03-3967-8254

〒 355-0321 窓口 ＶＩＰ営業 〒  115-0051 窓口

所在地 埼玉県比企郡小川町小川1004 所在地  東京都北区浮間4-17-4

　新製品「ブレイルテンダーBT46」、ブレイ
ルテンダーは46マスの点字ディスプレイ、パ
ソコンとの使用をより簡単に、やさしくする
ことを考えて、これまでにない薄型のデザイ
ンを採用しました。ノートパソコンやキー
ボードの手前に置いてお使いいただくこと
で、その使い易さを実感していただけます。
　来年発売予定の「ブレイルメモポケッ
ト」、名前のとおりポケットに入るサイズに
ブレイルメモの機能を凝縮しました。どちら
の製品もＫＧＳのブースで体験できます。
　ＫＧＳ インターナショナルブースでは、
世界の有名メーカーが集結しました。
CareTec、Dolphin、CFrog、HIMS、LVI、
Zychem各社の製品を紹介しています。世界の

先端技術をこの機会に体験してください。

　弊社は1980年に日本初のコンピュータ端末
点字プリンタを開発して以来、点字プリンタ
の製造・販売を行っております。
　新製品[ESA919](両面同時プリンタ)は、
途中で用紙を入れ替える煩わしさもなく、高
速で確かな点字が簡単に印刷できます。これ
からも、点の質･読みやすさにこだわった製
品を開発してまいります。

　　　「ほしいもの工房」
　こんなものがあったら便利、または作って
ほしい！みなさんのリクエストに応じます。
ぜひお立ち寄り下さい。メンバーはVDM･ア
クセステクノロジーの斉藤さん、レンテック
の高橋さん、ニューブレイルシステムの星加
さん、コータクンのつつじフレンド、など。
みんなでお話を伺います。点字プリンタTEN-
100も展示します。

皆さまの声を集めています。アンケートにご協力を

　会場出口付近で、アンケートを行っています。係員がサイトワールドの感想や希望等につ
いてお尋ねしますので、ご回答ください。印象に残った展示、こんなものがあったらいいな
というものなどや、ご意見・ご希望をお寄せください。皆さまの声を大事にし、より大きな
サイトワールドを育てる糧としたいと考えています。ご協力よろしくお願いします。

http://www.jtr-tenji.co.jp/
mailto:info@jtr-tenji.co.jp
http://www.kgs-jpn.co.jp/
mailto:info@kgs-jpn.co.jp


社名 株式会社 社名アイフレンズ 株式会社 朝倉メガネ

URL http://www.eyefriends.jp URL http://www.asakuramegane.co.jp/

E-mail info@eyefriends.jp E-mail sasa@oasis.email.ne.jp

電話 06-6462-1594 FAX 06-6460-1919 電話 03-3357-2251 FAX 03-3357-2257

〒 554-0012 窓口 〒 160-0004 窓口 佐々博昭

所在地 大阪市此花区西九条5-4-4 所在地 東京都新宿区四谷1-8

●活字文書朗読システム「よみとも」Ver6.0
　パソコンに接続したスキャナに書籍や点字
文書（片面）などをのせてボタンを押すだけ
で、その内容を聞き取りやすい滑らかな音声
で読み上げます
●ナチュラル・ボイス・ナレーター
肉声と変わらない次世代合成音声エンジンを
使った、誰にとっても便利に使える「画面読
み上げソフトウェア」です。

　アサクラメガネは慈恵医大・東京医大・順
天堂大・埼玉医大･東海大学を始め、病院眼
科６３院の指定店として、また明治６年創業
というメガネのパイオニアとして､ロービ
ジョンの取り組みの活動を行っています。
　四谷本店ロービジョンルームには、拡大読
書器・ルーペ・弱視眼鏡・遮光眼鏡等を多数
展示しております。

社名 株式会社 社名アメディア 池野通建 株式会社

URL http://www.amedia.co.jp URL http://www.ikeno.co.jp

E-mail webmaster@amedia.co.jp E-mail ful@ikeno.co.jp

電話 03-5286-7511 FAX 03-5286-2567 電話 03-3598-8761 FAX 03-3598-1760

〒 169-0051 窓口 営業企画部 〒 115-0045 窓口 福祉開発本部

所在地 東京都新宿区西早稲田2-15-10　 所在地西早稲田関口ビル３階 東京都北区赤羽1-54-5 メトロA・Iビル2F

　アメディアは、視覚障害者用のソフトウェ
アや機器の開発・販売を行い、ウェブサイト
のアクセシビリティを推進しています。主な
製品は、活字印刷物読み上げソフト「よみ
姫」「ヨメール」ホーページ読み上げソフト
「ボイスサーフィン」音声・拡大読書機「よ
むべえ」点字プリンタなども扱っています。
また、無料メールマガジンの発行もしていま
す。

