
第 10回 視覚障害者向け総合イベント
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日時　

会場　
すみだ産業会館サンライズホール
(JR・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅前 丸井錦糸町店 8・9階 )

東京都墨田区江東橋 3-9-10　墨田区丸井共同開発ビル

11 月 1日 ( 日 ) < 日本点字の日>、2 日 ( 月 )、3 日 ( 火 ) < 文化の日 >
午前 10 時～午後 5時まで ( 最終日は4時まで )

平成 27年 

2015



 日本点字サイズ 
     両面同時プリンタ 

■ESA2000Lで培った技術

を日本標準点字サイズに応

用。 

両面同時印刷なので、途中

で用紙を入れ替える煩わし

さがありません。 

高速で確かな点字が簡単に

印刷できます。 

視覚障害者用機器シリｰズ 

品質の良さは納入先に表れます 

■ESA300proの後継機種として 

両面同時印刷になって新登場！ 
 

A4用紙に40マスデータも打ち出

し可能になりました。 

 点字ラインプリンタ 
両面同時高速ラインプリンタ 

 両面同時グラフィック 
      点字プリンタ 

■両面同時に点図（凸凹各 大･中･

小の6点種）を印刷できます。用

紙を入れ替える煩わしさもなく、

精密な図形の印刷が可能です。 

 

各機器についての詳細、 
その他取り扱い機器については 

    弊社までお問い合わせ下さい。 

株式会社 ジェイ･ティー･アール        
                         〒335-0022                     Tel: 048-452-8898 Fax: 048-452-8924 
                           埼玉県戸田市上戸田             E-mail   info@jtr-tenji.co.jp 
              4-13-18           http://www.jtr-tenji.co.jp 
                       
 

 

ESA 919 

SuperVario 

ESA 600G 

ESA 300x2 

点字ピンディスプレイ 

■最もコンパクトでフレキシブ

ルなピンディスプレイ

Bluetooth搭載でワイヤレス接

続もOK。560ｇ･内蔵バッテ

リーで100時間連続使用可。携

帯に最適です。 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ 

■全国視覚障害者ボウリン
グ大会で使用されているガ
イドレールです。 

脚部分に２個ずつボールを
置いて使用します。 

ショート・ロング２種類の
長さでの使用が可能です。 
 
※日本仕様（右投げ）に調
整済み 
 

ボウラーはガイドレールの 
右側に立つようになります 
      （右手で投げる場合） 



第 10回視覚障害者向け総合イベント 

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 

「サイトワールド 2015」 
ご あ い さ つ 

世界でも例を見ないイベントとして始まった、視覚障害者向け総合イベント「サイト

ワールド」は、実際に触って確認し、納得して満足するイベントとして、来場者と出展

者の信頼を育む双方向の交流の積み重ねとともに、多くの皆さまの期待にお応えしつつ、

今年で 10 回目の開催(平成 27 年 11 月 1 日～3日)を迎えます。 

優れた最先端技術の駆使による、視覚障害者の情報取得を支援する機器･製品の進化

と普及、誰でもが使え、利用できることを目指すユニバーサルデザイン(ＵＤ)製品の拡

大と普及、そして、これらのサービスや機器等に、参加者の声が反映していることなど

を確認できるイベントとして、サイトワールドならではの文化が育っています。 

今年も 8階の展示会場での、ますます充実してきた最先端の製品から、工夫された日

常の生活用品、新開発品の展示と、9 階会場での、講演会、シンポジウム、セミナー、

体験会などの企画は、視覚障害者の未来に繋がる示唆に富んだものが多くあります。 

発見があり、新しい何かを見出すサイトワールドに今年も皆さまをお招きいたします。 

 ご後援･ご協力をいただいた皆さまに、心より御礼申し上げますとともに、多くの皆

さまのご来場をお待ちいたしております。 

平成 21 年 9 月 25 日 

サイトワールド実行委員会 

実行委員長 榑松武男 

 

主  催 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 内 サイトワールド実行委員会 

共  催 (社福）日本盲人会連合、(社福）日本盲人社会福祉施設協議会、全国盲学校長会、 

(社福）日本点字図書館､(社福）日本ライトハウス､(社福）視覚障害者支援総合センター 

後  援 内閣府、経済産業省、厚生労働省、文部科学省、東京都、東京消防庁、墨

田区､埼玉県､(公財)鉄道弘済会、(公財)日本防炎協会、日本経済新聞社、日刊

工業新聞社、(公財)毎日新聞東京社会事業団、(社福)朝日新聞厚生文化事業団、

(社福) 読売光と愛の事業団、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(公財)日本テレビ

小鳩文化事業団、(公財)テクノエイド協会、(公財)日本障害者リハビリテーシ

ョン協会、日本ロービジョン学会、ライフサポート学会、(一社)日本電気制

御機器工業会、中小企業家同友会全国協議会    

ボランティア  墨田区社会福祉協議会、手話サークルすみだ、点訳きつつき、霊友会

法友文庫点字図書館、都立橘高校、全国音訳ボランティアネットワーク、

および 有志の皆さま 

（順不同） 
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会議室１．２ 会議室４ 会議室５ 会議室３

第2会場

講演会
シンポジウム

中継予定

第2会場

講演会
シンポジウム

中継予定

やってみよう！
初めての

点字百人一首

点字付き
五色百人一首

かるたとり体験会

９階会場 スケジュール

11
月
１
日
㈰

午
前

午
後

11
月
２
日
㈪

午
前

午
後

体験・講習会

読書に障害のある人の
自立生活を支える

アシスティブテクノロジー(AT)講習会

バリアフリー図書の展示
個別相談会

日本点字図書館創立者
本間一夫

生誕百年記念講演会
講師：立花明彦
講師：花島　弘

シンポジウム
東日本大震災視覚障害
被災者の避難後の現状
基調講演　大川弥生

体験会・展示
Lサイズ点字の触読体験

凸面点字器試作品の展示

11
月
３
日
㈫

午
前

午
後

ワークショップ
多世代共創による視覚障害者

移動支援システムの開発
関　喜一

講演会
「点字の価値」：阿佐 博
「点のめぐみ」：青松紀野

シンポジウム
視覚障害者向けに

配慮された広報等の現状と課題

エロシェンコ生誕125年記念事業
講演

「エロシェンコと官立東京盲学校」
引田秋生

「エロシェンコと鳥居篤治郎」
岸　博実

エスペラントミニ講座
田辺邦夫　　井崎倫子

バラライカ演奏

エロシェンコ関係資料の展示

企画展
杉山和一と塙保己一
人材育成に力を注ぐ

講演
｢杉山鍼治講習所について｣

村上 三千男
 ｢和学講談所の実像を知る｣

嵐　義人

ツボ体験会　触れる展示

福祉工学カフェ
視覚障害者歩行支援システム

（オリエンテーション支援を中心に）

セミナー
楽しい支援技術
将棋と視覚障害

石川　准
静岡県立大学 教授

ライフサポート学会
視聴覚障害者バリアフリー技術研究会

研究発表会

坂尻正次
筑波技術大学 教授

pm2:00～

am10:30～

日本点字普及協会

日本盲人会連合

am10:30～

日本点字図書館

pm2:00～ 手話通訳付

日本盲人福祉委員会

手話通訳付

手話通訳付

手話通訳付

手話通訳

am10:00～pm4:00

記念事業実行委員会

産業技術総合研究所

am10:00～

pm1:00～

国立障害者リハビリテーショ

ンセンター研究所／新エネ

ルギー・産業技術開発機構

am10:00～pm5:00

桜雲会

日本社会福祉弘済会

am10:00～

pm1:00～

pm1:00～

日本点字普及協会

桜雲会

杉山検校遺徳顕彰会

温故学会

am10:00～pm4:00 am10:00～pm4:00

百星の会

全日本かるた協会

am10:30～pm4:00

（随時実施しています。）

三菱電機

「らく楽アシスト」調理体験

・IHクッキングヒーター

「らく楽IH」

・IHジャー炊飯器

「本炭釜 KAMADO」

・ﾚﾝｼﾞｸﾞﾘﾙ（ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ）

「ZITANG」 等

シンポジウム 「視覚障害者向けに配慮された広報等の現状と課題」 日本盲人会連合 

11 月 1 日（日）pm2:00～  会議室１．２ 

 日本盲人会連合が実施した「公的機関の視覚障害者への情報提供に関する実態調査」の結果から、

視覚障害者向けに配慮された広報等の普及状況や課題の報告と現状及び将来を議論します。 

 

日本点字図書館創立者 本間一夫 生誕百年記念講演会 日本点字図書館 

11 月 2 日（月）am10:30～  会議室１．２ 

 「日本点字図書館開設初期の新資料発見について」 講師：立花明彦（静岡県立大学短大部） 

「本間一夫と盲人用具のかかわりについて」      講師：花島 弘（日本点字図書館理事） 

 

シンポジウム 「東日本大震災視覚障害被災者の避難後の現状」 日本盲人福祉委員会 

11 月 2 日（月）pm2:00～  会議室１．２ 

基調講演 大川弥生（産業技術総合研究所） 「動かないと人は病む」著者 

災害時の新たな課題である「防ぎうる生活機能低下予防」を震災直後から現在まで検証を基調講

演で行い、仮設住宅での生活や、視覚障害被災者のフォロー調査活動から明らかになったことなど

から、視覚障害者だけでなく、すべての人に共通する問題などを考えます。 

 

