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会場

11 月 1 日 ( 木 ) < 日本点字の日 >、2 日 ( 金 )、3 日 ( 土 ) < 文化の日 >
午前 10 時〜午後 5 時まで ( 最終日は午後 4 時まで )
すみだ産業会館サンライズホール

(JR・メトロ半蔵門線：錦糸町駅下車 丸井錦糸町店 8・9 階 )

東京都墨田区江東橋 3-9-10

『見る』の不便・お悩みを
拡大読書器が解決します

トパーズＨＤアドバンス
¥㻝㻥㻤㻘㻜㻜㻜

（非課税）

「身体障がい者手帳 視覚 」をお持ちの方は、お住まいの市
区町村よりご購入費用の補助が出る福祉制度がございます
詳しくは役所の福祉窓口へお問い合わせください

株式会社

インサイト

ホームページ上で製品紹介動画公開中！
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インサイト 拡大 検索
(詳細はᵵᵣᵠで)

第 13 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 2018」
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､皆様の暖かいご支援により、今年で 13 年目を迎えることが出
来ました。
2018 年になり、より身近に「AI」というキーワードを聞くようになりました。
視覚障害者を支援する機器の一部にもこの「AI」が登載され、新たな商品が開
発されています。少しずつ変わって行く社会をみなさんも直接「触れて・聞い
て・みて」体験してはいかがでしょうか？
今年も「出展者と来場者のコミュニケーションの場」を大切に、素晴らしい出
会いの場になれば幸いです。
8 階の展示会場では日常生活に便利な機器から、未来に繋がる製品まで様々な
展示が期待できそうです。
また、9 階のイベント会場も講演会・シンポジウム・体験会などの各種イベン
トを開催します。
この「サイトワールド」で触れて、聞いて、みて、実感して頂いた事は、皆様
に何かしらの｢きっかけ｣を提供できるはずと確信しております。
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
皆さまのご来場を実行委員一同、お待ちいたしております。
2018 年 9 月吉日
サイトワールド実行委員会
実行委員長
主
共

荒川明宏

催 サイトワールド実行委員会
催 (社福)日本盲人会連合、(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 厚生労働省、文部科学省、東京都、墨田区、(社福)日本盲人福祉委員会、(社福)日本盲
人社会福祉施設協議会、全国盲学校長会、日本ロービジョン学会、(公財)日本障害者
リハビリテーション協会、(社福)日本ライトハウス、東京消防庁、(公財)日本防炎協会、
ＮＨＫ厚生文化事業団、日本経済新聞社、(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、(公財)日本テレビ小鳩文化事業団、
(公財)共用品推進機構､(NPO)支援技術開発機構(ATDO)
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、全国音訳ボラン
ティアネットワーク、日本ケアフィット共育機構、東京観光専門学校、朝日カ
ルチャー朝日ＪＴＢ・交流文化塾新宿教室音訳講座、ケージーエス、鶴見大学
文学部元木研究室・情報バリアフリー推進会、日本点字図書館、日本航空 お
よび 有志の皆さま
(順不同 予定も含む)
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９階会場 スケジュール
会議室１．２

会議室４

会議室５
①10：30～
➁11：40～
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今日は、
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日本点字１２８歳の
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新製品発表会
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ケージーエスセミナー
～新製品発表会～

｢iPhone体験会・
3Dフォト体験会｣

日本点字普及協会 タイムズコーポレーション

午
前

10：30～12：30

③14：00～
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エクストラ最新支援機器
セミナー

新製品発表会

タイムズコーポレーション

NTTドコモ
①10：30～
➁11：40～

10：30～12：30

NVDA日本語チーム

14：00～16：00

｢iPhone体験会・
3Dフォト体験会｣

10：30～12：30
午

11 前
月
３
日

第３回とっておきの
アイデアコンテスト
表彰式
共用品推進機構
日本点字図書館

千夜一夜座
10：30～12：30

NTTドコモ
10：30～12：30

ケージーエスセミナー
～新製品発表会～
ケージーエス

日本盲人福祉委員会
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桜雲会
(共催筑波大学付属視覚
特別支援学校同窓会)

SHINKA株式会社
14：00～16：00
ロービジョン対応点字付
き百人一首を使用したバ
リアフリーかるた競技体
験会
京都ライトハウス情報
製作センター
10：30～15：30

NVDA体験会

NVDA日本語チーム

13：30～15：30
13：30～15：30
13：30～15：30
土
曜
日 午 （講演）いま注目する 大災害時における視覚
視覚障害者囲碁教室
後
AI・ITの動向
障害者の防災減災
サイトワールド実行委員会

14：00～16：00
21世紀の視覚障害者およ
び盲ろう者について、職
業問題と個人生活につい
て考える

さわってみよう！
立体五線譜

15：00～16：00
金
ワークショップ
曜
ICTを活用した視覚障害者
日 午 移動支援システムの社会
朗読劇 浅田次郎
後 実装
「めぐりあい」
産業技術総合研究所

ケージーエス

10：30～12：30

③14：00～
④15：10～

NVDA体験会

会議室３

日本福祉囲碁協会
日本視覚障害者

杉山和一検校と塙保己一
検校を未来へとつなぐ
～両検校から学ぶもの～
ツボ体験会

桜雲会

エクストラ

最新支援機器セミナー
有限会社エクストラ

11 月１日（木）10：30 -12：30

会議室 1、2

講師：石川准（静岡県立大学国際関係学部教授）
Android OS 搭載、点字音声情報端末の最新版ブレイルセンスポラリスミニをご紹介
します。
今夏リリースされた「ブレイルセンスポラリス」と併せて、Android OS を搭載した
点字音声情報端末の新しい機能と魅力をお伝えします。
今日は、日本の点字 128 歳の誕生日
特定非営利活動法人 日本点字普及協会
11 月１日（木）14：00～16：00

会議室１、２

日本の点字制定記念日である 11 月１日に、①点字に関する講演会、②点字機器の説
明・体験会を行います。①の講演会では、佐木理人さん（さき・あやと

点字毎日記

者）に「私の点字奮闘記」と題したお話しをしていただき、次に、島根路代さん（し
まね・みちよ

船橋市身体障害者福祉センター）に「点字がくれた人生」と題したお

話しをしていただきます。お二人とも日々点字を使ってお仕事をなさっている方です。
なお、会場内では、②の説明・体験会として、当協会が開発に取り組み、昨年完成し
た凸面点字器「トツテンくん」の紹介と、「L サイズ点字」の触読体験も行います。
AI 視覚支援装置『オーカムマイアイ』のご紹介
株式会社システムギアビジョン
（旧：株式会社タイムズコーポレーション）
11 月 1 日（木）14：00 から 16：00

会議室 4

11 月 2 日（金）10：30 から 12：30

会議室 1、2

オーカムマイアイは、カメラに映った文字を読み上げたり、事前に登録した人の顔が
カメラに映るとその人の名前を教えてくれたり、事前に登録した物がカメラに映ると、
その物の名前を教えてくれたり、これまでにはない、見えない・見えにくい方の QOL
を向上させる機能が搭載された画期的な AI 視覚支援装置です。その上大きさは 100
円ライター程度で重さはわずか 22.5g と軽く、メガネのツルに装着して使用可能で、
どこへでも持ち運べ、手軽に使用できます。バッテリー内蔵で本体だけで動き、イン
ターネット環境も必要ないため、余計な配線や環境を気にせずに使用できます。
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「スマートフォン体験会・３Ｄフォト体験会」
NTT ドコモ
11 月 1 日（木）、2 日（金）①10：30～ ②11：40～ ③14：00～ ④15：10～

会議室 5

体験会は各 50 分です。時間によって体験内容が異なりますのでご注意ください。
①②らくらくスマートフォン４体験

③iPhone７体験

④３Ｄフォト体験

①②③では、音声読み上げ機能を使った基本操作の体験会を行います。
④では、スタッフがその場で撮影した参加者の顔写真を専用のプリンターで３Ｄ加工
し、写真を凹凸で楽しむことができる体験会です。
当日分のみドコモブースにて、先着順で整理券を配布いたします。
途中参加・途中退室はご遠慮ください。
ケージーエスセミナー

新製品発表会
ケージーエス株式会社

11 月 1 日（木）10：30～12：30

会議室 3

ケージーエス株式会社は 2018 年より、3 年連続で新製品をぞくぞくリリースします。
第 1 弾 超小型スマートグラス MyEye
第 2 弾 リニューアル版 点字ラベラー
第 3 弾 満を持して登場！小型ブレイルメモスマート
このイベントでは、これらの新製品の情報を、どこよりも早く、皆さんにわかりやす
くご説明。
是非、9 階会議室にお越しいただき、ケージーエス株式会社の〝これから〞を「聴い
て」「触って」「感じて」みてください。
21 世紀の視覚障害者および盲ろう者について、職業問題と個人生活について考える
社会福祉法人桜雲会（共催：筑波大学附属視覚特別支援学校同窓会）
11 月 1 日（木）14：00～16：00