 『いつでも、行きたい時に、行きたい場所
へ。』を合い言葉に、視覚に障害を持たれる
方々が、安全かつ安心して目的地に行ける住
み良い街づくりを目指し、音声標識ガイドシ
ステムをはじめとした数々の歩行支援用音声
機器を取り揃えております。

http://www.eyefriends.jp/
mailto:info@eyefriends.jp
http://www.asakuramegane.co.jp/
mailto:sasa@oasis.email.ne.jp
http://www.amedia.co.jp/
mailto:webmaster@amedia.co.jp
http://www.ikeno.co.jp/
mailto:ful@ikeno.co.jp


社名 有限会社 社名エクストラ 株式会社 キングジム

URL http://www.extra.co.jp/ URL http://www.kingjim.co.jp/

E-mail support@extra.co.jp E-mail 上記URLのお問い合せよりお送り下さい。

電話 054-264-8608 FAX 054-264-8613 電話 0120-79-8107 FAX

〒 422-8002 窓口 〒 101-0031 窓口 お客様相談室

所在地 静岡市駿河区谷田44-15-101 所在地 東京都千代田区東神田2-10-18

　有限会社エクストラは、自動点訳・点訳支
援ソフト「EXTRA for Windows」やスクリー

ンリーダ「JAWS for Windows日本語版」、

画面拡大ソフト「MAGic for Windows日本語
版」など、視覚障害者の情報アクセスを強力
にサポートするソフトウェアの開発、販売を
行っております。

　㈱キングジムは点字もできる「テプラ」
PRO　“SR6700D”を出展いたします。
 このラベルライターは自動点訳機能付きで
点字と墨字を1枚のラベルに表示でき、また
通常の「テプラ」として墨字のみのラベル作
成も可能です。
 視覚障害者自身が使えるソフト（無償）も
ご用意しています。

社名 株式会社 社名計画技術研究所 廣済堂スピーチオ販売 株式会社

URL http://tekuteku-radio.com/ URL http://www.sp-code.com/

E-mail YQN 01243@nifty.ne.jp E-mail spcode@kosaido.co.jp

電話 0852-27-0915 FAX 0852-27-0915 電話 03-5484-8827 FAX 03-3451-5250

〒 690-0064 窓口 田中 隆一 〒 108-8378 窓口

所在地 島根県松江市天神町132 所在地 東京都港区芝4-6-12

 『微弱電波音声案内システム“てくてくラ
ジオ”』
本システムはＡＭラジオを受信端末として、
発信器から出される電波をキャッチし、音声
情報を得ることができます。様々な音声によ
る案内システムがある中で、本システムは受
信端末が市販の携帯型ラジオで対応できる点
が大きな特徴です。

　視覚障害者用活字文書読上げ装置「スピー
チオ」99,800円(非課税）は日常生活用具給
付金の範囲内で購入できます。
　紙による情報バリアフリー化を実現するべ
く、官公庁・自治体のみならず病院や薬剤情
報に、また銀行、食品メーカをはじめとする
一般企業からも「SPコード」付き印刷物が増
加し、「スピーチオ」の利用範囲が拡がって
います。

http://www.eyefriends.jp/
http://www.eyefriends.jp/
http://www.amedia.co.jp/
mailto:webmaster@amedia.co.jp
http://www.kingjim.co.jp/
http://www.sp-code.com/
mailto:spcode@kosaido.co.jp


社名 株式会社 社名コーポレーションパールスター 株式会社　サン工芸

URL URL http://www.sunkogei.co.jp/

E-mail parlstar@pastel.ocn.ne.jp E-mail tenji@sunkogei.co.jp

電話 0846-45-0116 FAX 0846-45-0150 電話 0774-23-1133 FAX 0774-23-7788

〒 729-2402 窓口 専務取締役 新宅光男 〒 613-0022 窓口 ＵＤ営業部

所在地 広島県東広島市安芸津町三津4424 所在地 京都府久世郡久御山町市田新珠城90

　持続保温機能をもった「色がかんたんにわ
かるくつ下」は東広島市産学官連携支援事業
で開発。
　そして「第18回中小企業優秀新技術 新製
品賞」で優秀賞及び産学官連携特別賞（リそ
な中小企業振興財団主催）、福祉機器コンテ
スト2006で優秀賞（日本リハビリテーション
工学協会主催）を受賞。

　1975年に日本で初の点字案内板を世に出
し、京都地下鉄や京都駅地下街などで視覚障
害者の誘導設備としての「点字サイン」を確
立した点字サインの「Ｐｉｏｎｅｅｒ」で
す。
《事業内容》
■ 点字案内板の製造・販売
■ 各種点字標示板の製造・販売
■ 乗車位置標示板の製造・販売
■ 点字ブロックの販売