エロシェンコ生誕 125 年記念事業 講演会と展示 記念事業実行委員会 

 11 月 3 日（火）am10:00～pm4:00  会議室１．２ 

挨拶 田中徹二実行委員長（兼 JABE 日本盲人エスペラント協会会長） 

国際盲人エスペラント大会報告  田辺邦夫 

（LIBE 国際盲人エスペラント連盟会長マセンコ氏メッセージ紹介） 

講演Ⅰ「エロシェンコと官立東京盲学校」引田秋生（元筑波大学附属視覚特別支援学校校長） 

 講演Ⅱ「エロシェンコと鳥居篤治郎」 岸 博実（京都府立盲学校講師） 

エスペラントミニ講座  田辺邦夫 井崎倫子 （午前午後各１回） 

 バラライカ演奏   東京バラライカアンサンブル 

展示 ① 筑波大学附属視覚特別支援学校、京都ライトハウス、新宿中村屋が所蔵する エロシェ

ンコ関係資料（町田校長校務日誌、ロシア大使館文書、鳥居書簡、点字エスペラ ント辞典、ル

バシカ、写真）、② 国内外エロシェンコ著作書籍（点字版含む）、③ エスペラント関係資料 

エロシェンコ関係書籍販売  峰芳隆編「エロシェンコ選集」全６巻、 片岡忠「闇を照らす

もうひとつのひかり」、「はじめてのエスペラント」他 

 

L サイズ点字の触読体験 凸面点字器試作品の展示 日本点字普及協会 

11 月 1 日（日）pm1:00～  会議室 5 

点字や視覚障害者を取り上げている小学校の教科書の展示、Ｌサイズ点字の触読体験、開発中の

凸面点字器試作品の展示、各種点字器、点字表示のある身近な商品の展示などを行います。 

手話通訳付 

手話通訳付 

手話通訳付 

（講演 手話通訳付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本点字制定記念日講演会                           日本点字普及協会 

11 月 1 日（日）am10:30～  会議室１．２ 

 11 月 1 日は制定 125 年目の記念日です。点字との関わり、その重要性について考えます。 

10:30～ 「点字の価値」 講師 阿佐 博 （日本点字委員会 顧問）  

11:30～ 「点のめぐみ」 講師 青松紀野 （横須賀市点字図書館） 

手話通訳付 
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 11 月 3 日（火）am10:00～pm4:00  会議室１．２ 

挨拶 田中徹二実行委員長（兼 JABE 日本盲人エスペラント協会会長） 

国際盲人エスペラント大会報告  田辺邦夫 

（LIBE 国際盲人エスペラント連盟会長マセンコ氏メッセージ紹介） 

講演Ⅰ「エロシェンコと官立東京盲学校」引田秋生（元筑波大学附属視覚特別支援学校校長） 

 講演Ⅱ「エロシェンコと鳥居篤治郎」 岸 博実（京都府立盲学校講師） 

エスペラントミニ講座  田辺邦夫 井崎倫子 （午前午後各１回） 

 バラライカ演奏   東京バラライカアンサンブル 

展示 ① 筑波大学附属視覚特別支援学校、京都ライトハウス、新宿中村屋が所蔵する エロシェ

ンコ関係資料（町田校長校務日誌、ロシア大使館文書、鳥居書簡、点字エスペラ ント辞典、ル

バシカ、写真）、② 国内外エロシェンコ著作書籍（点字版含む）、③ エスペラント関係資料 

エロシェンコ関係書籍販売  峰芳隆編「エロシェンコ選集」全６巻、 片岡忠「闇を照らす

もうひとつのひかり」、「はじめてのエスペラント」他 

 

L サイズ点字の触読体験 凸面点字器試作品の展示 日本点字普及協会 

11 月 1 日（日）pm1:00～  会議室 5 

点字や視覚障害者を取り上げている小学校の教科書の展示、Ｌサイズ点字の触読体験、開発中の

凸面点字器試作品の展示、各種点字器、点字表示のある身近な商品の展示などを行います。 

手話通訳付 

手話通訳付 

手話通訳付 

（講演 手話通訳付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本点字制定記念日講演会                           日本点字普及協会 

11 月 1 日（日）am10:30～  会議室１．２ 

 11 月 1 日は制定 125 年目の記念日です。点字との関わり、その重要性について考えます。 

10:30～ 「点字の価値」 講師 阿佐 博 （日本点字委員会 顧問）  

11:30～ 「点のめぐみ」 講師 青松紀野 （横須賀市点字図書館） 

手話通訳付 
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ワークショップ  多世代共創による視覚障害者移動支援システムの開発 

 11 月 1 日（日）am10:00～  会議室 4 

 JST RISTEX プロジェクト 代表 関喜一（産業技術総合研究所） 

普及可能な視覚障害者移動支援技術への挑戦 

- 特殊機材不要＆多世代地域支援コミュニティ実現に向けて - 

視覚障害者の移動支援技術の研究は過去 40 年以上の歴史を持っていますが、そのほとんどが専

用の特殊な機材やインフラを使用することを前提としており、結局普及せずに終わっています。我々

は現在、特殊な機材やインフラを一切使用せず、一般に普及している情報携帯端末、測位技術、ク

ラウド技術のみを駆使して、ナビゲーションや障害物検出などの移動支援を行うシステムの開発に

挑戦しています。またこのシステムを通して、多世代共創による地域の視覚障害者支援のコミュニ

ティデザインを行う手法を確立しようと試みています。この挑戦についてご説明します。 

 

福祉工学カフェ  視覚障害者歩行支援システム（オリエンテーション支援を中心に） 

 11 月 1 日（日）pm1:00～  会議室 4 

 国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 

 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

視覚障害者向け及び一般向けに研究開発が進む歩行者案内システムの最新動向と将来の展望をパ

ネルディスカッション形式で討議します。第一に、視覚障害者歩行支援の数あるシステムの現状の

把握と標準化を考えます。第二に、一般向けに開発が進む場所情報サービスのユニバーサルデザイ

ンとしての視覚障害者支援への応用を考えます。2 つの討議から、共通基盤の有り方や、バリアフ

リー法への場所情報技術の組み入れの示唆を模索します。 

 

読書に障害のある人の自立生活を支えるアシスティブテクノロジー（AT）講習会 

 11 月 2 日（月）am10:00～pm5:00 会議室 4 

 桜雲会  日本社会福祉弘済会 

 公益財団法人 日本社会福祉弘済会の助成を受け、｢暮らしをサポートする支援技術を使いこなす

には？｣をテーマに、視覚に障害のある方が日常生活で直面する様々なバリアを解消するため、支援

技術｢アシスティブテクノロジー｣や、スマートフォン・タブレット端末など情報通信機器を活用し

て、課題の解決へと導く工夫やアイディアの数々を、視覚に障害のある当事者の立場から講演形式

で紹介します。視覚障害の人やディスレクシア（読み書き障害）などの学習障害のある人など、日

常生活を送る上で様々な不便さを感じている人が多くいる中で、近年の情報端末の普及に伴い、そ

の活用方法を習得することで、自分自身で必要な情報へのアクセスが可能となる。不便さを感じて

いる人にとって有効と思われる活用法（アシスティブテクノロジー）の講習会を開催します。特に、

特別支援学校の教員や公共図書館職員、各種 NPO やボランティア団体の方々、支援する立場の方々

に体験をお勧めします。 

 その他、バリアフリー図書の展示や開発途上の新技術、個別の相談なども併せて実施します。 

セミナー  「楽しい支援技術 将棋と視覚障害」 静岡県立大学 石川研究室 

 講師 石川 准 静岡県立大学 教授    11 月 3 日（火） am10:00～  会議室４ 

昨年に続いて、プロ棋士の勝又清和六段に登場いただき、将棋の指導者としての立場からお話を

伺います。また、現在開発中のブレイルセンスと Windows 対応の将棋ソフトを紹介します。この

ソフトを使うと「将棋倶楽部 24」という日本最大のネット将棋道場での対局が可能になります。 

 

ライフサポート学会 「視聴覚障害者バリアフリー技術研究会 研究発表会」 

 11 月 3 日（火）  pm1:00～ 会議室 4 

   委 員 長 坂尻正次 筑波技術大学 教授  副委員長 大西謙吾 東京電機大学 准教授 

 ライフサポート学会は、昭和 60 年に設立され、障害者や高齢者のための福祉工学、生活･生命支

援工学について研究、情報交換を行い活動してきました。視聴覚障害者バリアフリー技術研究会は

同学会内に設置された研究会で、視覚障害・聴覚障害の方々のための支援機器の研究開発を進めて

きました。本研究発表会では，視聴覚障害支援技術に関する最新の研究成果を発表、発表後に各演

題の研究内容をデモンストレーションする時間を設ける予定です。研究発表の内容を実際に皆様に

体験頂き、研究者との対話をおこなうなど有意義な時間をお過ごし頂ければ幸いです。 

 

機器体験 「らく楽アシスト製品による調理体験コーナー」 三菱電機 

 11 月 2 日（月） am10:30～pm4:00 会議室 5 

「らく楽アシスト」製品による調理体験コーナーです。 

音声ガイド･見まもりセンサーを搭載したＩＨクッキングヒーター「らく楽 IH」で炒飯を作ります。

また、炭とかまどのおいしさジャー炊飯器「本炭釜 KAMADO」、ﾚﾝｼﾞ▶ｸﾞﾘﾙの自動リレー調理の

オーブンレンジ「ZITANG」等の操作も体験できます。試食もご用意していますので奮ってご参加

ください。  （随時実施。自由に出入りできます。） 

 