会議室 3

①視覚障害者の職業問題を展望する－あはき業界の未来を改めて考えるとともに、い
わゆる新職業の可能性と課題を探る。基調講演：障碍者職業総合センター研究員

指

田忠司氏
②健常者・視覚障害者・盲ろう者・聴覚障害者の四者が、相互に通信できるシステム
「体表点字」について。講演：ルイブライユ研究プロジェクト代表
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長谷川貞夫氏

ワークショップ

ICT を活用した視覚障害者移動支援システムの社会実装
産業技術総合研究所

11 月 2 日（金）14：00～16：00

関喜一

会議室 1、2

視覚障害者の移動支援技術の社会実装のため、特殊な機材を使用せず、スマートホン
や BLE タグなどの汎用機器のみを用いてナビゲーションや障害物検出を行う技術の開
発が我が国でも進んでおります。本ワークショップでは、産総研を中心に進められて
来た多世代視覚障害者移動支援プロジェクト、及び日本 IBM、清水建設および米国カ
ーネギーメロン大学（CMU）を中心に進められて来たオープンソースプロジェクト
HULOP（NavCog 開発プロジェクト）が共同で、ICT を活用した視覚障害者移動支
援システムの社会実装の現状と展望をご紹介します。
ＮＶＤＡ体験会
ＮＶＤＡ日本語チーム
11 月 2 日（金）10：30～12：30

会議室 4

11 月 3 日（土）10：30～12：30

会議室 5

目が見えない、見えにくいことで、難しくなったことがありますか？
Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンと無料のスクリーンリーダーＮＶＤＡを体験してみません
か？
ＮＶＤＡ日本語チームがＮＶＤＡの紹介を行い、質問にお答えします。初心者も経験
者も歓迎です。
本が読みたい。文章が書きたい。音楽を聴きたい、作りたい。世界中の人と話したい、
など、あなたのやりたいこと、テーマを会場で募集し、テーマごとに説明を行います。
途中での入退室や移動は自由です。テーマを提案したい人は開始時刻にお集まりくだ
さい。
朗読劇

浅田次郎原作「めぐりあい」
ＮＰＯ法人「千夜一夜座」

11 月２日（金）15：00～16：00（開場 14：45）

会議室 4

私たちは、演劇や語りの会、朗読教室、点字図書館でのスタジオ朗読をはじめとする
各種ボランティア活動等を続けているＮＰＯ法人です。お一人おひとりの心に、笑顔
や希望の小さな明かりを灯していきたいとの思いで、舞台やボランティア活動に取り
組んでいます。昨年のサイトワールドでは、メンバーが会場案内のボランティアとし
て参加させていただきました。今年は、浅田次郎原作の「めぐりあい」を朗読劇でお
届けします。温泉街でマッサージ師として働く盲目の女性「時枝」。ある男性客のマッ
サージをしながら「時枝」は自身の過去を思い出していくのでした・・・。
切なくて、切なくて・・・・でも心がとても温まる作品です。ぜひお越しください。
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触ってみよう！立体五線譜（講演と体験）
SINKA 株式会社
11 月 2 日（金）10：30～12：30

会議室 3

立体イメージプリンターEasyTactix（イージータクティクス）と 3D 楽譜作成ソフト
FUGA をご紹介します。
講演は、点図作成ソフト｢エーデル｣の開発者として有名な藤野稔寛氏に、新しく開発
した 3D 楽譜作成ソフトのお話しを伺います。
体験では、五線譜の作成方法をご紹介し、実際に印刷します。立体五線譜を触ってみ
ませんか？
ロービジョン対応点字付き百人一首を使用した「バリアフリーかるた競技体験会」
社会福祉法人京都ライトハウス情報製作センター
11 月 2 日（金）14：00～16：00

会議室３

日本文化の象徴であり、現在も多くの人に親しまれている百人一首。最近は漫画・映
画などを通じて注目が集まっています。そんな百人一首を〝視覚障がい児・者競技用
百人一首かるたセット（取り札・かるた台・読み札）〞として初披露します。
・ワークショップ「和歌の響に耳を澄ませて

コミュニケーションゲームをしてみよ

う」
・バリアフリーかるた競技体験
はじめての方でも気軽に参加でき、百人一首かるたの体験ができます。多くの方のお
越しをお待ちしております！
目が見えない・見えにくい私だから考えついた
第 3 回“とっておきのアイディア”コンテスト表彰式
日本点字図書館・共用品推進機構
１１月３日（土）１０：３０～１２：30

会議室 1、2

第 3 回「とっておきのアイディアコンテスト」の各賞発表と表彰式を行います。
昨年は目が見えない・見えにくい人からの約２００件の応募を頂きました。審査員も
ワクワクの応募内容には、実用的な物から夢のようなアイディアまで、子供も大人も
自由で発想力豊かなアイディアがたくさんありました。
今年も楽しいアイディアがたくさんの表彰式になる予定です。実際の応募作品も会場
内にて紹介・展示を予定しています。ぜひ、ご来場ください。
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いま、注目する AI・IT の動向
サイトワールド実行委員会
１１月３日（土）13：30～15：30
講師：東京都市大学

森

会議室１、２

博彦教授

AI・IT、IoT という言葉を身近に聞くようになったと思いませんか？
「空飛ぶ車の実用化」そんなニュースもささやかれるようになりました。
私たちの生活にどんな技術がどのように使われているのか？
近未来ではどんな生活が考えられるのか？
こんな疑問に今回は知識工学がご専門の森教授をお招きし、お話しいただきます。
是非この機会に最先端の技術で近未来を予測してみませんか？お気軽にご来場ください。
大災害時の視覚障害者の防災・減災とは？
～東日本大震災、熊本大地震、そして西日本豪雨の経験から～
社会福祉法人日本盲人福祉委員会（日盲委）
11 月 3 日（土）13：30～15：30

会議室 4

＜講演＞「視覚障害者の防災・減災とは？ － 大災害時の被災視覚障害者支援の実態と課題」
日本各地で毎年大きな災害が発生しています。こうした中、視覚障害者への支援は障
害特性とそのニーズを理解した支援が求められています。今回のパネルディスカッシ
ョンでは、視覚障害者の災害支援を行ってきた加藤俊和氏の報告を受けて、地震や豪
雨の際に実際に地域支援を行った方々から初期支援の状況、地域でのネットワークや
情報提供の方法についてお話いただき、今後の課題について検討します。
視覚障害者囲碁教室
日本福祉囲碁協会・日本視覚障害者囲碁協会
11 月 3 日（土）13：30～15：30
視覚障害棋士 4 段の柿島光晴（かきじま

会議室 5
みつはる）さんを講師にお迎えし、視覚障

害者用の碁盤「アイゴ」を使って、視覚障害者同士の対戦をしています。指先で碁石
の感触をたしかめながら楽しむ対局です。昨今、国内外で大会も行われ、囲碁人口も
増えてきています。この教室で囲碁をお試しください。
杉山和一と塙保己一

強く生きた二人の人生～生涯を貫いた信念とは何だったのか～

社会福祉法人桜雲会（共催：公益財団法人杉山検校遺徳顕彰会，公益社団法人温故学会）
11 月 3 日（土）10：30～15：30
齊藤幸一（さいとう

会議室 3

こういち）氏（公益社団法人温故学会理事長）・岩崎洋二氏（元

筑波大学附属視覚特別支援学校教諭）の講演です。講演終了後、15 時までツボ体験会
を行います。
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2018
出展団体・企業名
アイフレンズ
あすみらい
アメディア
インサイト
インテック
INDEX BRAILLE
エクシオテック
エクストラ
NTTドコモ
FQジャパン
桜雲会
欧文印刷

50音順

出展団体・企業名
カシオ計算機
QDレーザ
京都ライトハウス
錦城護謨
ケージーエス
KOSUGE
サイパック
ジェイ・ティー・アール
視覚障害者支援総合センター
シナノケンシ
篠原電機
SINKA

小間NO
11
27
33
4
40
2
20
3
15
28
21
36

8

小間NO
39
9
25
19
5
17
38
37
22
6
18
35

休憩・歓談コーナー

出展団体・企業名
スカパーJSTA
タイムズコーポレーション
筑波技術大学
東海光学
新潟大学
日本テレソフト
日本点字図書館
日本盲人会連合
日本盲導犬協会
Nail Le Braille
パナソニック
フィット

小間NO
29
31
41
8
42
34
23
1
24
30
12
7

出展団体・企業名
プログレス・テクノロジーズ
ベッセルアンドブレイン
HOYA
丸井グループ
三菱電機
ラビット
レハ・ヴィジョン

日本盲人福祉委員会
エントランス すみださわるもの処
東京消防庁
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小間NO
13
26
32
14
10
13
16

E-1
E-2
E-3

カテゴリー別 出展者名
カテゴリー

出展企業・団体名(ブースNo.)