社名 株式会社 社名ＧＬＤパブリッシング ＪＢＳ日本福祉放送
（社会福祉法人 視覚障害者文化振興協会）

URL http://www.gld.jp URL http://www.jbs.or.jp

E-mail info@gld.jp E-mail studio@jbs.or.jp

電話 03-6277-8891 FAX 03-6277-8892 電話 06-4801-7400 FAX 06-4801-7401

〒 102-0084 窓口 バリアフリー担当 〒 534-0026 窓口 法人本部

所在地 東京都千代田区二番町11-9-105 所在地 大阪市都島区網島町4-12

　ＧＬＤパブリッシングは、新しい会社で
す。ＩＴ社会でのデジタルデバイドの解消に
向けて、誰もが容易にデジタル社会を楽しむ
ことができる技術(i-タッチ）によるメディ
アとソリューションを提供します。
　サイトワールドでは、「音声ペン」、
「しゃべる経穴人形」、「しゃべるキーボー
ド」など、新しい技術製品のデモをお見せ致
します。

　視覚障害者向け専用ラジオ放送です。媒体
はインターネットによるラジオ放送。CS（衛
星放送)、ケーブル・システムでも利用でき
ます。
　利用料は、インターネットは無料、他は媒
体や地域によって異なります。
　主な番組は、新聞の音訳（朗読）、障害者
福祉の動向（ニュース）、就業支援、生活情
報、三療・パソコン講座、他。

mailto:parlstar@pastel.ocn.ne.jp
http://www.sunkogei.co.jp/
mailto:tenji@sunkogei.co.jp
http://www.gld.jp/
mailto:info@gld.jp
http://www.jbs.or.jp/
mailto:studio@jbs.or.jp


社名 （社福） 社名視覚障害者支援総合センター 株式会社 実業エージェンシー

URL http://www.siencenter.or.jp/ URL

E-mail mail@siencenter.or.jp E-mail j-ag@trust.ocn.ne.jp

電話 03-5310-5051 FAX 03-5310-5053 電話 075-351-7100 FAX 075-351-7199

〒 167-0043 窓口 〒 600-8137 窓口 福祉事業部

所在地 東京都杉並区上荻2-37-10　keiビル 所在地 京都市下京区東高瀬川筋正面下る十禅師町194-4

主な事業
1.チャレンジ賞・サフラン賞制定

2.点字教科書、図書製作・発行

3.啓発活字図書の編集・発行

4.雑誌『視覚障害』編集・発行

5.広報誌などの受託

6.盲大学生の支援

7.点訳者養成講座の開催と
　点字通信教育の実施
8.イメージ商品の絵はがき・
　くまタオル・道産子どん販売

　人にやさしいユニバーサルデザインを点字
と音声でご提案します。
　主な事業内容
☆ＵＶ(紫外線硬化樹脂)点字製作
☆音声誘導装置の製造・販売
☆点字鋲/その他の点字製作
☆点字に関するあらゆる企画制作
　主な納品実績
東京都交通局・大阪市交通局、日本郵政公
社・イトーヨーカドー等々

社名 シナノケンシ 社名 株式会社 株式会社 タイムズコーポレーション

URL http://www.plextalk.com/ URL http://www.times.ne.jp

E-mail plextalk@skcj.co.jp E-mail info@times.ne.jp

電話 0570-064-177 FAX 03-5817-2428 電話 0797-74-2206 FAX 0797-73-8894

〒 110-0005 窓口 第３開発営業部 〒 665-0051 窓口 国内事業部

所在地 東京都台東区上野5-8-5　CP10ビ 所在地ル　5階 兵庫県宝塚市高司1-6-11

　プレクストークのシナノケンシでです。
DAISY図書CDを聞くならプレクストークで

す。録音図書もカセットからCDの時代で

す。CDなら1枚におさまるからかさばりませ

ん。CDならポストに入るから貸し借りがラ
クチンです。操作も音声で教えてくれるので
とても簡単です。
  シナノケンシは、これからも視覚障害者の
皆様のより良い生活を支援させていただきま
す。

  最新の拡大読書器を出展します。

mailto:tenji@sunkogei.co.jp
http://www.gld.jp/
mailto:info@gld.jp
mailto:mail@siencenter.or.jp
http://www.siencenter.or.jp/
mailto:info@times.ne.jp
http://www.times.ne.jp/


社名 筑波技術大学 社名（保健科学部） 株式会社 ＴＮＫ

URL http://www.tsukuba-tech.ac.jp/hs/ URL http://www.k-tnk.co.jp

E-mail E-mail tnk@k-tnk.co.jp

電話 029-858-9509 FAX 029-858-9517 電話 042-597-6578 FAX 042-597-6577

〒 305-8521 窓口 視覚障害系支援課教務係 〒 190-0182 窓口 商品事業部 志村

所在地 茨城県つ 所在地くば市春日4-12-7 東京都西多摩郡日の出町平井18-1

　筑波技術大学保健科学部は，視覚に障害の
ある人のために設立された国立大学法人で，
保健学科（鍼灸学専攻／理学療法学専攻）・
情報システム学科により構成されています。
　前身の筑波技術短期大学から四年制大学と
なり，平成18年4月より第一期生を受け入れ
ています。

色識別誘導システム
「マイ・ケーン」
　歩行路上に描かれた色のラインによって情
報を検知し、振動で伝達することにより、視
覚障害者の安全歩行を確保します。点字ブ
ロックを設置できない室内などでもライン
テープをひくだけで誘導が可能になり、公共
施設・病院・など幅広い場所に設置すること
で、本当のバリアフリーを目指します。