「杉山和一と塙保己一 人材育成に力を注ぐ」 桜雲会 杉山検校遺徳顕彰会 温故学会 

 11 月 3 日（火） am10:00～pm4:00 会議室 5 

 鍼治講習所と和学講談所の創設と活動とは、名声のためではなく、｢世のため、後のため｣と信

念をもち、弟子の指導に当たった学問所とはどの様なものであったのか、探ります。 

 「杉山鍼治講習所について」 講師 村上 三千男 （東洋はり医学会 名誉会長） 

「和学講談所の実像を知る」 講師 嵐 義人 （公益社団法人 温故学会 研究員） 

両検校ゆかりの品々を展示。さらに講演時以外には、恒例のワンコインマッサージを開催。 

 

「やってみよう！ 初めての百人一首」 百星の会 （一社）全日本かるた協会 

 11 月 3 日（火） am10:00～pm4:00 会議室 3 

点字付き五色百人一首かるたとり体験会。午前中かるた体験会、午後ゲーム大会決勝。 
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ワークショップ  多世代共創による視覚障害者移動支援システムの開発 

 11 月 1 日（日）am10:00～  会議室 4 

 JST RISTEX プロジェクト 代表 関喜一（産業技術総合研究所） 

普及可能な視覚障害者移動支援技術への挑戦 

- 特殊機材不要＆多世代地域支援コミュニティ実現に向けて - 

視覚障害者の移動支援技術の研究は過去 40 年以上の歴史を持っていますが、そのほとんどが専

用の特殊な機材やインフラを使用することを前提としており、結局普及せずに終わっています。我々

は現在、特殊な機材やインフラを一切使用せず、一般に普及している情報携帯端末、測位技術、ク

ラウド技術のみを駆使して、ナビゲーションや障害物検出などの移動支援を行うシステムの開発に

挑戦しています。またこのシステムを通して、多世代共創による地域の視覚障害者支援のコミュニ

ティデザインを行う手法を確立しようと試みています。この挑戦についてご説明します。 

 

福祉工学カフェ  視覚障害者歩行支援システム（オリエンテーション支援を中心に） 

 11 月 1 日（日）pm1:00～  会議室 4 

 国立障害者リハビリテーションセンター 研究所 

 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

視覚障害者向け及び一般向けに研究開発が進む歩行者案内システムの最新動向と将来の展望をパ

ネルディスカッション形式で討議します。第一に、視覚障害者歩行支援の数あるシステムの現状の

把握と標準化を考えます。第二に、一般向けに開発が進む場所情報サービスのユニバーサルデザイ

ンとしての視覚障害者支援への応用を考えます。2 つの討議から、共通基盤の有り方や、バリアフ

リー法への場所情報技術の組み入れの示唆を模索します。 

 

読書に障害のある人の自立生活を支えるアシスティブテクノロジー（AT）講習会 

 11 月 2 日（月）am10:00～pm5:00 会議室 4 

 桜雲会  日本社会福祉弘済会 

 公益財団法人 日本社会福祉弘済会の助成を受け、｢暮らしをサポートする支援技術を使いこなす

には？｣をテーマに、視覚に障害のある方が日常生活で直面する様々なバリアを解消するため、支援

技術｢アシスティブテクノロジー｣や、スマートフォン・タブレット端末など情報通信機器を活用し

て、課題の解決へと導く工夫やアイディアの数々を、視覚に障害のある当事者の立場から講演形式

で紹介します。視覚障害の人やディスレクシア（読み書き障害）などの学習障害のある人など、日

常生活を送る上で様々な不便さを感じている人が多くいる中で、近年の情報端末の普及に伴い、そ

の活用方法を習得することで、自分自身で必要な情報へのアクセスが可能となる。不便さを感じて

いる人にとって有効と思われる活用法（アシスティブテクノロジー）の講習会を開催します。特に、

特別支援学校の教員や公共図書館職員、各種 NPO やボランティア団体の方々、支援する立場の方々
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 講師 石川 准 静岡県立大学 教授    11 月 3 日（火） am10:00～  会議室４ 

昨年に続いて、プロ棋士の勝又清和六段に登場いただき、将棋の指導者としての立場からお話を
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援工学について研究、情報交換を行い活動してきました。視聴覚障害者バリアフリー技術研究会は

同学会内に設置された研究会で、視覚障害・聴覚障害の方々のための支援機器の研究開発を進めて

きました。本研究発表会では，視聴覚障害支援技術に関する最新の研究成果を発表、発表後に各演

題の研究内容をデモンストレーションする時間を設ける予定です。研究発表の内容を実際に皆様に

体験頂き、研究者との対話をおこなうなど有意義な時間をお過ごし頂ければ幸いです。 
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音声ガイド･見まもりセンサーを搭載したＩＨクッキングヒーター「らく楽 IH」で炒飯を作ります。
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オーブンレンジ「ZITANG」等の操作も体験できます。試食もご用意していますので奮ってご参加

ください。  （随時実施。自由に出入りできます。） 

 

「杉山和一と塙保己一 人材育成に力を注ぐ」 桜雲会 杉山検校遺徳顕彰会 温故学会 
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 鍼治講習所と和学講談所の創設と活動とは、名声のためではなく、｢世のため、後のため｣と信

念をもち、弟子の指導に当たった学問所とはどの様なものであったのか、探ります。 

 「杉山鍼治講習所について」 講師 村上 三千男 （東洋はり医学会 名誉会長） 

「和学講談所の実像を知る」 講師 嵐 義人 （公益社団法人 温故学会 研究員） 

両検校ゆかりの品々を展示。さらに講演時以外には、恒例のワンコインマッサージを開催。 

 

「やってみよう！ 初めての百人一首」 百星の会 （一社）全日本かるた協会 
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点字付き五色百人一首かるたとり体験会。午前中かるた体験会、午後ゲーム大会決勝。 
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カテゴリー 出展企業・団体(ブース№）

歩行誘導
フィット(3)  タナベ(6)　エクストラ(9)　サン工芸(12)　篠原電機(17)　錦城護
謨(18)　KOSUGE(20)　日本盲導犬協会(25)　不二電機工業(27)　エク
シオテック(34)　レハ･ヴィジョン(41)

拡大読書器
インサイト(10)　フリーダム(10)　ケージーエス(26)  日本テレソフト(33)　ラビッ
ト(35)　ナイツ(36)　タイムズコーポレーション(37)　アメディア(38)

ルーペ　遮光眼鏡　特殊メガネ 東海光学(2)　フィット(3)　タイムズコーポレーション(37)　アメディア(38)

活字読上げ器 日本テレソフト(33)　アメディア(38)

パソコン関連 エクストラ(9)　フリーダム(10)　ラビット(35)　アメディア(38)

デイジー機器
シナノケンシ(5)　オリンパス(7)　サイパック(31)　ラビット(35)　タイムズコーポ
レーション(37)　アメディア(38)

点字プリンタ　点字印刷
インデックス･ブレイル(8)　欧文印刷(29)　三笠産業(30)　ジェイ・ティー・
アール(32)　日本テレソフト(33)

点字ディスプレイ エクストラ(9)　フリーダム(10)　ケージーエス(26)　日本テレソフト(33)

点図ディスプレイ ケージーエス(26)

立体コピー機 ケージーエス(26)

携帯電話　スマホ ソフトバンク(14)　NTTドコモ(19)

家電製品
ユニバーサル･デザイン（UD)

三菱電機(11)　三菱電機ホーム機器(11)　日立アプライアンス(13)　パナ
ソニック(16)

地デジ対応ラジオ オリンパス(7)  アステム(15)

色彩識別　 フクイ(40)　レハ･ヴィジョン(41)

ゲーム ギフトテンインダストリ(39)

日常生活品 日本盲人会連合(1)　ｍ・ｙ(4)  日本点字図書館(24)  九重雜賀(42)

活動・研究・開発の紹介
桜雲会(22)  視覚障害者支援総合センター(23)  日本盲導犬協会(25)
新潟大学(28)  グローイングピープルズウィル（GPW）(42)　日本盲人福祉委
員会(E-1)  すみださわるもの処(E-3)

展示即売コーナー
日本盲人会連合(1)　桜雲会(22)  視覚障害者支援総合センター(23)
日本点字図書館(24)  九重雜賀(42)

防災コーナー 東京消防庁(21)  東京都葛飾福祉工場(E-2)

カテゴリー別　出展者名   
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カテゴリー 出展企業・団体(ブース№）

歩行誘導
フィット(3)  タナベ(6)　エクストラ(9)　サン工芸(12)　篠原電機(17)　錦城護
謨(18)　KOSUGE(20)　日本盲導犬協会(25)　不二電機工業(27)　エク
シオテック(34)　レハ･ヴィジョン(41)

拡大読書器
インサイト(10)　フリーダム(10)　ケージーエス(26)  日本テレソフト(33)　ラビッ
ト(35)　ナイツ(36)　タイムズコーポレーション(37)　アメディア(38)

ルーペ　遮光眼鏡　特殊メガネ 東海光学(2)　フィット(3)　タイムズコーポレーション(37)　アメディア(38)

活字読上げ器 日本テレソフト(33)　アメディア(38)

パソコン関連 エクストラ(9)　フリーダム(10)　ラビット(35)　アメディア(38)