歩行誘導

プログレス・テクノロジーズ(13)、レハ・ヴィジョン(16)、ＫＯＳＵＧＥ(17)、
篠原電機(18)、錦城護謨(19)、エクシオテック(20)、日本盲導犬協会(24)

拡大読書器

インサイト(4)、ラビット(13)、ＫＯＳＵＧＥ(17)、タイムズコーポレーション(31)、
日本テレソフト(34)

ルーペ 遮光眼鏡 特殊メガネ

ケージーエス(5)、フィット(7)、東海光学(8)、QDレーザ(9)、FQジャパン(28)、
スカパーＪＳＡＴ(29)、タイムズコーポレーション(31)

活字読上げ機、色識別

エクストラ(3)、ケージーエス(5)、アイフレンズ(11)、タイムズコーポレーション(31)、
アメディア(33)

パソコン・ソフトウェア関連

エクストラ(3)、ラビット(13)、ベッセルアンドブレイン(26)

デイジー機器

エクストラ（3）、シナノケンシ(6)、サイパック(38)

点字プリンタ、点字印刷、
点字タイプライター

インデックス(2)、アイフレンズ(11)、日本テレソフト(34)、SINKA(35)、
ジェイティーアール(37)

点字ディスプレイ

エクストラ(3)、ケージーエス(5)、アメディア(33)、日本テレソフト(34)

携帯電話 スマホ

ラビット(13)、ＮＴＴドコモ(15)、サイパック(38)

家電製品
ユニバーサル･デザイン（UD)

三菱電機(10)、パナソニック(12)

サービス

丸井グループ(14)、ベッセルアンドブレイン(26)、あすみらい(27)、Nail Le Braille (30)、
欧文印刷(36)、カシオ計算機(39)

日常生活品

日本盲人会連合(1)、レハ・ヴィジョン(16)、日本点字図書館(23)、
インテック(40)

活動・研究・開発の紹介

桜雲会(21)、視覚障害者支援総合センター(22)、京都ライトハウス(25)、
筑波技術大学(41)、新潟大学(42)

展示即売コーナー

日本盲人会連合(1)、 桜雲会(21)、視覚障害者支援総合センター(22)、
日本点字図書館(23)、日本盲導犬協会(24)、京都ライトハウス(25)

防災コーナー

東京消防庁
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ブースNo.1

社会福祉法人

ブースNo.2

日本盲人会連合

INDEX BRAILLE

Japan Federation of the Blind
E-mail
電話
所在地

INDEX BRAILLE

yogu-toi@jfb.jp
03-3200-6422
〒169-8664

FAX
窓口

URL

03-3200-6428

電話

用具購買所

所在地

東京都新宿区西早稲田2-18-2

http://www.indexbraille.com
+46 920 2030 80
95423

FAX

窓口

+46 920 2030 85

国内問い合わせ先：(有)エクストラ

Hantverksvägen 20, 954 23, Gammelstad, Sweden

日本盲人会連合は、1948年８月に「盲人の

INDEX BRAILLE社は過去30年、高品質でス

自立と社会参加」を目的に、視覚障害者自身

タイリッシュ、そして手頃な価格の製品を提

の手により組織された全国５万人の会員を

案することをモットーにヨーロッパを中心

擁する運動団体です。用具購買所では、厚生

として世界の点字プリンターをリードして

労働省の委託により視覚障害者のための補

きました。小型で軽量、連続用紙専用のベー

装具・日常生活用具の販売・あっ旋等を行っ

シックD V5と単票用紙専用のエベレストD V5

ております。今回も、新製品をはじめ各種用

をご紹介します。

具の展示・実演・販売を行います。皆様のご
来場を心よりお待ち申し上げます。

ブースNo.3

URL
電話
所在地

ブースNo.4

㈲エクストラ

㈱インサイト

EXTRA Corporation

Insight Co.,LTD

http://www.extra.co.jp
054-368-6886
〒424-0886

FAX
窓口

URL

054-368-6883

電話

深見

所在地

静岡県静岡市清水区草薙1丁目19-11

http://www.s-insight.jp
022-342-6801
〒981-3212

FAX

022-342-6802

窓口

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1

有限会社エクストラは、視覚障害者の情報

㈱インサイトは拡大読書器を取り扱って

アクセスを強力に支援する製品の開発、販売

おります。携帯型から卓上型まで、幅広いラ

を行っております。新商品Android OS搭載の

インナップで、ユーザー様のニーズにお答え

点字情報端末「ブレイルセンスポラリス」、

していきたいと願っております。大好評の携

「ブレイルセンスポラリスミニ」を始め、OCR

帯型高画質大画面拡大読書器『ルビーHD７イ

マルチプレーヤー「Blaze ET」や画面読み上

ンチ』
、
『オニキスデスクセットHD』
、
『ルビー

げソフト「JAWS2018」
・自動点訳ソフト「EXTRA

HD５インチ』など、全７機種展示予定です。

for Windows Ver7 」・ 画 面 拡 大 ソ フ ト

各商品の詳細はホームページへ⇒

「ZoomText 2018」をご紹介します。

http://www.s-insight.jp
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ブースNo.5

URL

ケージーエス㈱

シナノケンシ㈱

KGS CORPORATION

ShinanoKenshi Co.,Ltd.

http://www.kgs-jpn.co.jp

電話
所在地

ブースNo.6

0493-72-7311
〒355-0321

FAX
窓口

E-mail

0493-72-7337

電話

営業部

所在地

埼玉県比企郡小川町小川1004

plextalk@skcj.co.jp
050-5804-1177
〒386-0498

窓口

FAX

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

ケージーエスブースでは、既存の点字ディ
スプレイ「ブレイルメモスマート シリーズ」
の他、今後発売予定の最新機器を御紹介いた
します。
・小型ブレイルメモスマート
・リニューアル版点字ラベラー
・今話題のスマートグラス
ORCAM社製「MY EYE2.0」
是非、ブースにて「見て」
「触って」
「感じ
て」ください。

シナノケンシのプレクストークは、見えな
い方・見えにくい方向けに貸し出されるデイ
ジー形式の音訳小説や音声解説付きの映画
（シネマデイジー）を楽しむことができ、音
声ガイドを搭載しているので操作も安心で
す。卓上型サピエ対応の新製品プレクストー
クポータブルレコーダーPTR3、小型でポケッ
トにも入るリンクポケット等、お客様のライ
フスタイルにあわせた製品ラインナップを
取り揃えております。PTR3ではインターネッ
トラジオが聴けて、点字データも読むことが
可能となる「お楽しみ機能追加オプション」
もご紹介いたします。

ブースNo.7

ブースNo.8

㈲フィット

東海光学㈱

FIT Corporation
URL
電話
所在地

TOKAI OPTICAL CO.,LTD

http://fit-movingeye.jp/
0266-26-1400
〒393-0023

0268-42-2923

FAX
窓口

URL

0266-26-1401

電話

常盤

http://www.tokaiopt.jp（オフィシャルサイト）
http://www.eyelifemegane.jp/（遮光眼鏡専用サイト）

0564-27-3060

所在地

長野県諏訪郡下諏訪町富ヶ丘6750

FAX
窓口

0564-27-3033
岡本

佳人

愛知県岡崎市

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、循環型社会を目指
します。
魚眼レンズメガネ【Gyoromegane】ご利用
者様待望の【GyoroGlass】を参考出品！その
他反射ベルト【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【健太郎】、電子伝言板【伝
次朗】等を出展します。

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。
まぶしさを感じるすべての方にご使用い
ただいています。
ぜひ会場でその効果をお試しください。

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。
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ブースNo.9

URL
電話
所在地

ブースNo.10

㈱ＱＤレーザ

三菱電機㈱

QD Laser, Inc.