社名 株式会社 社名電工社 東京電力株式会社

URL URL http://www.tepco-switch.com

E-mail okayama@denkohsha.com E-mail

電話 086-254-1421 FAX 086-254-7142 電話 03-4216-1111 FAX（代） 03-4216-3479

〒 700-0035 窓口 営業部 國米信孝 〒 100-8560 窓口 営業部生活エネルギーデザインセンター

所在地 岡山県岡山市高柳西町11-33 所在地 東京都千代田区内幸町1-1-3

　点字が読めなくても、さわるだけで歩行先
に何があるかを知らせてくれる案内が欲し
い。この想いを電工社のタッチガイドは実現
しました。障害物のある手前の、手摺に付け
た立体デザインで、歩行先に何があるかをお
知らせします。階段、ドアの開口、トイレの
男性用、女性用の別などを凹凸で表現し、手
摺貼付シートにしました。

　近年、導入するご家庭が急増しているＩＨ
クッキングヒーターは、磁力線の力を使って
鍋自体を発熱させる最先端の調理器具。
  火を使わないから子どもや高齢者でも安
心。
  サイトワールドで、ＩＨクッキングヒー
ターを実際にお試しいただいて、その使い勝
手や使い方のコツを体験していただきたいと
思います。

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/hs/
http://www.k-tnk.co.jp/
mailto:tnk@k-tnk.co.jp
mailto:okayama@denkohsha.com
http://www.tepco-switch.com/


社名 株式会社 社名トラストメディカル 株式会社 ナイツ

URL http//www.trust-medical.co.jp URL http://www.neitz.co.jp/

E-mail fukusｈi@ . .jp E-mailtrust-medical co dom@neitz.co.jp

電話 022-277-2522 FAX 022-277-2510 電話 03-3204-2922 FAX 03-3204-2069

〒 989-3204 窓口 本合 大地 〒 162-0056 窓口 営業部

所在地 仙台市青葉区南吉成6-2-2 所在地 東京都新宿区若松町36-13

　35年の歴史を誇るテレセンサリー社の後継
として製造元のインシフィル社が販売・修
理･保障を引き継ぎ、安心してご使用を継続
していただくことができるようになりまし
た。
　日本市場に新製品レインボーエリートとエ
イペックスをご紹介させていただきます。従
来品のサンシャイン・オリンピア・ピコもよ
ろしくお願いします

　1987年にスキャナ型拡大読書器を発売開始
以来、様々なタイプの読書器を手掛け、弱視
者の皆様から高い評価を頂いております。こ
の展示会でもスキャナ型、卓上型の他、液晶
モニター内蔵型の製品を2機種展示していま
す。読書器だけでなく照明付きルーペ、単眼
鏡の各種倍率も取り揃えていますのでご来場
の際は、是非お立ち寄りください。

社名
社会福祉法人名古屋ライトハウス

名古屋盲人情報文化センター
社名 日本アイ･ビー･エム（株）東京基礎研究所

URL http://www.e-nakama.jp/niccb URL http://www.trl.ibm.com/projects/acc_tech/index.htm

E-mail it-team@nagoya-lighthouse.jp E-mail

電話 052-654-4521 FAX 052-654-4481 電話 046-215-4720 FAX 046-274-4282

〒 455-0013 窓口 ＩＴサービス 〒 242-8502 窓口 高木

所在地 愛知県名古屋市港区港陽1-1-65 所在地 神奈川県大和市下鶴間1623-14

　現在私たちはFlash等のマルチメディアコ
ンテンツのアクセシビリティを実現するため
視覚障害者のための音声ブラウザや、製作者
を支援する評価ツールの研究開発を進めてい
ます。
　サイトワールドでは、これらの研究成果を
デモ展示するとともに、ユーザの方々のご意
見ご要望を伺いたいと思います。

●リモート・サポート
～地域格差なく　どこでもパソコンサポート～
インターネットを通じて２台のパソコンの画面を共有
化し、片方のパソコンからもう片方のパソコンの操
作や入力をサポート。どこにお住まいでも、名古屋
から視覚障がい者のユーザーに目をお貸しするこ
とができます。

●ｅらーにんぐ
～いつでも・どこでもパソコン講習～
Pc-Talker・95Reader・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘｰﾀﾞｰを使用した、
インターネット閲覧などなど、講習の様子を撮影
し、インターネットで配信しています。
出演者は講師・受講生・パソコンボランティアです。

■パソコン支援以外にも点字学習支援／点字や録音
図書の制作・貸出／点字案内版の制作・監修／便利
グッズの紹介・販売など、視覚障がい者のＱＯＬ向上の
ための「きっかけづくり（情報提供）」をしています。

mailto:fukus��i@trust-medical.co.j
http://www.neitz.co.jp/
http://www.e-nakama.jp/niccb
mailto:it-team@nagoya-lighthouse.jp
http://www.trl.ibm.com/projects/acc_tech/index.htm