デイジー機器
シナノケンシ(5)　オリンパス(7)　サイパック(31)　ラビット(35)　タイムズコーポ
レーション(37)　アメディア(38)

点字プリンタ　点字印刷
インデックス･ブレイル(8)　欧文印刷(29)　三笠産業(30)　ジェイ・ティー・
アール(32)　日本テレソフト(33)

点字ディスプレイ エクストラ(9)　フリーダム(10)　ケージーエス(26)　日本テレソフト(33)

点図ディスプレイ ケージーエス(26)

立体コピー機 ケージーエス(26)

携帯電話　スマホ ソフトバンク(14)　NTTドコモ(19)

家電製品
ユニバーサル･デザイン（UD)

三菱電機(11)　三菱電機ホーム機器(11)　日立アプライアンス(13)　パナ
ソニック(16)

地デジ対応ラジオ オリンパス(7)  アステム(15)

色彩識別　 フクイ(40)　レハ･ヴィジョン(41)

ゲーム ギフトテンインダストリ(39)

日常生活品 日本盲人会連合(1)　ｍ・ｙ(4)  日本点字図書館(24)  九重雜賀(42)

活動・研究・開発の紹介
桜雲会(22)  視覚障害者支援総合センター(23)  日本盲導犬協会(25)
新潟大学(28)  グローイングピープルズウィル（GPW）(42)　日本盲人福祉委
員会(E-1)  すみださわるもの処(E-3)

展示即売コーナー
日本盲人会連合(1)　桜雲会(22)  視覚障害者支援総合センター(23)
日本点字図書館(24)  九重雜賀(42)

防災コーナー 東京消防庁(21)  東京都葛飾福祉工場(E-2)

カテゴリー別　出展者名   

1 
社会福祉法人 日本盲人会連合 

Ｊａｐａｎ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｂｌｉｎｄ 

E-mail yogu-toi@jfb.jp 

電話 03-3200-6422 FAX 03-3200-6428 

所在地 〒169-8664 窓口 用具購買所 

東京都新宿区西早稲田二丁目１８－２ 

 日本盲人会連合は昭和２３年８月に「盲

人の自立と社会参加」を目的に視覚障害者

自身の手により組織された全国５万人の

会員を擁する運動団体です。用具購買所で

は厚生労働省の委託を受けて視覚障害者

のための補装具・日常生活用具の販売・あ

っ旋・開発を行っております。今回も新商

品をはじめ各種用具の展示・販売を行いま

す。スタッフ一同、ご来場をお待ちしてお

ります。 

2 
東海光学㈱ 

TOKAI OPTICAL CO.,LTD 

E-mail tokai@tokaiopt.co.jp 

電話 0564-27-3050 FAX

所在地 〒444-2192 窓口 お客様相談室 

愛知県岡崎市恵田町下田5-26 

 今回出展致します「遮光眼鏡」は、まぶ

しさの要因となる光を効果的にカットし、

明るさを感じる光は多く取り込む特殊なメ

ガネレンズです。明るさを保ちながらまぶ

しさを抑え、コントラストを向上させます。 

 多くの方の要望にお応えし、昨年よりレ

ンズカラーが4色増え全23色からお選び頂

けるようになりました。また、遮光オーバ

ーグラス「ビューナル」はサイズが増え、

計３サイズになりました。ぜひ会場でその

効果をお試しください。 

3 
㈲ フィット 

FIT Corporation 

E-mail fit@fit-movingeye.co.jp 

電話 0266-26-1400 FAX 0266-26-1401 

所在地 〒393-0023 窓口 常盤 

長野県諏訪郡下諏訪町富ヶ丘6750 

 フィットでは「ないから作る」をモット

ーに光学・画像処理分野をコアとしながら

もそれににとどまらず、ライフサポート事

業～木質ペレット利用事業まで、幅広い分

野にフィットする商品をご提案致します。 

 魚眼レンズメガネ「Ｇｙｏｒｏｍｅｇａｎｅ」、

反射ベルト「光ラー」、自動火災通報器「火

事ですよ！」、オールマイティ セキュリテ

ィ＆見守りシステム「スマート・サーベラ

ンス・システム」を出展します。 

 お困りごとがありましたらまずはフィッ

トへ一声おかけください。 

4 
ｍ・ｙ㈱ 

m・y inc. 

E-mail myinc@myinc.co.jp 

電話 0742-94-3052 FAX 0742-46-7536 

所在地 〒631-0015 窓口 堀部、坪下 

奈良市学園朝日元町1-613-1 

 爪切りの代わりとして使える「ガラスつ

めやすり」をご紹介。やすり目が細かく、

爪や皮膚にやさしくなめらかに仕上がりま

す。爪の弱い方、爪切りやニッパーが使い

づらい方におすすめです。サイズ・種類を

取りそろえ展示・販売します。新商品の「ガ

ラスつめやすり ミニ」は、やすりの先端部

が丸く安全にお使いいただけます（800円で

販売予定）。天然素材のヘアブラシや女性向

けにシンプルなクリスタルのペンダントも

1,000円～販売予定です。ぜひお試しくださ

い。 
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5 
シナノケンシ㈱ 

ShinanoKenshi Co.,Ltd. 

E-mail plextalk@skcj.co.jp 

電話 050-5804-1177 FAX 0268-42-2923 

所在地 〒386-0498 窓口 プレクストークお問い合わせ窓口 

長野県上田市上丸子1078 

 デイジー形式の図書を聞いたり自分でオ

リジナル録音をするならプレクストークで

す。CD、SD、サピエのデイジーオンライン

サービスなど様々なメディアにつないでデ

イジー図書が聞けるプレクストークリンク

ポケットや、CDに直接録音やバックアップ

ができるPTR2、CDやSDカード、USBの各種メ

ディアに対応した簡単操作のPTN2 、SDカー

ド対応の小型機PTP1などお客様の利用シー

ンにあわせたラインナップをご紹介いたし

ます。 

6 
㈱タナベ 

TANABE Co., Ltd. 

E-mail suzuki054@kk-tanabe.co.jp 

電話 075-811-0178 FAX 075-811-0179 

所在地 〒602-8141 窓口 商品開発事業部 鈴木孝雄 

京都府京都市上京区西堀川通丸太町上ル上堀川町１２１ 

＜ソーラー無し、電池だけで10年発光＞ 
 
１） 自発光式視覚障害者用ブロック 
・ 点状タイプ・・・電池式、電源式 
・ 線状タイプ・・・電源式、電池式 
２） 電池式自発光道路鋲 
・ 歩 道 鋲： １日12時間動作で10年・20

年動作 
・ トンネル鋲： トンネル内で１日24時間動

作で10年・20年動作 
３） 【新商品】電池式自発光縁石鋲 
・ 屋 外 使 用 ： １日12時間動作で10年動作 
・ トンネル使用 ： １日24時間動作で10年動作 
４） 【新商品】貼り付けタイプの線状誘導