Mitsubishi Electric Corporation

https://www.qdlaser.com/applications/eyewear.html
044-328-6808
〒210-0855

FAX

URL

044-333-3308

電話

中村 学
E-Mail：nakamura@qdlaser.com

窓口

http://www.mitsubishielectric.co.jp
0120-139-365

所在地

神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1

FAX
窓口

03-3413-4049

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」

「網膜走査型レーザアイウェア RETISSAⓇ

三菱電機はUD（ユニヴァーサルデザイン）

Display」は、微弱な光を網膜に直接投影す

の理念のもとに、できるだけ多くの人が「あ

ることで、HDMIケーブルで接続した機器から

ん心して、らくに、楽しく使える」を三本の

のデジタル映像を見ることができます。原理

柱としてUD配慮レベルを上げる取り組み「ら

的にピント位置や、ピント調整能力の影響を

く楽アシスト」を推進しています。展示ブー

受けにくいことが特徴です。近視や遠視、乱

スでは、音声ガイダンスなど視覚障がい者に

視、老眼など視力に課題がある人でもメガネ

配慮した様々な家電製品について、製品開発

などの矯正なしでクリアな映像を楽しむこ

に携わった営業と設計、デザイン部門のスタ

とができます。外観は一般のサングラスや、

ッフがご説明させていただきます。

メガネとほぼ同じです。

試食を兼ねた調理体験会も開催しており
ますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

ブースNo.11

URL
電話
所在地

ブースNo.12

㈱アイフレンズ

パナソニック㈱

eyefriends

Panasonic Corporation

http://www.eyefriends.jp/
06-6462-1594
〒554-0012

FAX
窓口

URL

06-6460-1919
亀甲

電話

孝一

所在地

大阪府大阪市此花区西九条1-33-13 オークラ第2ビル5F

https://panasonic.jp/
0120-878-365
（ＩＰ電話の場合は06-6907-1187） FAX
〒571-8508

窓口

0120-878-236

イノベーション戦略室 UD推進課

大阪府門真市大字門真1006番地

アイフレンズは、視覚障害者関連機器の総

『人にやさしいモノづくり』こそ私たちの

合販売店です。

使命。お年寄りや障がいのある方を含む、よ

音声拡大読書器「とうくんライト」や点字

り多くの方に使いやすいユニバーサルデザ

タイプライター「テラタイプ」をはじめ、パ

イン（UD）の商品づくりをめざして全社で取

ソコンや周辺機器、視覚障害者用ソフトウェ

り組んでいます。

アはもちろん、点字プリンタや点字ディスプ
レイ、視覚障害者用拡大読書器などを数多く

今回はそのような家電製品の中から、操作

取り扱っています。

方法を音声でガイドしたり、番組表などの文

また、一般市販商品でも、音声ガイダンス

字情報を読み上げたりする機能を搭載した

付き製品など、視覚障害者にも使いやすい製

液晶テレビ、ブルーレイディスクレコーダー

品や、音楽CD全集なども積極的に販売してい

（録画機）、ICレコーダー（録音機）などの

ます。

操作が体験できます。ぜひ実感ください。
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ブースNo.13

URL
電話
所在地

ブースNo.13

㈱ラビット

プログレス・テクノロジーズ㈱

Rabbit Co.,Ltd.

Progress Technologies, Inc.

https://rabbit-tokyo.co.jp
03-5292-5644
〒169-0075

FAX
窓口

URL

03-5292-5645

電話

福祉サービス部

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

http://www.progresstech.jp
050-3816-8594
〒135-0064

FAX

03-3527-5345

窓口

東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー15階

主な展示品
【１】iPhone用テンキーボード「Rivo2」
【２】ワイヤレスオープンイヤーステレオヘッ
ドセット「Xperia Ear Duo」
【３】音声拡大読書機「リードミーぷらす」
【４】各種ソフト「PC-Talker」ほか
【５】デ イ ジ ー 機 器 「 プ レ ク ス ト ー ク PTR3 」
「LINK」
【６】デイジー対応CDデュプリケーター「VP写
楽」
【７】携帯型拡大読書器「Pangoo5.5HD」
「iView」
【８】立体イメージプリンター「EasyTactix」
【９】点字ディスプレイ各種
【10】ラビットオリジナル教材「iPhoneにチャレ
ンジ」
【11】録音雑誌「荒川明宏のITおもちゃばこ」
【12】日常生活用具（音声はかり、色識別、電池
チェッカー、メジャー、レーズライター、
歩行支援、音声点字タイプライター、振動
時計ほか）

東京メトロ様と協力し駅構内の点字ブロ
ックに表示したQRコードをスマートフォン
のカメラで読み取ることで、現在地から目的
地までの移動ルートを導き出し音声で目的
地まで案内するシステムを開発しています。
各QRコードには正確な位置情報が紐づけら
れており、視覚障がい者の方が迷うことなく
ホームから改札を通り出口まで向かうこと
を支援します。現在辰巳駅で実証実験を行っ
ていますが、サイトワールドでもこのナビゲ
ーションをご体験頂けますので、是非弊社ブ
ースにお立ち寄り下さい。

ブースNo.14

URL
電話
所在地

ブースNo.15

㈱丸井グループ

㈱ＮＴＴドコモ

MARUI GROUP CO., LTD.

NTT DOCOMO,INC.

http://www.0101maruigroup.co.jp/
03-3384-0101
〒164-8701

URL

FAX
窓口

電話

エポスカード 川嶋・常松

所在地

東京都中野区中野4丁目3番2号

https://www.nttdocomo.co.jp/
0120-800-000
〒100-6150

FAX
窓口

東京都千代田区永田町2-11-1

昨年ヒアリングをさせて頂きました、ユニバー
サルデザイン対応のクレジットカードが、今年の
6月より発行開始いたしました。カードに触れる
ことで、エポスカードだとわかるような「識別マ
ーク」として、有効期限と同列に３つのエンボス
を印字しており、そちらのご紹介を行っておりま
す。
さらに、ご希望の方に視覚に障がいがある方も
安心して楽しく店内をご利用いただくためのお
手伝いをさせていただきます。
サイズが豊富なお洋服や靴から、日常使いの雑
貨や食、ちょっと一息つけるカフェまでご案内い
たします。
会場にお越しのついでに、同じ建物内にある丸
井錦糸町店でお買物やお食事を楽しんでみませ
んか？ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

NTTドコモでは、音声読み上げ機能に対応
した「らくらくスマートフォン」シリーズな
どを展示いたします。また、VoiceOverを使
ったiPhoneの基本操作もお試しいただけま
す。お気軽にお立ち寄りください。なお、混
雑緩和のため受付時に整理券をお渡し、席で
のご案内時間はお一人15分までとさせて頂
きます。予めご了承ください。

14

ブースNo.16

レハ・ヴィジョン㈱

㈱ＫＯＳＵＧＥ

Reha Vision co.,LTD

KOSUGE Co.,LTD

E-mail
電話
所在地

ブースNo.17

info@reha-vision.com
0761-51-0016
〒923-1211

FAX

URL

0761-51-0017

窓口

電話

中村

所在地

石川県能美市旭台2-13

https://www.my-cane.com/
050-3372-3002
〒173-0013

FAX

窓口

050-3737-4957
小菅

東京都板橋区氷川町11－11

第１回サイトワールドから今回の第13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。
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しま
す。また、コンパクトな新製品の音声装置も
出展します。
是非弊社出展コーナーにお立ち寄り下さ
い。

当社では、歩行支援等の商品を紹介してお
ります。「かわさき基準」に認証されました
MyCaneⅡ、電子白杖およびサポートケーン、
並びに視認性を革新的に向上させる点滅レ
ーザーライン付き白杖、音声案内誘導装置の
新商品「送信機」を出展いたします。また、
準天頂衛星「みちびき」およびiPhoneを利用
した歩行支援機器開発品「Myみちびき」及び
「信号機カメラ」を出展いたします。更に、
よみあげ拡大読書器「よみあげ名人」を出展
いたします。

ブースNo.18

ブースNo.19

篠原電機㈱

錦城護謨㈱

SHINOHARA ELCTRONICS COMPANY

KINJO RUBBER CO.,LTD.

URL
電話
所在地

www.shinohara-elec.co.jp
06-6358-2657
〒530-0037

一彦

FAX
窓口

URL

06-6358-2351
事業推進室

電話

兼崎

所在地

大阪市北区松ヶ枝町6番3号

http://www.kinjogomu.jp/welfare/
072-992-2328
〒581-0068

FAX
窓口

072-922-4175

土木事業本部 ホドウクン担当

大阪府八尾市跡部北の町1丁目4番25号

歩行者信号機が見え難い、探し難い問題点

屋内専用の視覚障がい者歩行誘導マット

を解決するために「高齢者・視覚障害者用LED

「歩導くん（ほどうくん）プラス」及び「歩

付音響装置」を開発しました。

導くん ガイドウェイ」を展示します。

横断前に設置することで歩行者信号機と

歩導くんは凹凸のカタチの代わりに、白杖

同期に点灯する信号灯、耳元近くで聞こえる

でたたく時の音や感触の違いや、足から伝わ

音声、青信号が振動で確認できるなど安心・

るソフトな感触が、誘導路を教えてくれま

安全に横断できます。是非、デモ機で体感を

す。またスロープ形状のため、車椅子・高齢・

してください。ブースでお待ちしておりま

肢体不自由の方も通行しやすくなっている

す。

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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ブースNo.20

ブースNo.21

㈱エクシオテック
Exeo Tech Corporation.
URL
電話
所在地

Ounkai Social Welfare for the Blind

http://www.exeo-tech.co.jp
03-6404-2610
〒143-0006

FAX
窓口

桜雲会

社会福祉法人

URL

03-6404-3209

http://ounkai.jp/

電話

福祉グループ

所在地

03-5337-7866
〒169-0075

FAX
窓口

03-6908-9526
甲賀

金夫

東京都大田区平和島4-1-23

東京都新宿区高田馬場4-11-14-102

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3,000施設以上（平成29年度）
◆個人向け音声誘導装置

８階では今年も図書・用具・お菓子の販売
を行います。
伝記絵本「闇を照らした白い花～斎藤百合
の生涯とヘレン・ケラー」、バリアフリー図
書「正しく学ぼう 点字ブロックと白い杖・
盲導犬」
。
「凸面点字器 トツテンくん」等、
多彩な品揃えで皆様のお越しをお待ちして
おります。

