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なごや福祉用具プラザの新型コロナウイルスへの対応
来館される皆さまにお願いしていること
●来館時に非接触型の体温計で体温測定をさせていただいています。
●プラザで新型コロナウイルス陽性者が確認された場合にご連絡でき
るよう、連絡先の記帳をお願いしています。
●マスクの持参、着用をお願いしています。
●来館時およびお帰りの際の手指消毒をお願いしています。

安全にご利用いただくため、職員が行っていること
●ご相談のたびに職員の手指消毒を行います。
●多くの方が触れる物・場所は定期的に消毒を行います。
●人との距離が保てるようお声かけする場合があります。
●館内は常に換気します。

その他
●お電話での相談も受け付けております。お気軽にお電話ください。
●最新の情報は随時ホームページに掲載しております。

相談コーナーは飛沫感染対策として、
アクリル板で間仕切りをしています。

来館時の体温測定、手指消毒、連絡先
の記帳をお願いしています。

トイレの扉は、直接
取っ手に触れなくて
も済むように、男性
用は足で、女性用は
肘で開けられる自助
具を設置しています。

地下鉄鶴舞線・桜通線
「御器所」駅下車
②番出入口より
約100ｍ

昭和日常博物館
（北名古屋市歴史民俗資料館）

なごや福祉用具プラザは
ウェルフェア2022で
介護ロボット企画展を開催！......P2～4
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高齢者福祉

ウェルフェアは新しく生まれ変わります
　「ウェルフェア」はこれまで名古屋市で22回開催実績のある福祉・医療・健康に関する総合展です。

　2022年度からは近年日本の社会的課題である高齢化に対して《住み慣れた街でいつまでも自分らしい暮らし

を》をスローガンに『地域包括ケアシステム』の深化・推進を進めていくことになりました。

主催：名古屋国際見本市委員会、(公財 ) 名古屋産業振興公社、(社福 ) 名古屋市総合リハビリテーション事業団

5月26日木～28日土
10：00～17：00

2022年
開催日時

開催日時

例年の
展示
プラス

●訪問看護専用カルテ
●医療画像転送システム
●遠隔診療システム
●医療機関用予約システム　など

●離床センサー
●介護用見守りシステム
●介護ロボット
●移動機器　など

●認知症予防製品（脳トレなど）
●徘徊感知機器（見守りシステム）
●認知症保険
●認知機能・生活習慣チェック製品　など

認知症施策

●トレーニングマシン
●ヘルスケア用品
●健康管理システム・アプリ　など

介護予防

●家事代行サービス
●配食・食材配達サービス
●外出支援　など

生活支援

●高齢者向け賃貸住宅
●福祉・介護施設建築
●スロープ・手すり・昇降機　など

？

医療・介護連携

企画展では介護ロボットが多数集結！

■ aLQ by ACSIVE
■ ACSIVE

■ シルエット見守りセンサ■ 眠りSCAN

■ EGAO LINK

■ ロボットアシストウォーカー RT.1
■ ロボットアシストウォーカー RT.2

■ Neos＋Care

■ ピュアット

■ aams ■ ANSIEL

■ キュラコ

■ レイボ エクソスケルトン

■ Hug L1

■ HAL®腰タイプ

CYBERDYNE㈱

㈱FUJI

トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ ㈱ウィズ

パラマウントベッド㈱

アルジョ・ジャパン㈱

■ SaraFlex

■ SASUKE

■ DFree Personal

■ 流せるポータくん3号

排泄支援

排泄支援 排泄支援 排泄支援

移乗支援 移乗支援 移乗支援 移乗支援

移乗支援 移乗支援

入浴支援

見守り・コミュニケーション支援 見守り・コミュニケーション支援

見守り・コミュニケーション支援 見守り・コミュニケーション支援見守り・コミュニケーション支援 見守り・コミュニケーション支援

移動支援 移動支援

■ リショーネPlus

※出店機器は予定となっています

吹上ホール

■ ラップポンブリオ

なごや福祉用具プラザは
ウェルフェア2022で
介護ロボット企画展を開催！

（28日は16：00まで）

住まいなごや
福祉用具プラザの
窓口相談を
ご利用ください

医療・介護
（地域包括ケアシステム）

医療・介護
（地域包括ケアシステム）

㈱加地 ﾊ ﾅ゚ｿﾆｯｸｴｲｼ ﾌ゙ﾘｰ㈱マッスル㈱

㈱アム

日本セイフティー㈱ ㈱金星

RT.ワークス㈱ ㈱今仙技術研究所㈱今仙技術研究所 ㈱今仙電機製作所㈱今仙電機製作所 キング通信工業㈱

㈱バイオシルバー 積水化学工業㈱ ㈱アズパートナーズ ノーリツプレシジョン㈱

■ マッスルスーツEvery

㈱イノフィス

移乗支援
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高齢者福祉

ウェルフェアは新しく生まれ変わります
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【TEL】052-851-0051
【mail】robot@nagoya-rehab.or.jp