シート２本線タイプ 
５） 【参考出品】自発光式ボラード（車止め） 
※ 横断歩道付近の安全確保に、歩道の歩行

者自転車分離の安全対策に最適 

7 
オリンパス㈱ 

OLYMPUS CORPORATION 

E-mail 

電話 0120-084215 FAX (042) 642-7486 

所在地 〒192-8507 窓口 カスタマーサポートセンター 

東京都八王子市石川町２９５１ 

 ICレコーダーのトップブランドとして、

より高音質で使いやすい製品をお届けしま

す。 

 デイジー図書の再生や、テキスト読み上

げ、音楽再生などの機能を搭載した「ボイ

ストレックDS-902」をご紹介いたします。 

 その他、カセット感覚で使える簡単操作

のICレコーダー「ボイストレックDP-301」、

鳥の声などの録音にもお勧めの高音質レコ

ーダー「LS-14」(音声ガイド付き)を展示い

たします。 

 皆様のお越しをお待ちしております。 

8 
INDEX BRAILLE 

INDEX BRAILLE 

E-mail info@indexbraille.com 

電話 +46 920 2030 80 FAX +46 920 2030 85 

所在地 95423 窓口 国内問い合わせ先：(有)エクストラ 

Hantverksvägen 20, 954 23, Gammelstad, Sweden 

 インデックス社は過去30年、高品質でス

タイリッシュ、そして手頃な価格の製品を

提案することをモットーにヨーロッパを中

心として世界の点字プリンターをリードし

てきました。今回は小型で軽量、連続用紙

専用のベーシックDと単票用紙専用のエベ

レストをご紹介します。 
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9 
㈲エクストラ 

EXTRA Corporation 

E-mail support@extra.co.jp 

電話 054-264-8608 FAX 054-264-8613 

所在地 〒422-8002 窓口

静岡県静岡市駿河区谷田44-15-101 

 有限会社エクストラは、視覚障害者の情

報アクセスを強力に支援する製品の開発、

販売を行っております。音声点字情報端末

の「ブレイルセンスオンハンドU2ミニ」,「ブ

レイルセンスU2」をはじめ,スクリーンリー

ダー「JAWS for Windows」や自動点訳ソフ

ト「EXTRA for Windows」をご紹介します。 

10 
㈱ インサイト 

Insight Co.,LTD 

E-mail info@s-insight.jp 

電話 022-342-6801 FAX 022-342-6802 

所在地 〒981-3212 窓口

仙台市泉区長命ヶ丘３-２８-１ 

 ㈱インサイトは拡大読書器を扱っており

ます。携帯型から卓上型まで、幅広いライ

ンナップで、ユーザー様のニーズにお答え

していきたいと願っております。 

 今年の目玉は、折りたたんで運べる卓上

型『トパーズPHD』：248,400円（税込み）で

す。他にも、大好評の『オニキスデスクセ

ットHD』や『ルビーHD5インチ』など、全5

機種展示予定です。各商品の詳細はホーム

ページへ⇒http://www.s-insight.jp 

10 
Freedom Scientific 

Freedom Scientific BLV 

E-mail Info@FreedomScientific.com 

電話 1-727-803-8000 FAX 1-727-803-8001 

所在地 33716 窓口 国内問い合わせ先：(有)エクストラ 

11800 31st Court North St. Petersburg, FL 33716 United States 

 Freedom Scientific社は、画面読み上げ

ソフト、画面拡大ソフト、電子拡大読書器、

点字ディスプレイ、音声・点字PDAなどの開

発会社です。視覚障害者や学習障害者が健

常者と同じように情報を入手しコンピュー

タを使用するための製品を開発、製造、販

売することが私たちの使命です。当社の製

品は26言語でローカライズされ、代理店ネ

ットワークを通して世界70カ国以上で販売

されております。 

11 
三菱電機 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

E-mail 

電話 0120-139-365 FAX 03-3413-4049 

窓口 お客さま相談センター 

相談時間「平日9時～19時 土・日・祝・弊社休日9時～17時」 

 三菱電機のブースでは、ひとりひとりの

毎日を豊かに暮らしやすくする取り組み

「スマートクォリティ」のもと高齢者から

こどもまで、できるだけ多くの人が使いや

すいデザインを目指した「らく楽アシスト」

製品を展示します。 

 今年も3ブース分を確保し、しゃべるTVを

はじめ、キッチン家電、空調機器、住宅設

備、生活家電等、様々な「らく楽アシスト」

製品を、実際に企画・開発した営業、設計、

デザイン部門のスタッフがご説明させてい

ただきます。 

 皆様の御意見を商品へ取り入れたく、よ

り多くの方のご来場をお待ちしておりま

す。 

11



11 
三菱電機ホーム機器㈱ 

MITSUBISHI ELECTRIC HOME APPLIANCE CO.,LTD. 

E-mail 

電話 0120-139-365 FAX 03-3413-4049 

  窓口 お客さま相談センター 

相談時間「平日9時～19時 土・日・祝・弊社休日9時～17時」 

 今年も、音声ナビ付のIHクッキングヒー

ター、ジャー炊飯器の他、ユニバーサルデ

ザイン視点を取り入れたレンジグリル(オ

ーブンレンジ）、除湿機、保湿機、掃除機等、

様々な製品を展示します。 

 是非実際に触れてみて下さい。また家電

製品に対するご意見、ご提案等お聞かせい

ただければ幸いです。 

 ９階では、調理体験会も開催しておりま

すので、あわせてご来場下さい。 

12 
㈱サン工芸 

SUN KOGEI Co.,Ltd. 

E-mail tenji@sunkogei.co.jp 

電話 0774-23-1133 FAX 0774-23-7788 

所在地 〒613-0022 窓口 点字事業部 

京都府久世郡久御山町市田新珠城90 

 サン工芸は日本で最初に点字案内板を世

に出し、京都市営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。 

 点字案内板・点字標示板の企画・立案・

製造販売、点字ブロック・音声案内装置の

販売等、視覚障害者用総合誘導設備に関す

ることは、実績十分の弊社にお任せくださ

い。 

13 
日立アプライアンス㈱ 

Hitachi Appliances, Inc. 

E-mail 

電話 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 

所在地 〒105-8410 窓口 お客様相談センター 

東京都港区西新橋２－１５－１２ 

 日立アプライアンスは、「日立はエコにた

し算」をキャッチフレーズに、生活の各シ

ーンで活躍する製品を提案。基本性能や省

エネを追求するだけでなく、家事の時間短

縮や、手間の軽減など、お客様の使い勝手

を向上する製品をお届けしています。今回

ご紹介するIHクッキングヒーターは、オー

ブンに専用の「ラク旨グリル」を搭載し、

自動両面焼きでおいしく省手間を実現。さ

らに、多くの安全機能も搭載し、調理中の

うっかりに配慮した安心設計です。 

14 
ソフトバンク㈱ 

SoftBank Corp. 

E-mail 

電話 0800-919-0157 FAX ー 

所在地 〒105-7303 窓口 カスタマーサポート 

東京都港区東新橋1-9-1 

 ソフトバンク株式会社が提供している

「視覚障がい者向け使い方教室 for 

iPhone」は、画面に表示されている項目を

音声で読み上げる視覚サポート機能「ボイ

スオーバー」を使って、視覚障がいのある

方がiPhone の基本的な操作方法を学習・練

習するためのアプリケーションです。サポ

ートしてくれる方と一緒にご利用いただ

き、iPhone の操作に慣れていただくことが

できます。 
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15 
㈱アステム 

Astem co.Ltd 

E-mail radio@astem-co.co.jp 

電話 06-4801-9730 FAX 06-4801-9316 

所在地 〒530-0044 窓口

大阪市北区東天満2-7-12 スターポート2F 

地デジ対応「テレビが聞けるラジオ」案内 
■ テレビ（ワンセグ）音声、AM・FMラジオ
の聴取が可能 
■ ワイドFMに対応！ 
■ ステレオ内蔵スピーカーで、大音量・高
音質 
■ 全操作を音声読み上げ、操作ボタンの点
字表記あり（音声マニュアルCD付） 
■ 操作ボタンを大きくし、正面に配置。横
に寝かせても使用可能 
■ 緊急地震速報つき。本体の電源OFFでも自
動で電源が入ります。（イヤホン接続でもス
ピーカーから音声が聞こえます） 
■ サイズは縦13.5ｃｍ、横17ｃｍ、奥行4.5
ｃｍ。重さ約480ｇ（電池含まず）。電源は
ＡＣアダプタか単三電池４本。イヤホン、
ソフトケース、ストラップ付 

16 
パナソニック㈱ 

Panasonic Corporation 

E-mail digital.av-ud@gg.jp.panasonic.com 

電話 
0120-878-365 

（ＩＰ電話の場合は
06-6907-1187） 

FAX 0120-878-236 

所在地 〒570-8501 窓口 全社CTO室 UD推進課 

大阪府守口市八雲中町3丁目1番1号 

 『人にやさしいモノづくり』こそ私たち

の使命。お年寄りや障がいのある方を含む、

より多くの方に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。 

 

 今回は、ユニバーサルデザインに配慮し

た家電製品の中から、放送局名や番組タイ

トルなどを読み上げるデジタルテレビとブ

ルーレイレコーダー、操作サポートをする

音声ガイド機能を搭載したＩＣレコーダー

などを展示しています。 

17 
篠原電機㈱ 

Shinohara Electric Co.,Ltd 

E-mail igsi@shinohara-elec.co.jp 

電話 06-6358-2657 FAX 06-6358-2351 

所在地 〒530-0037 窓口 事業推進室 兼崎 

大阪市北区松ヶ枝町6番3号 

 篠原電機 事業推進室は交通弱者の方が

安心・安全に横断歩道を渡れるようにユニ

バーサルデザインを配慮した歩行者信号の

補助装置を開発して参りました。現行の歩

行者信号機は横断歩道を渡った側の遠くて

高い位置にあります。「高齢者・視覚障害者

用LED付音響装置」を横断する手前に設置す

ることにより、目線より低い位置から光る

赤・青のLED灯を見やすく、耳元に近い位置

から聞こえる誘導音でより安全に横断できる

ようサポート出来ます。 

18 
錦城護謨㈱ 

KINJO RUBBER CO.,LTD. 

E-mail info_doboku@kinjogomu.jp 

電話 072-992-2328 FAX 072-922-4175 

所在地 〒581-0068 窓口 土木事業本部開発営業課 

大阪府八尾市跡部北の町１丁目４番２５号 

 屋内専用の視覚障がい者歩行誘導マット

「歩導（ほどう）くん」及び「ホドウクン 

ガイドウェイ」を展示します。 

 歩導くんは凹凸のカタチの代わりに、白

杖でたたく時の音や感触の違いや、足から

伝わるソフトな感触が、誘導路を教えてく

れます。またスロープ形状のため、車椅子・

高齢・肢体不自由の方も通行しやすくなっ

ているため、様々な方とも共存できるみん

なが安心して歩行できる移動空間を作るこ

とができます。 
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19 
㈱ＮＴＴドコモ 

ＮＴＴ ＤＯＣＯＭＯ,ＩＮＣ. 

E-mail 

電話 0120-800-000 FAX

所在地 〒100-6150 窓口

東京都千代田区永田町2-11-1 

 ＮＴＴドコモでは、音声読み上げ機能や

画面の白黒反転、拡大文字などに対応した

「らくらくホン」や「らくらくスマートフ

ォン」シリーズを展示いたします。また、

視覚に障がいのある方でもお使いいただけ

る文字入力アプリ「Move&Flick（ムーブ ア

ンド フリック）」（iOS用）もお試しいただ

けます。アンケートにお答えいただいたお

客様には粗品をプレゼントいたします。お

気軽にお立ち寄りください。 

※iPhone・iPadの操作・機能についてのご

案内は行っておりませんので、予めご了承

ください。 

20 
㈱ＫＯＳＵＧＥ 

KOSUGE Inc. 