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。

９階イベント
１日：21世紀の視覚障害者および盲ろう者に
ついて、職業問題と個人生活について考え
る。
３日：杉山和一と塙保己一 強く生きた二人
の人生～生涯を貫いた信念とは何だったの
か～

ブースNo.22

ブースNo.23

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

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

URL
電話
所在地

http://www.siencenter.or.jp/
03-5310-5051～2
〒167-0034

窓口

FAX

URL

03-5310-5053

電話

伊藤・松本

所在地

東京都杉並区桃井4-4-3

http://yougu.nittento.or.jp/
03-3209-0751
〒169-8586

FAX
窓口

03-3200-4133
用具事業課

東京都新宿区高田馬場1-23-4

当センターでは視覚障害に関する情報を

【可愛らしい人気者】

満載した国内唯一の月刊誌『視覚障害 その

定番の手袋、フラッシュハーフボール、ユ

研究と情報』、点字と点図で表現した日本と

ニバーサル財布の新色。

世界の『基本地図帳』等視覚障害に特化した

【地味だけど売れ筋】

点字・活字図書の展示・販売。また、当セン

お香に火をつけるセーフティチャッカ（お

ター運営の就労支援事業所「チャレンジ」で

香付き）、凸点シール、復活したソックスタ

は郷愁を誘う日本の玩具をモチーフにした

ー。

点字・点図カレンダー（2019年版）、点図し

【新しい白杖】

おり、点字クリアファイルなどを販売します

カーボン製の新しい杖、セガワケーンとセ

ので当センターのブースに来て、見て、触れ

ガワスリムケーン。伸縮するキザキケーン。

て納得してください。

ドイツ製の高級杖デレンダスーパーケーン。
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ブースNo.24

ブースNo.25

公益財団法人日本盲導犬協会

京都ライトハウス情報製作センター

Japan Guide Dog Association

Ｋyoto Ｌighthouse

URL

http://www.moudouken.net/

電話

045-590-1595

所在地

〒223-0056

FAX
窓口

URL

045-590-1599

http://www.kyoto-lighthouse.or.jp/

電話

ユーザーサポート部

所在地

神奈川県横浜市港北区新吉田町6001-9

075-462-4446
〒603-8302

FAX

075-462-4449

窓口

京都府京都市北区紫野花ノ坊町11

目の見えない人や見えにくい人が、行きた

今回、初出展の当センターでは「視覚障が

い時に行きたい場所へ行くことができるよ

い児・者競技用百人一首かるたセット」を初

うに、安全で快適な盲導犬との歩行を提供す

披露します。２日の午後にはこのかるたを使

ることを使命として、盲導犬を無償貸与して

ったイベント「バリアフリーかるた競技体験

います。

会」も行います。また人気の触っても楽しい

ロービジョン、透析を受けている、専業主

ドット・テイラーの新商品（がま口のショル

婦など様々な生活スタイルに合った訓練を

ダーバッグ・ポーチ）や地図、京都ライトハ

提供して、盲導犬との生活を実現させていま

ウスオリジナル点字キャラクター「THE DOTS」

す。

のクッキーなど多彩な商品をそろえていま

今回、盲導犬歩行の体験会を行いますの

す。是非、手に取って触れて京ラのオリジナ

で、是非お気軽にご参加ください。お待ちし

ル商品をお楽しみください。

ております。
ブースNo.26

ブースNo.27

㈱ベッセルアンドブレイン

あすみらい㈱

Vessel & Brain Inc.

Asumirai Co., Ltd.

URL
電話
所在地

http://vesselbrain.jp/
03-6231-1123
〒103-0011

FAX
窓口

03-5649-2099
加藤

URL

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

電話

03-5308-1330

所在地

東京都中央区日本橋大伝馬町6-7 住長第二ビル4F

〒151-0053

FAX
窓口

03-5308-1331
田村

東京都渋谷区代々木2-7-1 昇立ビル1F

弊社ベッセルアンドブレインは、視覚障が
い者のご支援として、
「日常生活」と「就業」
の２つを柱としてソリューションをご提供
いたします。
AI、スマートフォン、WEBを活用して視覚
障がい者の皆様のノーマライゼーション促
進への貢献を目指します。
［展示品］
・AIスピーカーを活用した音声認識予約シ
ステム（あんまマッサージ店向け）
・スマートフォンと連動した”しゃべる”見
守り体温計
・プログラミング教育支援システム
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私たちは、不動産仲介会社のあすみらいで
す。
視覚に障害のある方々が安心して、お部屋
探しができるよう、お一人お一人の障害状況
に合わせたサポートを行います。
東京23区内の物件であれば、提携先の同行
援護サービスもご利用頂けますので、内見や
周辺環境の確認をヘルパーと行うことが可
能です。
まずは、ブースでのお部屋探しのご体験・
ご相談をお待ちしております。

ブースNo.28

FQ Japan㈱

スカパーＪＳＡＴ㈱

FQ Japan Cｏ.,LTD

SKY Perfect JSAT Corporation

URL
電話
所在地

ブースNo.29

www.fqj.co.jp
0120-555-983
〒102-0082

URL

FAX
窓口

電話

カスタマーサポートセンター

所在地

東京都千代田区一番町20-3 プレミエール一番町1301

https://www.skyperfectv.co.jp/
03-5571-1534
〒107-0052

FAX
窓口

03-5571-1753
LIFE事業部

東京都港区赤坂1-8-1 インターシティAIR11階

イーサイトマイグラス（視力補正用電子メ
ガネ）
１．高解像度ハイスピードカメラが、視線上
にあるものをリアルタイムで撮像しま
す
２．近くから遠くまでのフルカラーの映像
がこれまでになく鮮明に、そして動くも
のまで遅延の無いリアルタイム映像と
して見ることができます
加齢・若年黄斑変性症、緑内障、網膜色素
変性症、レーベル病などに起因する視機能異
常の方に性能を発揮します。装着体験ができ
ますので、弊社展示ブースにお立ち寄り下さ
い。

弊社は、日本最大の多チャンネル放送サー
ビス「スカパー！」を運営しています。
今回の展示では、QDレーザ社の網膜走査型
レーザアイウェア「RETISSAⓇ Display」を用
い、スカパー！の魅力あるコンテンツをダイ
ジェストでご視聴いただけます。
ぜひお気軽にお立ち寄りいただき、皆さん
のご感想をお聞かせください。

ブースNo.30

ネイル ル

ブースNo.31

ブライユ

㈱タイムズコーポレーション

Nail Le Braille
URL
電話

Times Corporation

https://www.tenjinail.com
080-3445-7733

所在地

窓口

URL

FAX

電話
佐藤

所在地

http://www.times.ne.jp/
0797-74-2206
〒665-0051

FAX

0797-73-8894

窓口

埼玉県上尾市

兵庫県宝塚市高司1-6-11

ネイルルブライユ（商標出願中）は日本初、
視覚障がい者専門の出張型ネイルサロンで
す。
視覚障がいがあってもオシャレを諦める
ことがないよう触れるサンプルなどでシー
ンにあったネイルのデザインや身だしなみ
をご提案致します。
男女問わず是非お気軽にお立ち寄りくだ
さいませ。
また、視覚障がい者と社会をつなぐコミュ
ニティツールとなれるよう、素敵なネイルで
出かけたくなるような最先端のイベントを
随時行っております。
詳 細 は ホー ム ペ ージを ご 覧 く ださ い →
https://www.tenjinail.com

タイムズコーポレーションでは最新の拡大読書器、
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。新製品の視覚障害者用読書器「クリアリ
ーダープラス」や拡大読書器「クローバー7S」もお試
しいただけます。
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。
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★AI視覚支援装置「オーカム マイアイ」の発表会を
行います。
日時：11/１ 14時～16時 場所：９階会議室４
日時：11/２ 10時30分～12時30分 場所：９階会議室
１・２
オーカムマイアイは、メガネのツルの部分に装着し
て、文章や目の前の人の顔、物品、お札、色を認識し、
耳元のスピーカーで聞くことができる、画期的な装置
です。

ブースNo.32

ブースNo.33

ＨＯＹＡ㈱ メディカル事業部

㈱アメディア

HOYA Surgical Optics

Amedia Corporation

URL
電話
所在地

http://hmwpj.com
0570-003-487
〒164-8545

URL

FAX
窓口

電話

HOYA MWコールセンター

所在地

東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス6F

http://www.amedia.co.jp/
03-6915-8597
〒176-0011

FAX
窓口

03-3994-7177

バリアフリー事業部

東京都練馬区豊玉上1-15-6 第10秋山ビル1F

夜盲症の方々のための暗所視支援眼鏡「HOYA
MW10 HiKARi」を展示いたします。暗所や夜間の
環境下において、より明るい視界をご提供できる
眼鏡タイプのウェアラブルデバイスです。会場で
は実際に「HOYA MW10 HiKARi」を体験できるコー
ナーもございますので、この機会に是非お試しく
ださい。また、ブース内において予約販売も行っ
ておりますので、ご購入をご検討のお客様は是非
ご相談ください。なお、「HOYA MW10 HiKARi」に
関するお問い合わせは、下記コールセンターま
で。
HOYA MW コールセンター
TEL 0570-003-487
［平日10:30～17:00］

今年も、特価即売品が充実しています。骨
伝導ヘッドホン「耳フリー」、振動時計「メ
テオ」、携帯型拡大読書器「エキスプロ５と
８」、テレビにもつながる電子ルーペ「テレ
ルーペ」
「ハンドズーム」
、スライド式の白杖
などたくさんの商品を即売します。また日常
生活用具で人気のスキャナーで読み取る「よ
むベえスマイル」カメラで読み取る「快速よ
むベえ」を比べることもできます。アメディ
アブースで手に取って体感してください、お
待ちしております。

ブースNo.34

URL
電話
所在地

ブースNo.35

㈱日本テレソフト

ＳＩＮＫＡ㈱

Nippon Telesoft Co., Ltd.