社名 株式会社 社名日本テレソフト 日本電気 株式会社

URL http://www.nippontelesoft.com URL http://www.space96.com/

E-mail telesoft@telesoft.co.jp E-mail info@selves-net.com

電話 03-3264-0800 FAX 03-3264-0880 電話 03-3456-6156 FAX 03-3456-6469

〒 102-0083 窓口 福祉機器事業部 〒 108-8420 窓口 事業推進部 足立､天野

所在地 東京都千代田区麹町 ﾋﾞﾙ1Ｆ 所在地1-8-1半蔵門ＭＫ 東京都港区芝5-29-23　明生田町ビル４Ｆ

　設立は、昭和61年10月、資本金　3,000万
円で、ソフトの開発及び販売を主たる業務と
してスタートした。平成10年より、音の静か
な点字プリンターを販売し今日に至る。今回
出展する主な機器は、点字と墨字が同時に印
字される点字プリンター「DOG-Multi」・低
価格な４０ますの点字ディスプレイ「清
華」・携帯型拡大読書器「AMIGO」です。

　障害者や高齢者関係の書籍を専門に5000点
以上扱っているＷＥＢ書店をＮＥＣが協力し
て運営、現在、注目を集めています。
　ネットで ”スペース９６”を検索してくださ
い。
　他にも、触地図、視覚障害者向けに音声案
内するシステム、バリアフリー公衆情報端末
などの福祉関連製品を取り扱っています。

社名 社会福祉法人 社名日本点字図書館    　   日本福祉サービス 株式会社

URL http://www.nittento.or.jp/YOUGU/index.htm URL http://www.tellme.jp

E-mail yougu@nittento.or.jp E-mail info@tellme.jp

電話 03-3209-0751 FAX 03-3200-4133 電話 0120-521-063 FAX 03-5155-2612

〒 169-8586 窓口 用具事業課 〒 160-0021 窓口 営業担当・成島／江原

所在地 東京都新宿区高田馬場1-23-4 所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1東京都健康プラザ「ハイジア」8F

●二人用の傘/靴下をペアで洗えてそのまま
干せるクリップ/軽くて使いやすく、切れ味
が長持ちするセラミック製包丁/おろし器/ス
ライサー/会話ができる音声認識人形/新型オ
セロなどなど、日常を便利に楽しくするグッ
ズを取り揃えております。
●補装具、日常生活用具商品カタログを無料
配布。支援法の改正点もわかりやすく説明し
ています。

　新型活字文章読み上げ装置「Tellme」は、
ＳＰコード（スーパーコード）内の情報を音
声として読上げることができる新しい コミュ

ニケーションツールです。「Tellme」は充電
式バッテリー（別売り）を採用し長時間の野
外での再生も可能になりました。広がるＳＰ
コードの輪と新型活字文章読み上げ装置
「Tellme」を是非ご活用下さい。

http://www.e-nakama.jp/niccb
mailto:it-team@nagoya-lighthouse.jp
http://www.trl.ibm.com/projects/acc_tech/index.htm
http://www.nippontelesoft.com/
mailto:telesoft@telesoft.co.jp
http://www.space96.com/
mailto:info@selves-net.com


社名 ＮＨＫ放送技術研究所 社名
（社福）日本盲人社会福祉施設協議会

　　　　　　　　　　盲人用具部会
URL http://www.nhk.or.jp/strl/ URL http://www.ncawb.org/yogu/index.html

E-mail sakai.t-jk@nhk.or.jp E-mail moch@amedia.co.jp

電話 03-5494-3391 FAX 03-5494-3241 電話 03-5286-7511 FAX 03-5286-2567

〒 157-8510 窓口 坂井忠裕 〒 169-0051 窓口 盲人用具部会長 望月優

所在地 東京都世田谷区砧1-10-11 所在地 東京都新宿区西早稲田2-15-10（株）アメディア内

　デジタル放送では、写真や図、表など視覚
的に表示されるコンテンツが使われていま
す。これらの情報を、視覚に障害のある人
が、容易な操作で把握できるような放送・通
信共通の情報環境を実現するための研究開発
を進めています。
　サイトワールドでは、データ放送や電子番
組ガイド（EPG）の情報提示のコンセプトを
紹介しています。

　白杖、点字機器、その他の視覚障害者のた
めの日常生活用具、 そして、点字ブロック
やコンピュータ機器まで、 製作やサービス
にあたっている施設や会社、21団体が参加し
ています。