E-mail kazuhiko-kosuge@kosuge.co 

電話 050-3372-3002 FAX 050-3737-4957 

所在地 〒173-0013 窓口 小菅 一彦 

東京都板橋区氷川町１１－１１ 

 株式会社ＫＯＳＵＧＥは、NEDO、および

板橋区産業振興公社からの助成金により開

発した白杖MyCaneⅡを展示しております。

既存の白杖に対して改善要望されていた項

目について、視覚障害者が使う立場から、

素材を従来の金属、ガラス繊維、炭素繊維

から、衝撃に強いアラミド繊維を適用した

世界初の白杖で、グリップ形状も歩行スタイ

ルに合わせて、選べるようにしております。 

 軽くて、疲れにくい、切断破壊し難い白

杖です。是非、触ってMyCaneⅡの良さを実

感して頂きたく思います。 

21 
東京消防庁 

Tokyo Fire Department 

E-mail bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp 

電話 03-3212-2111 FAX 03-3213-1478 

所在地 〒100-8119 窓口 防災部防災安全課防災福祉係 

東京都千代田区大手町一丁目３番５号 

 東京消防庁では、火災や地震等の災害か

ら、高齢者や障害者など、災害時に支援が

必要となる方々を守るための様々な取組を

行っています。災害による被害を軽減する

ためには、本人や、その支援者、地域が一

体となって対策を進めていくことが大切で

す。 

 災害から身を守るために、日頃から皆様

に備えてほしいことや災害時の行動のポイ

ント等についてご紹介を行っておりますの

で、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

22 
社会福祉法人 桜雲会 

Ounkai Social Welfare for the Blind 

E-mail ounkai@nifty.com 

電話 03-5337-7866 FAX 03-6908-9526 

所在地 〒169-0075 窓口 甲賀 金夫 

東京都新宿区高田馬場4-11-14-102 

 8階では今年も図書・用具・お菓子の販売
を行います。新刊図書から、音の出るペン
“音筆”を使って楽しく学べる漢字学習教
材｢おとのでるえほん かいてみよう きい
てみよう かんじ1｣を販売致します。全く新
しい漢字の学習方法を是非体験してくださ
い。さらに当会の大人気シリーズ｢てんじ手
作り絵本｣から最新刊｢みつけちゃ王｣の販
売を行います。その他、｢えほん 障害者権
利条約｣の販売も行います。障害のある人が
自分らしく生きられる社会づくりをわかり
やすく絵本で紹介しています。また、点字
キューブやマスコットブレイルなどの用具
をはじめ、啓発を目的とした点字ブロック
おせんべいなど多彩な品揃えで皆様のお越
しをお待ちしております。 

14



23 
社会福祉法人視覚障害者支援総合センター 

General Support Center for the Visually Handicapped 

E-mail mail@siencenter.or.jp 

電話 03-5310-5051 FAX 03-5310-5053 

所在地 〒167-0034 窓口

東京都杉並区桃井4-4-3 スカイコート西荻窪2 

 12年ぶりの大改訂を行った『点字表記辞

典 第６版』（第２刷）、ご好評をいただい

ております。収録語例を全て見直し、より

使いやすく刷新しました。 

 また、エンボス点字による地図・啓発書

（『鉄道手帳 私鉄編』『鉄道手帳』『基本地

図帳』『点字のレッスン』など）のほか、恒

例の「チャレンジ点図カレンダー」（2016年

のテーマはSea-海-）、「コタコタカレンダ

ー」、「チャリティ絵はがき」（絵・小山千鶴

子さん）や「道産子どん」（北海道妹背牛産

お菓子）なども販売いたします。 

24 
社会福祉法人 日本点字図書館 わくわく用具ショップ 

Japan Braille Library 

E-mail yougu@nittento.or.jp 

電話 03-3209-0751 FAX 03-3200-4133 

所在地 〒169-8586 窓口 用具事業課 

東京都新宿区高田馬場1-23-4 

 取扱い点数は約900点。補装具、日常生活

用具、音響機器、便利用品、おもちゃなど

幅広い商品を扱っている日本最大の視覚障

害者用具販売店です。これらの商品はネッ

ト通販サイト「わくわく用具ショップ」で

もお求め頂けます。会員登録をすれば、次

回からのお買い物が簡単。携帯電話からも

アクセスできます。 

 また、月に2回発行のメールマガジンで

は、新商品のお知らせやお楽しみセールの

ご案内、耳寄りなイベントのご紹介など盛

りだくさんの情報をお届けしています。 

 目玉商品やお楽しみ企画をご用意してご

来場をお待ちしております。 

25 
公益財団法人日本盲導犬協会 

Japan Guide Dog Association 

E-mail riha@moudouken.net 

電話 045-590-1595 FAX 045-590-1599 

所在地 〒223-0056 窓口 ユーザーサポート部 

神奈川県横浜市港北区新吉田町6001-9 

 目の見えない人、見えにくい人が、行き

たい時に、行きたい場所へ行くことができ

るように、安全で快適な盲導犬との歩行を

提供することを使命として、盲導犬を無償

で貸与しています。 

 弱視（ロービジョン）の方、透析を受け

ている方、主婦の方など、様々な障がいと

生活スタイルをお持ちの方が、それぞれに

合った訓練を経て、盲導犬との生活を実現

させています。 

  

 今回、盲導犬歩行の体験会を行いますの

で、是非お気軽にご参加下さい。 

26 
ケージーエス㈱ 

KGS CORPORATION 

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

電話 0493-72-7311 FAX 0493-72-7337 

所在地 〒355-0321 窓口 営業部 

埼玉県比企郡小川町小川1004 

「ブレイルメモスマートシリーズ」 

点字ディスプレイ「ブレイルメモスマート

１６」「ブレイルメモスマート４０」 

持ち運びに便利で“いつでも、どこでも”

メモを取れる１６マスタイプと、３２文字

と行数などの情報を一度に出せるので、点

字校正作業や学習に便利な４０マスタイプ

の２タイプをご用意。用途に合わせてお選

び下さい。 

 

拡大読書器「VisioBook」 

ノートパソコンのように、コンパクトに折

りたためる拡大読書器。拡大読書器の新し

いスタイルをご提案します。 
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27 
不二電機工業㈱ 

FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD. 

E-mail prod@fujidk.co.jp 

電話 077-562-1215 FAX 077-562-1930 

所在地 〒 525-8521 窓口 技術営業部製品戦略チーム 

滋賀県草津市野村３丁目４－１ 

 不二電機工業の製品は電力、鉄道、交通

といった人々の暮らしを支える社会インフ

ラの分野で活躍しております。 

 近年、交通信号の分野において、押しボ

タン式信号の表示を赤から白に変更するこ

とで、色弱者の方でも見やすくするなど、

バリアフリー化への取り組みに力を入れて

まいりました。 

 次の取り組みとして、目の見えない方で

も不自由しない、次世代の押しボタン式信

号を提案します。 

 少しでも多くの方の生活が快適になるよ

う、社会インフラの分野で取り組んでまい

ります。 

28 
新潟大学 工学部 福祉人間工学科 

University of Niigata 

E-mail tmacs.request@eng.niigata-u.ac.jp 

電話 025-262-6133 FAX 025-262-7198 

所在地 〒950-2181 窓口 渡辺研究室 

新潟市西区五十嵐2の町8050 

 新潟大学には、国立大学では珍しい「福

祉人間工学科」があります。 

 福祉人間工学科の渡辺研究室では、視覚

障害者を支援するための研究開発を行って

います。今回の展示では次の研究成果を紹

介します。 

1. 触知グラフ自動作成システム 

2. 触地図自動作成システム 

3. 触る星座早見盤 

4. 漢字の構成読み検索システム 

5. 漢字の部品による検索システム 

6. 打点練習機 

29 
欧文印刷㈱ 

Obun Printing Co., Inc. 

E-mail 

電話 03-3817-5910 FAX 03-5684-5688 

所在地 〒113-8484 窓口 営業推進室 坂本 泉 

東京都文京区本郷1丁目17番2号 

 弊社は、昨年、初めて出展させていただ

き、多くの方にご来場いただきました。あ

りがとうございました。今年も出展させて

いただきます。出展品目は、2016年（平成

28年）点字墨字共用ポケットカレンダー、

生活用品点字シール、地下鉄路線図、音声

付与点字印刷、触知日本地図、などです。

ご希望の方には、2016年（平成28年）点字

墨字共用ポケットカレンダー、生活用品点

字シール、触知日本地図を差し上げます（数

量には限りがございます）。 

 よろしくお願いいたします。 

30 
三笠産業㈱ 

Mikasa Sangyo Co., Ltd. 

E-mail snoeze@mikasasangyou.co.jp 

電話 083-974-6331 FAX 083-973-1370 

所在地 〒754-0005 窓口

山口県山口市小郡山手上町１－１０ 

 今までデジタル端末を使用するしかなか

った白文字印刷がトナープリンターで可能

になりました。通常のトナープリンターと

同じ方法で黒い紙に白文字印刷することが

可能です。 

 教材等の印刷に最適です。 

※ 通常のモノクロ印字も出来ます。印刷デ

モンストレーションも実施いたします。 
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31 
㈲サイパック 

CYPAC CO., Inc. 