SINKA Corporation

http://www.nippontelesoft.com
03-3264-0800
〒102-0083

FAX

URL

03-3264-0880

電話

窓口

所在地

東京都千代田区麹町1-8-1 半蔵門MKビル1F

www.sinka.co.jp
03-3549-2270
〒104-0044

FAX
窓口

03-3547-7270
高梨

晴彦

東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー32階

㈱日本テレソフトでは、印刷音が静かな点

製品目：イージータクティクス EasyTactix

字プリンターや、シリーズの充実した点字デ

標準価格：448,000円（税別）

ィスプレイ、また、弱視の方のための拡大読

製品説明：イージータクティクスは、PCから

書器を豊富に取り揃えています。

点字はもちろん図形、あらゆるイメージが簡

拡大読書器DaVinci Proは、画面に映し出

単に専用紙（立体シート）に立体印刷できる

した文字を認識（OCR）し、音声で読み上げ

静かで省スペースなプリンターです。MSワー

る機能が付いた、今までにない拡大読書器で

ド、エクセルに対応した点訳アドインソフト

す。是非ご体験ください。

ウェアと点字フォントが付属していますの
でどなたでも購入後直ぐに点字とイメージ
を混在させた印刷を簡単にすることが出来
ます。また、点図ソフトウェアのエーデルで
も印刷が可能です。
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ブースNo.36

欧文印刷㈱

㈱ジェイ・ティー・アール

Obun Printing Co., Inc.

JTR Corporation

URL
電話
所在地

ブースNo.37

http://www.obun.jp
03-3817-5914
〒113-8484

FAX
窓口

URL

03-3818-8668

電話

第3お客様担当部 坂本 泉

所在地

東京都文京区本郷1丁目17番2号

http://www.jtr-tenji.co.jp/
048-452-8898
〒335-0022

FAX

048-452-8924

窓口

埼玉県戸田市上戸田4-13-18

今年も点字・触知図を中心に共用品として

弊社は1980年に日本初のコンピュータ端

の印刷物を展示いたします。

末点字プリンタを開発して以来、点字プリン

出展品目は、2019年（平成31年）点字墨字

タの製造・販売を行っております。

共用ポケットカレンダー、点字一覧表、駅構

出展品は新機種［ESA300x2］両面同時高速

内案内触知図、触知図防災マップ、冨嶽三十

ラインプリンタ、［ESA Solo］個人ユーザー

六景「甲州石班澤」触察本、触知日本地図、

向け点字プリンタ・プロッタ、点字名刺刻印

生活用品点字シールなどです。今年も会場案

機などを予定しています。ESA Soloはブルー

内図（触知図）を作成し、ご提供させていた

トゥース接続が可能なので、PCやブレイルメ

だく予定にしております。

モからワイヤレスで点字が印刷できます。こ

また、盲ろうの方向けに便利な筆談ボード

れからも点の質･読みやすさにこだわった製

を割引き価格にて販売する予定です。

品を開発してまいります。

皆様のご来場をお待ちしております。
ブースNo.38

URL
電話
所在地

ブースNo.39

㈲サイパック

カシオ計算機㈱

CYPAC CO., Inc.

CASIO COMPUTER CO., LTD.

http://www.cypac.co.jp/
03-5815-6381
〒114-0015

FAX
窓口

URL

03-5815-6382

電話

才田

所在地

東京都北区中里1-1-1 ルトゥール駒込201

https://web.casio.jp/bookturner/
03-5334-4854
〒151-8543

FAX
窓口

お客様サポート

東京都渋谷区本町1-6-2

新製品「ボイス オブ デイジー５」を展示

電子書籍化支援システムブックターナー

します。サピエ デイジー オンラインのサポ

をご紹介いたします。本などを裁断せずに電

ート、テキストデイジーに対応、本だな機能

子化。面倒なページめくりをアシストしま

を追加、デイジー図書の配信元を簡単に登

す。テキストデイジー・点字図書製作の際の

録、EPUB3書籍形式（EPUB Media Overlays 3）

スキャニング工程が効率化出来ます。

に 対 応 、 など が 新 製品の 主 な 特 徴で す 。
iOS11.0以降のiPhone/iPadで64bitアプリと
して動作します。
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ブースNo.40

㈱インテック

国立大学法人筑波技術大学

INTEC CO.,LTD.

National University Corporation of Tsukuba University of Technology

URL
電話
所在地

ブースNo.41

www.grus.tokyo
03-5817-0751
〒110-0005

FAX
窓口

URL

03-5817-0752
髙橋

電話

寛

所在地

東京都台東区上野3-2-4 ザボン村上ビル4F

所在地

法学専攻の２つの専攻分野がある保健学科
と、そして情報システム学科で構成されてい
ます。
今回の展示では、視覚障害者を支援するた
めの研究成果を発表するとともに、保健科学
部の特色ある教育内容、充実した情報保障体
制、入試情報等についてご説明します。

http://vips.eng.niigata-u.ac.jp/

〒950-2181

窓口

視覚障害系支援課 教務係

生が学ぶ保健科学部は、鍼灸学専攻と理学療

Watanabe Lab., Niigata University

FAX

窓口

029-858-9517

のための国立大学です。視覚に障害のある学

新潟大学 工学部 福祉人間工学科

025-262-6133

〒305-8521

FAX

筑波技術大学は、視覚障害者・聴覚障害者

ブースNo.42

電話

029-858-9507～9

茨城県つくば市春日4-12-7

GRUS（グルス）ボイス電波腕時計 販売価格：オ
ープン価格
視覚障害者の声を参考に開発したGRUS（グル
ス）ボイス電波腕時計
ワンプッシュで現在時刻やカレンダーを音声
で知らせてくれます。
時刻電波を採用する事で正確な時間をお知ら
せ、困難な時間合わせも必要なし。
面倒なベルト調整も不要なタイプを採用して
おります。視聴覚障害者のみならず高齢者にも好
適品です。
・プロアナウンサーの肉声を採用、はっきりと聞
きやすい音声でお知らせしてくれます
・時刻合わせ不要の電波時計（40khz/60khz）
・時報機能（30分毎）
・音声ガイダンス設定機能
※日常生活用具給付等事業候補品

URL

http://www.tsukuba-tech.ac.jp/

025-262-7198
渡辺研究室

新潟市西区五十嵐2の町8050

新潟大学 工学部 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．触地図自動作成システム
２．触る立体日本地図（カラー版）＊
３．触る立体東京地図＊
４．触る星座早見盤
５．触る星座絵カード
６．３Ｄプリンタによる建築物模型＊
７．視覚障害者の人的支援サービス利用状
況調査報告書＊
＊新展示品
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視覚障害者の誘導

自由な人が歩くために欠
目の不自由な人を誘導するとき
たくさんの人が行き交う町には、目の不自由な人にとって役立つい
○ せまい場所を通るときは

しくは白杖（はくじょう）と
○歩いているとき

割があります。

は、「手引きしますのでひじを持っ
ろいろな工夫や仕組みがあります。
いっしょに歩いているときは、まわりのようすなどを説明してくださる
「ここからせまくなります」と声をかけて、持ってもらっている腕を背中
とうれしいです。目印になる建物や道路のようす、遠くの景色などを聞
○点字ブロック
てください」と言って、軽 くひじ
側に回してください。誘導されている人は真後ろに入って一列で通りま