介護ロボットの問い合わせ

■ iサポート

見守り・コミュニケーション支援

アクセスしやすい吹上ホールで開催
　名古屋市中心に近い「吹上ホール(名古屋市中小
企業振興会館)」は、なごや福祉用具プラザへも地下
鉄で一駅（2分）、車で5分の立地。ウェルフェアご来場の後にプラザへ
お越しいただくと効率的に必要な情報を集めることができます。

御器所通

中道
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地
下
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桜
通
線

阿
由
知
通

広路通

若宮大通

昭和区役所

吹上ホール

吹
上

御
器
所

なごや福祉用具プラザ
（御器所ステーションビル3F）

HPにある
各介護ロボットの
「特徴紹介ビデオ」で
情報収集

不明点・疑問点は
電話やメールで
プラザに相談

使用体験する機種と確認内容を
絞って効率よく見学

WEBで事前確認、当日は効率よく実機体験

「時短来場」のススメ 感染症対策
にも有効

来場前

来場当日 ⬇

なごや
福祉用具プラザ
YouTube
チャンネルにて
公開中

●使い勝手
●メンテナンス
●サポート体制
●導入事例

●適正相談
●他機種との比較
●補助金
　　　など

⬇

展示・体験の他、介護従事者、行政担当者等による
セミナーも開催

製作・改造事例の紹介

なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、
ご本人やご家族等の生活を豊かにするお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

プラザの利用者さんへ自助具を提供し、
ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。

　視覚に障害のある方から「電話中の電話番号の

録音で失敗することがあるため電話番号のメモ

用」として、また「趣味の競馬の予想」ができるよ

うな、数字ブロックの製作依頼を受けました。

　点字を触読することが難しくなってきた本人だ

けでなく、支援者でも読めるように1mm隆起さ

せた英数字にしました。また、上下を分かりやすく

するために将棋の駒の様な形にして、電話番号メ

モ用のプレートと、競馬予想用のプレートを自助

具ボランティアグループと協働で製作しました。

●3Dプリンター用フィラメント　PETG
　（加工性が高く、アルコール消毒に耐性がある素材）

　3D CADで設計して、3Dプリンターでプリント
します。支援者が読み取りやすくするため、途中で材
料の色を変えて印刷しました。数回試作して白ベー
スに黒文字としました。

3Dプリンター製メモ用数字ブロック

●材料リスト

●作り方

完成品試作品の一例

電話番号メモ用のプレート 競馬予想用のプレート

▲ ▲

シーホネンス㈱

■ リコーみまもりベッドセンサーシステム

見守り・コミュニケーション支援

㈱リコー

■ LIFELENS(ライフレンズ)

見守り・コミュニケーション支援

パナソニック㈱

■ モーショントレーニングシステムTANO

見守り・コミュニケーション支援

TANOTECH㈱

●製作費 お問い合わせください。
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※「特徴」の項目は、申請企業の説
明文を転記しております。

※試用体験や製品に関するお問合
せは、なごや福祉用具プラザの
相談カウンターまでどうぞ。　なごや福祉用具プラザでは、年2回の常設品展示の選定と毎月の新製品展

示の選定を行っています。新しい機能や工夫がある福祉用具が増えています。
是非、一度ご覧になってお確かめください。

新ネタ発信 なごや福祉用具プラザ
追加展示品のご紹介です。

参考価格は税抜表示となり、購入時は表示価格に加え、消費税10％が必要となります（非課税品目を除く）。

その他ご紹介できなかった半年
間の期間限定の新製品、追加常
設品もあります。是非一度プラザ
まで足をお運びになって、福祉用
具に触れてお確かめください。

アウルキッズ アジャスタブル LAPS kids Mサイズ

常設品は、なごや福祉用具プラザ
のホームページから検索できます。

暮らしほっとワークweb版では、過去
に紹介した展示品もご覧いただけます。
価格等が変更になっている場合があります。
また、現在は展示していないものもあります。

価格
重量
特徴

1

2

33,000円（税別）
0.80キログラム
座面にEXGELのシー

トを使用。大腿部の高さ調整
用のウェッジを採用し着脱可
能。また着脱・加工可能なポ
メルを使用。
【オプション類】
カバー：5,800円、ポメル：
3,500 円、ウ ェ ッ ジ：
3,500 円、GELシ ー ト：
10,000円、底板：3,000円、
ベース：12,000円