E-mail cypac@cypac.co.jp 

電話 03-5815-6381 FAX 03-5815-6382 

所在地 〒114-0015 窓口 才田美加 

東京都北区中里1-1-1 ルトゥール駒込201 

 スマホやタブレットでデイジー録音図書

を再生するアプリ「ボイス オブ デイジー」

を作っている有限会社サイパックです。ボ

イス オブ デイジーは、目次やページ一覧

から再生する、しおりを付ける、再生する

速度やピッチと間を変更する、読み上げて

いる箇所の文字や背景を好みの色で表示す

る、画面を指で操作して文字の大きさを調

整する、タッチした箇所を読み上げる、指

定したページへジャンプして読み上げる、

などの機能があります。iOS版のほか、らく

らくフォンプレミアム等のAndroid(アンド

ロイド)版のスマホ、タブレットで動きます。 

32 
㈱ジェイ・ティー・アール 

JTR Corporation 

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

電話 048-452-8898 FAX 048-452-8924 

所在地 〒335-0022 窓口

埼玉県戸田市上戸田４－１３－１８ 

 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。 

 出展品は新機種[ESA300x2]（両面同時高

速ラインプリンタ）、[ESA600G](両面同時グ

ラフィック点字プリンタ)、[ESA Solo](個

人ユーザー向け点字プリンタ・プロッタ）、

点字名刺刻印機などを予定。新機種は途中

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。 

33 
㈱日本テレソフト 

Nippon Telesoft Co., Ltd. 

E-mail ts-info@telesoft.co.jp 

電話 03-3264-0800 FAX 03-3264-0880 

所在地 〒102-0083 窓口

東京都千代田区麹町1－8－1半蔵門ＭＫビル1Ｆ 

 ㈱日本テレソフトでは、印刷音が静かな

点字プリンターや、シリーズの充実した点

字ディスプレイ、また、弱視の方のための

拡大読書器を豊富に取り揃えています。 

 新商品の点字プリンター ブレイル・パ

ーソナルは、高品質・低価格を実現し、個

人のお客様限定で販売しております。また、

拡大読書器では、今年発売した携帯型拡大

読書器amigo HDが、高機能・高画質であり

望遠も可能ですので、人気商品となってお

ります。 

 是非ご体験ください。 

34 
㈱エクシオテック 

Exeo Tech Corporation. 

E-mail atsuhiro.furudate@exeo-tec.co.jp 

電話 03-6404-2610 FAX 03-6404-3209 

所在地 〒143-0006 窓口 福祉グループ 

東京都大田区平和島４－１－２３ 

 シグナルエイドは、携帯電話サイズで軽

量の微弱電波発信機です。 

 以下の用途で全国でご活用いただけます。 

◆ 歩行時間延長信号機の遠隔操作 

全国 約２０，０００箇所以上 

◆ 公共施設玄関先の音声誘導 

全国 約２，０００施設以上（平成26年度） 

◆ 個人向け音声誘導装置 

 

 シグナルエイドは、地域生活支援事業の

日常生活用具に認定されておりますので、

日々の移動補助としてご利用頂けます。 

 また、サイトワールドでは、その他数々の

歩行支援用音声機器も取り揃えております。 
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35 
㈱ ラビット 

Rabbit Co.,Ltd. 

E-mail eigyo@rabbit-tokyo.co.jp 

電話 03-5292-5644 FAX 03-5292-5645 

所在地 〒169-0075 窓口 営業・サポート 

東京都新宿区高田馬場1-29-7 スカイパレスビル401 

 ラビットでは、「パソコン」や「タブレッ

ト」、「音声ソフト」や「拡大表示ソフト」、

「点字ディスプレイ」、「デイジープレイヤ

ー」、「拡大読書器」などの各種「支援機器」、

便利な「日常生活用具」の販売、サポート

を行っております。 

 ラビットには視覚障害者のスタッフが多

く、機器の選択には「障害特性に応じたご

提案」、「利用者の視点」になるよう配慮を

しています。購入後のサポートにも力を入

れ、機器や用具の実演ガイド教材を作成し、

機器活用のお手伝いをさせていただいてい

ます。お気軽にご相談ください。 

36 
㈱ ナイツ 

NEITZ INSTRUMENTS CO.,LTD. 

E-mail otoiawase@neitz.co.jp 

電話 03-3237-0551 FAX 03-3237-0554 

所在地 〒102-0082 窓口 国内営業課 

東京都千代田区一番町15－21 一番町コート4階 

 私たちナイツは製品開発はもちろん、補

助金制度成立の取り組み等、先駆的に幅広

く拡大読書器を手掛けてきました。長年培

ってきた技術力をベースに「拡大読書器は

地域や社会とのコミュニケーションを支え

るパートナー」という考えのもと、かつて

ないほど使いやすい拡大読書器を開発しま

した。その使い心地を、是非体感ください。 

37 
㈱タイムズコーポレーション 

TIMES Cｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ltd. 

E-mail info@times.ne.jp 

電話 0797-74-2206 FAX 0797-73-8894 

所在地 〒665-0051 窓口 お客様相談窓口 

兵庫県宝塚市高司1-6-11 

 タイムズコーポレーションでは使いやす

さを追求した最新の拡大読書器、電子ルー

ペ、ルーペをはじめ、音声コンパス、音声

色彩判別機、ICタグレコーダーなどの便利

な音声製品も出展します。また日常生活用

具給付制度で認可されることが増えた音声

紙幣読み取り機「言う吉くん」も出展いた

します。 

 経験豊富な説明員が皆様の機器選びをサ

ポートいたします。 

38 
㈱アメディア 

Amedia Corporation 

E-mail webmaster@amedia.co.jp 

電話 03-6915-8597 FAX 03-3994-7177 

所在地 〒176-0011 窓口 広報部 

東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1階 

 今年は、特価即売品が充実!カードでのお

支払いもできます。 

 新商品として、光の色も読み上げる色読

み上げ器「にじいろリーダー」、振動で障害

物を伝える「スマートケーン」、テレビにも

つなげる携帯型拡大読書器「テレルーペ」。 

 売れ筋として、耳をふさがない骨伝導ヘ

ッドホン「耳フリー」、振動で時刻を伝える

振動時計「メテオ」。 

 日常生活用具で人気の高い、音声拡大読

書器「よむべえスマイル」、高性能拡大読書

器「アイ-ラビュー」。 

 そして、聴力をサポートする集音器や、

特徴のある電子ルーペもございます。 
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39 
ギフトテンインダストリ㈱ 

GIFT10INDUSTRY,Inc 

E-mail info@gift10.net 

電話 070-6512-2282 FAX

所在地 〒185-0024 窓口 梶川 

東京都国分寺市泉町3-37-34マージュ西国分寺104 

 弊社では、視覚障害の有無に関わらず共

に楽しむ場所を生む製品を企画・開発して

います。 

 会場では、皆で楽しめるボードゲームを

試遊出来ます。 

 触覚を使った「ダッタカモ文明の謎」と

音をヒントに遊ぶ「アラビアの壺」、両方と

も多人数で遊ぶことのできる楽しいゲーム

です。ぜひ、ご家族とお友達と遊びに来て

ください。 

 また、新しい白杖アクセサリー「デコステ」

を提案します。自分だけのお洒落な白杖を手

にしたい。そんな思いを叶えるご提案です。 

40 
㈱フクイ 

FUKUI co., ltd. 

E-mail iropochi@fukui-tokyo.co.jp 

電話 03-3861-1737 FAX 03-3861-1736 

所在地 〒111-0052 窓口 長瀬 / 黒田 

東京都台東区柳橋1-5-5 

 いろの世界をみんなのものに。 

 当社はアパレルのタグやラベルの企画・生

産・管理・発送をおこなっている会社です。

通常はブランドや商品の情報を提供するた

めに洋服につけられているタグですが、佐川

賢・博士（産業技術総合研究所）のアイデア

をもとに、さわると色がわかるタグ「いろ

ポチ®」を開発しました。ハンディキャップ

や年齢に関係なく、世界中すべての人が色

とおしゃれを楽しめる社会を実現したい。

そんな思いから生まれた「いろポチ®」を、

まずはみなさんに知ってもらいたいです。 

41 
レハ・ヴィジョン㈱ 

Reha Vision co.,LTD 

E-mail info@reha-vision.com 

電話 0761-51-0016 FAX 0761-51-0017 

所在地 〒923-1211 窓口 中村 

石川県能美市旭台2-13 いしかわクリエイトラボ 

 第１回サイトワールドから今回の第１０

回まで会場のトイレ内・便房内音声案内を提

供しているレハ・ヴィジョン株式会社です。 

 創業以来視覚障害者の皆様が困っている

ことの相談を受け改善できる機器・装置の

開発提供している企業です。 

 今回の新製品はオリンピック・パラリン

ピック及び外国人観光客増加に対応した製

品とトイレ内での緊急避難誘導案内が出来

る製品を出展いたします。 

 是非弊社出展コーナーにお立ち寄り下さ

い。 

42 
㈱ 九重雜賀 

Ｋｏｋｏｎｏｅｓａｉｋaｇａ. co. LTD 

E-mail saika@water.ocn.ne.jp 

電話 0736-66-3160 FAX 0736-66-3163 

所在地 〒649-6122 窓口 雜賀俊光 

和歌山県紀の川市桃山町元142-1 

 1908(明冶41)年創業の食酢・日本酒・梅

酒を醸している蔵元です。 

 「より良い酸を食卓へ」「主原材料からの

一貫造り」の2つのテーマのもと、これまで

やってまいりました。 

 視覚障害者の方々にとって、商品選択の

楽しみや様々な料理の楽しみの機会が非常

に少ないことを知り、ショックを受けまし

た。 

 今回は、5つの食酢・調味酢と１つのノン

アルコール飲料の紹介をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 
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42 
特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル 