突するのを防ぐ役目 きながら歩くのはとても楽しいものです。説明するときは「右にはスカイ
の上 を持ってもらいます。

すを探る役目

あることをまわりの人に
ど方角や距離を説明してください。

はくじょう）と

軽く肩を持ってもらいます。 字ブロックには２種類あるのに気がついていま
すか？

由な人の命を守る大切な
○ イスに座るとき

くために欠

道にしかれた点字ブロックは目の不自由な
す。

ツリーが見えます」「２００ｍくらい先にレストランが見えてきました」な
人にとってもっとも大切な歩く手がかりです。点
誘導する人の背が低いときは、

白い杖は目の不自由な人が歩くために欠

丸い粒状の点が並んでいるものを「警告ブロ

かせないもので、正しくは白杖（はくじょう）と
イスに座るときは座面にもの

目の不自由な人を誘導するとき
ック」といいます。道の分かれるところや段差、

○ せまい場所を通

いいます。

が置かれていないかなどを確

は、「手引きしますのでひじを持っ
階段などの手前にあり、ここから先には道のよ

「ここからせまくなります

白杖には三つの役割があります。
認してから、ひと声かけて片手

てください」と言って、軽 くひじ
うすが変化していることを教えています。

○ 障害物に衝突するのを防ぐ役目
を背もたれに触れてもらいま

の上 を持ってもらいます。
細長い線のような突起が平行に並んでいるものは「誘導ブロック」と
○ 段差があるところでは

側に回してください。誘
す。

○ まわりのようすを探る役目
す。テーブルがある場合はもう

誘導する人の背が低いときは、
いいます。線の方向に道が伸びていることを表します。
小さい段差でも必ず手前で「段差があります」と声をかけて
、少

○ 目が不自由であることをまわりの人に
片方の手でテーブルに触れて
誘導する人は、目の不自由な

軽く肩を持ってもらいます。
しゆっくり歩いてください。誘導される人は自分の杖で確認をして歩きま

教える役目
もらいます。
ようにしま
人の半歩前を歩く
白杖は目の不自由な人の命を守る大切な
腰掛けるときには手助けは必

す。「歩道に上がります」「一段下がります」などイメージしやすい言葉だ
○音声信号
となおいいです。

す。

道具です。
要ありません。
歩くときには二人分の幅をしっ

○ 階段ではは信号が青であるということを知らせる

背もたれがない場合は、座
かりとってください。歩く速さや歩

盲導犬を使って歩いている人もいま
席に触れさせ正面がどちらか
幅は、自然に歩くのにあわせてく

目の不自由な人を誘導するとき
す。盲導犬は特別な訓練によって人との
を説明してください。
ださい。
は、「手引きしますのでひじを持っ
強い信頼関係を持っているので、飼い

交差点で信号機から音が出ているのを
聞いたことはありますか？音声信号の音

だけではなく、音の方向で道路をまっす
階段の手前で必ず
「上り（下り）階段です」と声をかけて、上り
○ せまい場所を通るときは
○ 段差があるところ
ぐに渡ることができるようになっています。
始めてください。誘導される人は一段後を上ってきます。

「ここからせまくなります」と声をかけて、持ってもらっている
腕を背中
小さい段差でも必ず手
信号機の下に専用の押しボタンがある場
階段では危険ですので途中で立ち止まったり、振り返ったりせず、一
。
てください」と言って、
ください。誘導されている人は真後ろに入って一列で通りま
軽
くひじ
側に回して
主の指示に忠実に行動をします。盲導
しゆっくり歩いてください。
誘導する人は、目の不自由な
合もあります。
目の不自由な人は、困
定のリズムで上ります。
○べんりなクロックポジション
手や衣服を引っぱったり、後ろから押されたりされると、とても不安に
役目
す。
の上 を持ってもらいます。
犬の胴輪をハーネスといいます。ハーネ
す。「歩道に上がります」
ったときもまわりに手助け
終わりが近づいたら「あ
テーブルにある食べ物の位
人の半歩前を歩く ようにしま
なります。危険ですのでやめてください。
誘導する人の背が低いときは、
スをつけているときは盲導犬が仕事をし
となおいいです。
す。
をしてもらえる人がいるか
置などを説明するときには、
○手すりの点字表示 と 3 段で終わります」という
わりの人に
軽く肩を持ってもらいます。
ているときなので、声をかけたりさわった
歩くときには二人分の幅をしっ階段の手すりに点字の表示がついてい
気づきません。そんなとき
ように、声をかけてください。
時計の文字板にたとえて説明

りしてはいけません。食べ物も絶対に与
するとわかりやすいです。「２
に 「どうしましたか?」
守る大切な
えないでください。
時の方向にコップがありま
「お手伝いしましょう

○ 階段では
かりとってください。歩く速さや歩
ることがあります。駅のホームでは「何番
上り終わったら、もう一

す」「調味料は９時の位置で
か？」と声をかけてくださ

ださい。

い。

な人は、困

りに手助け

人がいるか

。そんなとき

したか?」

しましょう

かけてくださ

階段の手前で必ず「上
幅は、自然に歩くのにあわせてく
線か」「どこ行きの電車が入ってくるか」な
歩進んで誘導される人が

す」などと言います。
お皿やお弁当箱の中のも

目の不自由な人は、困

のの配置を説明したり、道を

ったときもまわりに手助け

たずねられたときに方向を説
誘導する人は、目の不自由な
明するときにも使えます。
人の半歩前を歩く ようにしま

をしてもらえる人がいるか

す。

「お手伝いしましょう

歩くときには二人分の幅をしっ
かりとってください。歩く速さや歩

気づきません。そんなとき
に 「どうしましたか?」

か？」と声をかけてくださ
い。

幅は、自然に歩くのにあわせてく
ださい。
手や衣服を引っぱったり、後ろから押されたりされると、とても不安に
なります。危険ですのでやめてください。

始めてください。誘導され
ど大切な情報が書いてあります。
上りきったらいったん
たくさ
○歩いているとき

階段では危険ですので
立ち止まって「終わりで
ろいろな
いっしょに歩いているときは、まわりのようすなどを説明してくださる
社会
いろいろな工夫で町はどんどんべんりになっています。
す」と言ってください。
手や衣服を引っぱったり、後ろから押されたりされると、とても不安に
とうれしいです。目印になる建物や道路のようす、遠くの景色などを聞
○点字
〒169-8
でも目の不自由な人にとって本当に必要なのは、みなさんの
○
段差があるところでは
なります。危険ですのでやめてください。
きながら歩くのはとても楽しいものです。説明するときは「右にはスカイ
道にし
「いっしょに歩こう」という気持ちです。正しい知識とやさしさで、
小さい段差でも必ず
手前で「段差があります」と声をかけて、少
ツリーが見えます」「２００ｍくらい先にレストランが見えてきました」な
人にとっ
だれもが楽しく安全に町を歩けるように、ご協力ください。
しゆっくり歩いてください。誘導される人は自分の杖で確認をして歩きま
ど方角や距離を説明してください。
字ブロッ
す。「歩道に上がります」「一段下がります」などイメージしやすい言葉だ
すか？
となおいいです。
丸い粒
○ イスに座るとき
イスに座るときは座面にもの

ック」とい

が置かれていないかなどを確
階段の手前で必ず「上り（下り）階段です」と声をかけて、上り
認してから、ひと声かけて片手
始めてください。誘導される人は一段後を上ってきます。
を背もたれに触れてもらいま
階段では危険ですので途中で立ち止まったり、振り返ったりせず、一
す。テーブルがある場合はもう
定のリズムで上ります。
片方の手でテーブルに触れて
終わりが近づいたら「あ
もらいます。
と 3 段で終わります」という
腰掛けるときには手助けは必
ように、声をかけてください。
要ありません。
上り終わったら、もう一
背もたれがない場合は、座
歩進んで誘導される人が
席に触れさせ正面がどちらか

階段など

○ 階段では

上りきったらいったん

を説明してください。

立ち止まって「終わりで
す」と言ってください。

○べんりなクロックポジション
テーブルにある食べ物の位

出典：川崎市視覚障害者情報文化センター「いっしょに歩こう」
置などを説明するときには、
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時計の文字板にたとえて説明
するとわかりやすいです。「２
時の方向にコップがありま
す」「調味料は９時の位置で

うすが変

細長い

いいます

第14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２０１９
最先端の技術･機器、日常用品、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。

日時

2019 年
11 月 1 日(金)（日本点字の日）、2 日(土)、3 日(日)(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

会場

(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：
副実行委員長 ：
実 行 委 員：
〃
：
〃
：
〃
：
〃
：
〃
：
〃
：
〃
：
〃
：
事 務 局 長：
事務局

荒 川 明 宏 （ラビット）
榑 松 武 男 （視覚障害者支援総合センター/ATDO）
遠藤
剛 （日本盲人会連合）
岡村
匠 （ジェイ・ティー・アール）
川 島 早 苗 （日本点字図書館）
甲 賀 金 夫 （桜雲会）
白 石 幸 雄 （ケージーエス）
高 橋 和 哉 （グローイングピープルズウィル）
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）
荒 川 香 織 （ラビット）

〒169-0051 東京都新宿区高田馬場 1-29-7
スカイパレス 401 株式会社ラビット内
TEL：03-5292-5644 FAX：03-5292-5645
E-mail ：sightworld.bj@gmail.com
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点字名刺刻印機‒ ‒