社名 ヴォイステクノロジーズ 社名株式会社 松下電器産業 株式会社

URL http://www.voice-tecno.com URL http://panasonic.co.jp/ud/

E-mail t-miyazawa@voice-tecno.com E-mail

電話 026-217-6778 FAX 026-217-6788 電話
０１２０－８７８－３６５
（お客様ご相談センター）

FAX ０１２０－８７８－２３６
（お客様ご相談センター）

〒 380-0845 窓口 宮沢、水上 〒 570-8501 窓口 コーポレートＲ＆Ｄ戦略室

所在地 長野市西後町 ながの 4F 所在地624-3 法律事務所ビル 大阪府守口市八雲中町3-1－1

 「RINGOネット」､これは当社が開発した、
視覚障害者にインターネットを利用して音声
情報を配信する新しいシステムです。
　視覚障害者でも簡単に操作できる専用端末
機を使用して専用配信センターにアクセスす
れば、新聞や行政広報誌など音訳ボランティ
アさんがカセットテープで行っている情報を
ネットで聞くことができます。

 「人にやさしいものづくり」こそ私たちの
DNA。現在、お年寄りや障害のある方にも使
いやすいユニバーサルデザインの商品づくり
をめざして全社で取り組んでいます。
　音声ガイドや操作のしやすさに工夫をした
炊飯器、電子レンジ、おしゃべりエアコンリ
モコン、ものしりトーク、視覚障害者用テー
プレコーダーなどを展示・紹介いたします。

http://www.space96.com/
mailto:info@selves-net.com
mailto:sakai.t-jk@nhk.or.jp
http://www.nhk.or.jp/strl/
http://www.voice-tecno.com/
mailto:t-miyazawa@voice-tecno.com
http://panasonic.co.jp/ud/


社名 楽市ブロードバンドソリューション 社名株式会社 株式会社 ラビット

URL http://www.rakuichi-bs.co.jp/ URL http://www.rabbit-tokyo.co.jp

E-mail rbs@rakuichi-bs.co.jp E-mail eigyo@rabbit-tokyo.co.jp

電話 03-5436-2231 FAX 03-5436-2232 電話 03-5292-5644 FAX 03-5292-5645

〒 153-0064 窓口 山崎・中村 〒 169-0075 窓口 営業

所在地 東京都目黒区下目黒1-8-1　アルコタワー12F 所在地 東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレスビル401

　楽市.Netは世界初！ 全盲の方でも音声のみ
のやりとりでお買い物ができるインターネッ
ト端末機です。
　当社のショッピングモールでは、約14000
点のナショナルブランドの商品をディスカウ
ント価格でお求め頂けます。
　また、ご購入頂いた商品をご自宅までお届
けしますので、交通事故等の不安からも開放
されます。

 「視覚障害者・盲聾者向けシステム販売・
サポート」をおこなっています。
　主要業務は､①導入相談・無料体験・出張
デモ、②パソコンの販売、③各種ソフトの販
売、④教材の作成・販売、⑤点字機器・拡大
読書機・デイジー録音再生機の販売、⑥電話
サポート・出張サポート、⑦個人指導(社
内・出張)、⑧講師派遣、⑨情報発信(無料
メール配信・情報誌ルナドリーム発行)な
ど。

社名 レハ・ヴィジョン 社名 株式会社 CareTec GmbH
URL http://www.reha-vision.com/ URL http://www.caretec.at

E-mail info@reha-vision.com E-mail office@caretec.at

電話 0761-51-0016 FAX 0761-51-0017 電話 +43 1 5138081-0 FAX +43 1 5138081-9

〒 923-1211 窓口 金子栄之 〒（ひでゆき） A-1010 窓口 Mr. Volker Litschel
所在地 石川県能美市旭台 いしかわクリエイトラボ 所在地2-13 120 Stubenbastei 1 A-1010 Wien Vienna, AUSTRIA

　視覚障害者や高齢者の方々にやさしく便利
な福祉機器を開発・販売しています。
　色名を音声と楽器音で案内する「カラー
トーク　プラス」、トイレ周辺や駅構内に設
置される音声案内装置「ポッチ」シリーズな
どを通して、社会みんなが生きがいを持って
生活できるような、私たちレハ・ヴィジョン
は、そんな未来を目指します。

　CareTec社1988年創立。ウィーンに拠点を
置くオーストリア企業。
　視覚障害者用の革新的製品開発に心血を注
いでいる。高性能な電気機器をはじめ、実生
活に密着した補助器具などがある。世界的に
も高い評価を受け、カナダ国立盲人協会よ
り、ウィンストンゴードン賞、ドイツ盲人協
会より、ルイブライユ賞を相次いで受賞し
た。代理店を介して世界中に販売を展開中。

http://www.space96.com/
mailto:info@selves-net.com
http://www.rakuichi-bs.co.jp/
mailto:rbs@rakuichi-bs.co.jp
http://www.reha-vision.com/
mailto:info@reha-vision.com
http://www.caretec.at/
mailto:office@caretec.at


社名 CFROG Inc. 社名 Dolphin Computer Access Ltd
URL http://www.cfrog.co.kr URL http://www.YourDolphin.com

E-mail  kyk@cfrog.co.kr E-mail info@dolphinuk.co.uk

電話   82-2-783-2004 FAX   82-2-783-2094 電話 +44 1905 754 577 FAX +44 1905 754 559

〒 150-890 窓口 Young Kwan, Kim 〒 窓口 Mrs. Jane Brassington
所在地 44-35 Yeouido-dong 所在地Youngdeungpo-gu, seoul, KOREA Blackpole Estate West Worcester, WR3 8TJ ENGLAND