Ｇｒｏｗｉｎｇ Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ Ｗｉｌｌ 

E-mail saraseina@y3.dion.ne.jp 

電話 080-3699-5333 FAX 042-381-8610 

所在地 〒184-0013 窓口 高橋和哉 

東京都小金井市前原町2－15－20 

 2008年に、青年海外協力隊経験者が集ま

って任意団体として活動を始め、2015年4月

にＮＰＯ法人格を取得しました。 

 理念は、できる限り多くの方々が希望を

かなえられる世の中を目指すことです。そ

の理念達成のために、発展途上国の就学困

難児童の支援、まちづくりの参画、障害者

福祉増進に寄与することを目的としています。 

 今回は、九重雜賀さんの商品を通じて、

点字使用者への情報提供、障害者施設への

仕事発注を行い、売り上げの全収益を途上

国の就学困難児童への支援に充てます。よ

ろしくお願いします。 

E-1 
社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 

National Committee of Welfare for the Blind in Japan 

E-mail welblind@nifty.com 

電話 03-5291-7885 FAX 03-5291-7885 

所在地 〒169-0051 

東京都新宿区西早稲田 2-18-2 日本盲人福祉センター2階 

・ 愛盲シールによる皆さまのご寄付により

視覚障害者福祉助成活動をしています。 

・ 日本の視覚障害者を代表し、世界の盲人

団体との国際交流の窓口です。 

・ 東日本大震災視覚障害者支援対策本部を

開設し、支援活動を行いました。 

・ 視覚障害者選挙情報支援プロジェクト事

務局として、点字版、音声版、拡大文字版

の選挙公報製作の選挙管理委員会との窓口

です。 

・ サイトワールド実行委員会を結成し、サ

イトワールドを開催しています。 

E-2 
防災グッズ 

社会福祉法人 東京コロニー 東京都葛飾福祉工場 

URL http://www.fireman21.net 

電話 03-3684-3541 FAX 03-3608-5200 

所在地 〒125-0042 東京都葛飾区金町2-8-20（TEL FAXは変更なし） 

※工場建て替えの為2016年3月（予定）まで下記に仮移転しております。 
大塚事務所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11福祉財団ビル６Ｆ 

 東京都葛飾福祉工場は、障害者の職業対

策の一環として、東京都が昭和47年に設置

し、現在はすべての障害者がひとりの社会

人として職業をもち、自立した生活を営む

ことを目標に、社会福祉法人東京コロニー

が運営をしています。 

 開設以来、防災用品や生活安全用品を開

発し､生産しています。この豊富な経験とノ

ウハウから、自分で自分の身を守るための

防災対策を提案しています。 

 「防災･避難用品カタログ」には、災害時

の各段階において必要とされる、選びぬか

れた用品･用具を順を追って掲載していま

す。それぞれの家庭や組織の状況に合わせ

て十分な備えのため利用をお勧めします。 

E-3 
すみださわるもの処 

すみだボランティアグループ   点訳きつつき 

URL http://www.sky.sannet.ne.jp/kitsutsuki/ 

電話 03-3612-2940 FAX 03-3612-2944 

所在地 〒131-0032 窓口

東京都墨田区東向島 2-17-14 すみだボランティアセンター内 

 今年もすみほり隊（すみだ すみずみ ほ

りおこしたい）のすみだのトリビアが楽し

めるカルタやすごろく、点字用紙を再利用

したまきまきクラフトが登場。昨年ご好評

でしたバードコールもお持ちします。触っ

て鳥の声に聞こえるかお試し下さい。点訳

に関するご相談やお困りごとも受け付けま

すのでお気軽にお立ち寄り下さい。その他、

点訳きつつきで手がけた点字付き絵本やカ

レンダー、墨田の地元情報のパンフレット

（会場周辺のご案内資料）などもそろえて

あります。点字版もありますので情報収集

にお役立て下さい。 

 

 

        第11回 視覚障害者向け総合イベント 

      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  

    サイトワールド 2016 
 

 サイトワールドは、最先端の技術･機器、日常用品、および、ユニ

バーサルデザイン(ＵＤ)製品等の展示会、講演会、学会、フォーラム、

体験会等が催される、世界でも例を見ない視覚障害者のための総

合イベントです。来場者一人ひとりが主役です。 
 

 平成 28 年（2016 年） 
 11 月 1 日(火)（日本点字の日）、2 日(水)、3 日(木)(文化の日) 

 午前 10 時～午後 5 時（11 月 3 日は午後 4 時まで） 
 

すみだ産業会館サンライズホール 
 (ＪＲ･地下鉄半蔵門線 錦糸町駅前 丸井錦糸町店８･９階) 

東京都墨田区江東橋 3-9-10  墨田区丸井共同開発ビル 
 
 
 
 

サイトワールド実行委員会 

 
     実 行 委 員 長： 榑 松 武 男（支援技術開発機構(ATDO)） 

     副実行委員長： 田 中 徹 二（日本点字図書館） 

     実 行 委 員： 荒 川 明 宏（ラビット） 

        〃   ： 岡 村  匠（ジェイ・ティー・アール） 

      〃   ： 鈴 木 孝 幸（日本盲人会連合） 

        〃   ： 諏訪部俊彦（サン工芸） 

        〃   ： 古 舘 敦 宏（エクシオテック） 

        〃   ： 望 月  優（アメディア） 

        〃   ： 山 岸 秀 和（シナノケンシ） 

     事 務 局 長： 近 藤 義 親（日本盲人福祉委員会） 

 

事務局  〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-18-2 
社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 内 

TEL： 03-5291-7885   FAX： 03-5291-7886 
E-mail ： sightworld@mbr.nifty.com 

 

日時 

会場 
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事務局  〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-18-2 
社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 内 

TEL： 03-5291-7885   FAX： 03-5291-7886 
E-mail ： sightworld@mbr.nifty.com 
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人

本

資

販売

開発

公共

とは

歩導

でき

アウ

歩

白

の

識

方

す

ホ

歩

ザ

貼

い

人 の

本当

料請求・お問

売元：    

大阪本

東京支

【メー

発元：    

〒６９

【ＴＥＬ

【メール

共施設や商

はございま

導くん（ほ

きますので

ウト変更に

歩導くん （ほ

白杖や足裏

の色の違い

識できます

方や車椅子

す。 

ホドウクン ガ

歩導くんの

ザイン性を

貼り付けると

いただける誘

抱 え

のバ

問い合わせ

   錦
きん

城
じ

本社   〒

【Ｔ

支社   〒

【Ｔ

ール】 ｉｎｆｏ_ｄ

   トー
９０-０８２６  

Ｌ】 ０８５２-２

ル】 ｔｏｗａ．

商業施設

ませんか？

どうくん）は

で、既存施

にも対応で

ほどうくん） 

裏から伝わる

い（明度差/輝

す。凸凹がな

子の方もス

ガイドウェイ

の機能はその

向上させた

と障がいの

誘導路にな

え る

バリ

せは、こちらま

城
じょう

護
ご

謨
む

〒５８１-００６

ＴＥＬ】 ０７２

〒１０５-００１

ＴＥＬ】 ０３-

ｄｏｂｏｋｕ＠

ーワ株式
島根県松

２４-７６３１ 

ｃｏ．ｎｅｔ＠

でトイレや

？ 

は視覚障

施設のバリ

できます。

る質感や感

輝度比）で

ないので肢体

スムーズに通

イ 

のままに、幅

た姉妹品です

の有無に関わ

なります。 

る 問

アフ

までご連絡下

謨
む

株式
６８  大阪府

２-９９２-２３２

２  東京都

３４３３-２６３

＠ｋｉｎｊｏｇｏｍ

式会社
江市学園南

  【ＦＡＸ】

＠ｇｍａｉｌ．ｃｏ

やエレベー

障がい者が

リアフリー対

。北海道か

感触、床材と

誘導路が認

体不自由の

通行可能で

幅を狭くしデ

す。図記号を

わらずご利用

題 は

フリー

下さい。 

式会社
府八尾市跡

２８   【ＦＡ

都港区芝大

３１   【ＦＡ

ｍｕ．ｊｐ  【

社 
南２-１-２ 

 ０８５２-２５

ｏｍ  【WE

ーターまで

が開発した

対策や、利

から沖縄

と

認

の

で

デ

を

用

は 千

ーを

（土木事業

跡部北の町１

ＡＸ】 ０７２-９

大門２-１２-９

ＡＸ】 ０３-３４

【WEB】 ww

５-０９１０  

EB】 www.m

の順路が

た誘導ソフ

利用者の

縄まで、全

千 差

を目

業本部 ホ

-４-２５ 

９２２-４１７５

ＨＦ浜松町

４３３-２６３４

w.kinjogom

mable.ne.jp/

がわかりにく

トマットで

声に応じた

国的に導

差 万

指し

ホドウクン担

５ 

町ビルディン

４ 

mu.jp/welfa

/~towa/ 

くくてお困

です。床を削

た部分的

導入施設増

別 …

して

担当） 

ング 

are/guidew

困りになった

削らずに設

な改修や

増加中で

…

。

way/ 

たこ

設置

やレイ

です。