点字両面同時プリンタ･プロッタ‒ ‒

Dotmaker‒ドットメーカー‒

名刺やハガキ、封筒に簡単に点字を打てる㻌
点字刻印機がリニューアル㻌

ESA Solo‒

両面同時に印刷、点図も打てます㻌
ブルートゥース搭載でワイヤレス印刷も可能㻌
㈱ ジェイ・ティー・アール
〒335-0022
埼玉県戸田市上戸田4-13-18
TEL 048-452-8898 / info@jtr-tenji.co.jp

【♪新商品】Bluetooth テンキーボード Rivo2
Rivo2（リボツー）は、視覚障害者がスマートフォンを簡単に操作し、より迅速かつ正確に
使用できるよう設計された Bluetooth 接続のテンキーボードです。
iOS のスクリーンリーダー（VoiceOver）の音声を聞きながら、Rivo2 から iPhone や iPad
を操作できます。とくに、⽂字⼊⼒や⽂章の編集に便利です。
また Rivo2 の内蔵マイクから、Siri の操作や電話の通話ができます。音声の出⼒先を切り替
えることができ、iPhone もしくは Rivo2 本体から聞くことができます。
日常生活用具給付候補品です。詳細はラビットまでお問い合わせください。

■商品価格

４３,２００円

■発売元 株式会社ラビット

【営 業】⽉曜⽇〜⼟曜⽇（9 時 30 分〜17 時）
【電 話】03-5292-5644
【ＦＡＸ】03-5292-5645
【メール】eigyo@rabbit-tokyo.co.jp
【ＵＲＬ】https://rabbit-tokyo.co.jp/rivo2
（紹介動画・音声解説などもご用意しています。
）

視覚障害者・聴覚障害者のための国立大学
視覚に障害のある学生が学ぶ

保健科学部 入学試験情報
アドミッション・オフィス入試 【これから出願可能】
調査書及び自己推薦書等による書類審査及び面接の結果を
総合して、合格者を決定します。
第１回入試

出願期間 平成３０年１２月４日（火）～６日（木）
試 験 日 平成３０年１２月１５日（土）
合格発表 平成３０年１２月２１日（金）１０：００

第２回入試 出願期間 平成３１年
試 験 日 平成３１年
合格発表 平成３１年

https://www.tsukuba-tech.ac.jp/

１月１８日（金）～２２日（火）
２月 ２日（土）
２月 ４日（月）１５：００

【お問合せ先】
視覚障害系支援課 教務係
電 話：０２９－８５８－９５０７～９
メール：kyoumuk@ad.tsukuba-tech.ac.jp

視覚障がい者が考案した視覚障がい者のための誘導路

誘導ブロックを設置してもらえない施設内に
公共施設や商業施設で受付から先の誘導路が無なくトイレやエレベーター行けず、お困り
になったことはございませんか？
視覚障がい者歩行誘導マットは、床を削らずに設置できますので、既存施設のバリアフリ
ー対策や、利用者の声に応じた部分的な改修やレイアウト変更にも対応できます。
北海道から沖縄まで、全国的に導入施設増加中です。
歩導くん （ほどうくん） Plus（プラス）
白杖や足裏から伝わる質感や感触、床材と
の色の違い（明度差/輝度比）で誘導路が認
識できます。凸凹がないので肢体不自由の
方や車椅子の方もスムーズに通行可能で
す。

歩導くん ガイドウェイ
歩導くんの機能はそのままに、幅を狭くしデ
ザイン性を向上させた姉妹品です。図記号を
貼り付けると障がいの有無に関わらずご利用
いただける誘導路になります。

資料請求・お問い合わせは、こちらまで。
き ん じょう ご

製造・販売元：

「誘導マットの件で」とご連絡ください。

む

錦 城 護謨株式会社

（土木事業本部 ホドウクン担当）

大阪本社

〒５８１-００６８ 大阪府八尾市跡部北の町１-４-２５
【ＴＥＬ】 ０７２-９９２-２３２８
【ＦＡＸ】 ０７２-９２２-４１７５
東京支社
〒１０５-００１２ 東京都港区芝大門２-１２-９ ＨＦ浜松町ビルディング
【ＴＥＬ】 ０３-３４３３-２６３１
【ＦＡＸ】 ０３-３４３３-２６３４
【メール】 ｉｎｆｏ_ｄｏｂｏｋｕ＠ｋｉｎｊｏｇｏｍｕ．ｊｐ 【WEB】 http://guideway.jp/
開発元：

トーワ株式会社
〒６９０-０８２６ 島根県松江市学園南２-１-２
【ＴＥＬ】 ０８５２-２４-７６３１
【ＦＡＸ】 ０８５２-２５-０９１０
【メール】 ｔｏｗａ．ｃｏ．ｎｅｔ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 【WEB】 http://www.hodohkun.jp/

RETISSA®Display

項目

仕様

網膜走査型レーザアイウェア

消費電力

５W

RETISSA®Displayは、VISIRIUM®テ

バッテリ駆動時間

2時間程度

外形寸法

アイウェア︓161x44x195mm
ボックス ︓80ｘ31x160mm

に内蔵された超小型プロジェクタか

重さ

ら、網膜に直接映像を投影するヘッド

アイウェア︓約60g
ボックス ︓約460g

入力

HDMI

マウントディスプレイです。片眼の視

水平視野角

約26度

解像度

1024 x 600(WSVGA相当)

更新レート

60Hz

クノロジを採用し、眼鏡型のフレーム

野中心部に、HDMI接続した機器(ス
マートフォンやタブレット)からのデジ

製品には右目および左目モデルがあります

タル映像を投影できます。
独自開発した投影光学系を採用するこ
とでプロジェクタをフレームの内側に
搭載しており、通常の眼鏡やサングラ
スと同様に、突出部がなく違和感の少
ないデザインとすることで、誰もがい
つでもどこでも使えることを目指して
います。

VISIRIUM® テクノロジ
”網膜に直接映像を投影”
細く弱いレーザを網膜上で自由自在に操り、鮮明
な映像を網膜に投影します。
“ピント位置によらない画像”
投 影された画 像は、ユーザーのピント位置や視
力の影響をうけにくい特徴があり、クリアな映像
となって視界に現れます。
ユーザーが遠くの風景や近く手元などいずれの距
離を注視していても投影されたコンテンツは、ボ
ケることなく実視界と重なります。

・RETISSA、VISIRIUMは株式会社QDレーザの登録商標です。その他の記載されている
製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
・見え方には個人差があります。
・開発中につき、予告なく仕様等の変更が行われる場合があります。
・本製品は医療機器ではありません。
・視覚障害の方の使用を意図するものではありません。

株式会社QDレーザ
210-0855
神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビル１F

視覚情報デバイス事業部
044-328-6808 retissa＠qdlaser.com
www.qdlaser.com

エクストラは最先端の支援技術で
視覚障害者の情報アクセスを強力に支援します
新製品
Android OS搭載 音声点字情報端末

ブレイルセンスポラリス

ブレイルセンスポラリスミニ

Android OSを搭載した最先端の点字音声情報端末です。
32マスの点字ディスプレイを備えた「ブレイルセンスポラリス」と20マスの点字ディスプレ
イを備えた「ブレイルセンスポラリスミニ」をご紹介します。
従来のブレイルセンスが備えていた基本機能に加え、ユーザがプレイストアから一般的
なAndroidアプリを入手し、使用する事を可能にしました。※
※ポラリスは、Androidアプリ全てが正常に動作する事を保証していません。ポラリス向けに開発されていないアプリのアクセシビリティ
や使いやすさを保証することはできません。ポラリスではモバイルスクリーンリーダーでアプリを使用するため、一般的なAndroid端末で
アプリを使用する場合に比べて操作が困難な場合があります。

セミナー情報

サイトワールド2018の初日に行われる「エクストラ最新支援機器セミナー」にて
最新機種ポラリスミニ及びポラリスをご紹介します。
日時：11月1日(水)10:30～12:30 会議室1.2
講師：石川准（静岡県立大学国際関係学部教授）

その他展示商品
● 画面読み上げソフト： JAWS 2018

● 画面拡大ソフト：ZoomText 2018

● 自動点訳ソフト： EXTRA for Windows Ver.7

● 点字ディスプレイ：スマートビートル
Focus 14 Blue V
● OCRマルチプレーヤー：ブレイズET・ブレイズEZ
Focus 40 Blue V
● 点字・音声携帯情報端末： ブレイルセンスU2・オンハンドU2ミニ
INDEX BRAILLEブース（エクストラブース隣）
● 連続用紙用点字プリンター：ベーシックD V5

有限会社エクストラ

● 単票用紙用点字プリンター：エベレストD V5

〒424-0886 静岡県静岡市清水区草薙1丁目19-11
TEL：054-368-6886 FAX:054-368-6883
E-MAIL：support@extra.co.jp

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

あたため
がんばり ます。

レンジグリル

をもっと知りたい方は、
らく楽アシスト

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/sq/assist/rakuraku/

Twitter

https://twitter.com/ME̲RakuRaku

〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2丁目7番3号（東京ビル）

「らく楽アシスト」広告 Ver.2.0