  新しいDAISY PLAYER SC1
 MP3 Type DAISY Player SeeChange SC1
 CFROG（シーフログ）が新しい読書の世界

をご案内致します。シーフログは、DAISY
Playerの開発と共に、ICタグやブルートゥー
ス技術を融合した次世代のプレイヤーの開発
に取り組んでいます。SC1は優れたIT技術に

より、フラッシュメモリによるDAISY再生を
可能にしたことで、携帯性に優れています。

　Dolphin社は、創立1986年より、視覚障害
者用の画面読み上げソフトを考案し、日進月
歩に開発を続けております。ドルフィン社
は、テクノロジーを駆使して、世界中のお客
様の目となり、納得して頂ける製品を提供し
ております。我々のゴールは、ソフトウェア
を介してPCへのアクセスが、高度なPC操作
を、より簡便に、身近にしやすくすることで
す。

社名 HIMS Co., Ltd 社名 HumanWare
URL http://www.braillesense.com URL http://www.humanware.com

E-mail info@braillesense.com E-mail ron.hathaway@humanware.com

電話 +82 42 864 4460 FAX +82 42 864 4462 電話 +64 3 384 4555 FAX +64 3 384 4933

〒 窓口 Mr. Handrick Hong 〒 窓口 Mr. Ron Hathaway
所在地 139-9 Gajung-dong Yuseong-gu, Daejeon, 所在地KOREA 11 Mary Muller Drive Christchurch NEW ZEALAND

　HIMS社は、1999年創立、視覚障害者用の
情報通信機器の開発に着手し現在では業界随
一のリーディング企業に躍進。ノートテー
カーには、従来の基本機能に加え、メディア
プレーヤー、Daisy、マルティタスキング、
無線通信等の、最先端機能を備えたブレイル
センスがあり、拡大読書器は、人間工学に基
く設計と、特殊技術を用いた高画質を提供す
る、デスクトップ型と携帯型があります。

　HumanWare社は、世界的に活躍する企業
で、視覚障害者、盲ろう者、学習障害者向
け、高品質な製品&機器開発に挺身しており

ます。デジタル録音再生機Daisy、一世を風

靡したBrailleNote、新製品の　MyReaderと
SmartViewがお客様のお越しをお待ちしてお
ります。創意工夫に溢れ、アフターサービス
を専任とする代理店とのアポイントも歓迎し
ます。是非お立ち寄りください。

http://www.cfrog.co.kr/
http://www.yourdolphin.com/
mailto:info@dolphinuk.co.uk
http://www.braillesense.com/
mailto:info@braillesense.com
http://www.humanware.com/
mailto:ron.hathaway@humanware.com


社名 LVI Low Vision International 社名 PLUSTEK INC.
URL http://www.lvi.se URL http://www.plustek.com/bookreader/japan

E-mail info@lvi.se E-mail JadeChien@plustek.com.tw

電話 +46 470 72 77 00 FAX +46 470 72 77 25 電話 +886 2 2655 7866 FAX +886 2 2655 7833

〒 窓口 Mr. Petter Helge 〒 115 窓口 Mr. Jade Chien
所在地 Verkstadsgatan 5 SE-352 46 Vaxjo 所在地SWEDEN 13F-1, No.3(Buil-F) Yuan Qu Street, Taipei, TAIWAN

　LVI社は、卓越した技術を持つスウェーデ

ンのメーカーであります。高品質なCCTV
を、幅広いラインアップで提供しています。
製品作りのコンセプトは、お客様の立場に
立った、使い易さと価値ある製品であること
です。職場や学校向けに特に総力を注いで開
発した最新の製品を、体験しにサイトワール
ドへ是非お越しください。お待ちしておりま
す。

　PLUSTECK社製ブックリーダーは、最新版
の、文章音声変換機器です。高品質で、正確
な読み取りが可能であり、肉声に近い、人が
話をしているような読み上げを行います。簡
単な操作だけで、読書をさらに楽しくしてく
れます。
　サイトワールドで、その楽しさを是非、実
感してください。

社名 ViewPlus Technologies 社名 Zychem Limited
URL http://www.viewplus.com URL http://www.zychem-ltd.co.uk

E-mail info@viewplus.com E-mail info@zychem-ltd.co.uk

電話 +1 541 754 4002 FAX +1 541 738 6505 電話 +44 1606 738739 FAX +44 1606 738752

〒 97333 窓口 Mr. Cari Stieglitz 〒 窓口 Mr. Philip Eccles
所在地 1853 SW Airport Ave. Corvallis, Oregon 97333 所在地USA Deanway Wilmslow Cheshire SK9 3HW ENGLAND

　ViewPlus社は、IVEO (音声タッチパット)

とAGC (音声関数グラフソフト)の他に5機種
の点字プリンターを製造販売しております。
　ViewPlus製プリンターは、タイガーソフト
ウェアを使用しており、世界最高級の鮮明な
点字を作り上げることができ、グラフィック
を点字で表現することを可能にしています。

　Zychem社は、グラフィック画像を作成可

能にするZY®-TEX2カプセルペーパーの製造
メーカーであり、グローバル企業でありま
す。ZY®-FUSEヒーターを用いれば、簡単な
操作だけでシンプル、きれいで読みやすいグ
ラフィック画像を作りだすことができます。

http://www.lvi.se/
mailto:info@lvi.se
http://www.plustek.com/bookreader/japan
mailto:JadeChien@plustek.com.tw
http://www.viewplus.com/
mailto:info@viewplus.com
http://www.zychem-ltd.co.uk/
mailto:info@zychem-ltd.co.uk


「サイトワールド」では、 
 
「サイトワールド」では、 
 多くのボランティアの皆さんに支えられて、このイベントが

開催されます。特に土日はにぎわう錦糸町駅から、会

場までの誘導や、会場内の案内・介助に、ボランティア

の皆さんにお世話になっています。 
 地元墨田区のボランティアサークルの皆さん、霊友会

のボランティアの皆さん、その他、多くの方のボランティア

に支えられています。 
「サイトワールド」では、 
 ライフサポート学会の研究発表会があります。これはど

なたでも聴講でき、開かれた学会として、最新の研究テ

ーマの発表が、真摯な研究者の生の声として聞けるチャ

ンスでもあります。 
「サイトワールド」では、 
 「サイトワールド・アクセシビリティ･フォーラム」があり 
ます。前身は KGS㈱の主催で、一企業の枠を超えた

ものとして 1998 年から 12 回開催されました。今 
回サイトワールドの行事として発展的に企画され、4 ペ

ージの方々に加え各団体の研究者、開発者からアクセ

シビリティをキーワードに、発表があります。 
 これまで参加されていた方々からも、新たなフォーラム 

として生まれ変わり、多くの企業･公的機関の人たちと

多くの視覚障害者の情報交換の場として、発展していく

ことが期待されているものです。 
「サイトワールド」では、 
回サイトワールドの行事として発展的に企画され、4 ペ

ージの方々に加え各団体の研究者、開発者からアクセ

シビリティをキーワードに、発表があります。 
 これまで参加されていた方々からも、新たなフォーラム

として生まれ変わり、多くの企業･公的機関の人たちと

多くの視覚障害者の情報交換の場として、発展していく

ことが期待されているものです。 
「サイトワールド」では、 
映画会があります。一般のＤＶＤビデオに、 音声ガイド

のみが入ったＣＤを同期させ再生 するという、まったく新

しい再生方法です。 日本点字図書館では、すでに音

声ガイドＣ Ｄの製作に取り掛かっており、視覚障害者

の 皆さんにご家庭で、楽しんでもらえるように、 準備を

進めております。 今回はそれらの作品の中からのご紹

介です。 映画ならではの臨場感と迫力をお楽しみくだ

さい。

 

１頁 笹川理事長挨拶   主催、共催、後援団体 
2 頁 榑松実行委員長挨拶 

3 頁 田中事務局長挨拶  実行委員会構成 

4 頁 講演会・シンポジウム・フォーラム等会議室タイムスケジュール 

5 頁 出展者カテゴリリスト 

6 頁 会場レイアウト図   出展者リスト ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク 

構
成 

7 頁 会場レイアウト図   出展者リスト 

8 頁 出展者紹介   KGS   ジェイティーアール   （アンケートに協力を） 

9 頁 アイフレンズ   朝倉メガネ  アメディア   池野通建 

10 頁 エクストラ  キングジム   計画技術研究所   廣済堂スピーチオ販売 

11 頁 コーポレーションパールスター  サン工芸    GLD パブリッシング   JBS 日本福祉放送 

12 頁 視覚障害者支援総合センター  実業エージェンシー  シナノケンシ  タイムズコーポレーション 

13 頁 筑波技術大学   TNK   電工社    東京電力 

14 頁 トラストメディカル  ナイツ  名古屋盲人情報文化センター   日本アイビーエム 

15 頁 日本テレソフト   日本電気   日本点字図書館   日本福祉サービス 

16 頁 NHK 放送技術研究所   日盲社協盲人用具部会   ヴォイステクノロジｰｽﾞ  松下電器 

17 頁 楽市ブロードバンドソリューション   ラビット  レハ･ヴィジョン   CareTec 

18 頁 CFROG     Dolphin    HIMS    HumanWare 

19 頁 LVI    PLUSTEK    ViewPlus     Zychem 

20 頁 【サイトワールド】では、  ガイドブック構成 
 

サイトワールド実行委員会 
事務局：〒169-8586 東京都新宿区高田馬場 1-23-4   社会福祉法人 日本点字図書館内 

TEL  03-3209-0241 ㈹  FAX  03-3204-5641 
連絡先：〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川 1004  ＫＧＳ㈱ 営業部内 

TEL  0493-72-7311 ㈹   FAX  0493-72-7337 
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