フルタッチカーボンケイン  伸縮式

価格
重量
特徴

11,000円（税別）
0.25キログラム
安全性に優れ、握りやすく、軽

くて丈夫な杖。国内初のフルタッチ
ゴム採用で安全性アップ。接地面
100%を実現。

価格
重量
特徴

18,800円（税別）
0.65キログラム
腰椎サポート、アンカーサ

ポート、骨盤サポートの３つのサ
ポートでお尻全体を包み込むよ
うに支えます。背の後ろと座の
下にバックル付きのベルトが付
いているので、様々ないすに取
り付け使用することができます。
【オプション】
延長ベルトTC-LK10 1,800円（税別）
2本セット

なでなでねこちゃんDX3アメショーちゃん

価格
重量
特徴

5,980円（税別）
0.20キログラム
猫は好きだが家

で飼えない方のために、
猫の代理として生まれ
た、撫でると鳴く猫ち
ゃんたちです。お子様
からご高齢の方々まで、
猫の癒しをお届けしま
す。

ヘルシーワン レジェール

価格
重量
特徴

55,000円（税別）
3.95キログラム
ヘルシーワンの超軽

量ロータイプ。小柄な女性
など、幅広い方に対応！ 
シングル車輪３WAYモー
ドを採用。折りたたむと4
分の1のサイズで保管に困
らず、持ち運びにも最適。

ボンベ楽Ⅱ

価格
重量
特徴

30,000円（税別）
0.90キログラム
酸素カートごと車いすにセット

する事ができます。ベルトのワンタ
ッチでカートの取付、取り外しが可能。
より多くの車いすやカートに対応で
きるようにリニューアルしました。

浴槽手すり マスカット ポールタイプ
（グリップ付き グリーン）

価格
重量
特徴

39,500円（税別）
3.90キログラム
縦型の浴槽手すりに

軟質樹脂製のグリップ（緑）
が2個付き、握った際に下
方向に手が滑ることを抑制
し、姿勢保持やまたぎ動作
等、安定して手すりを使用
することができます。

SPLT M199
Emi （エミ）

姿勢補助手すり　楽助さんⅡ

価格
重量
特徴

65,000円（税別）
5.00キログラム
どこでも必要な時

にサッと設置。ご利用者
の体の状態に合わせた
最適な座位姿勢・排泄姿
勢を保つことができます。
排泄時の転倒事故防止
に役立ち、見守り負担の
軽減に役立ちます。

1サイドテーブル／2笑テーブル

価格
重量
特徴

19,800円（税別）
3.50キログラム
1用オプション品。ベッド長座位での上肢をサポート

して、より安楽で安全な食事姿勢を保持。

価格
重量
特徴

60,000円（税別）
14.0キログラム
天板サイズ幅90cm・奥行40cmに拡

大し小物や飲みこぼしなどの落下を防止する
為のソフトエッジ付き。ガススプリング式で高
さ無段階調節・昇降ストロークは31.5cm

アウル REHAレギュラー

価格
重量
特徴

22,000円（税別）
1.20キログラム
厚さ4cmと薄く、座

面高への影響が少なく足つ
きが良いためしっかりと座
れます。お餅のように柔ら
かいエクスジェルにより圧
を分散し、底つき感も少な
いです。

ポータブルトイレきらく MS型

価格
重量
特徴

28,000円（税別）
10.30キログラム
幅49cmの省スペースボ

ディにゆったり座幅40cmを実
現、便座や肘掛けの高さも簡単
操作で、すばやく調節。

食事用エプロン（1小・ポケットあり／2大・ポケットなし）

価格
特徴

2,500円（税別）
首周りは大人男性まで装着可

能。表は撥水加工ナイロン、裏は透
湿防水シートの2重構造なので、丈
夫で長持ち。「小・ポケットあり」は、
ポケット上部に形状記憶ワイヤー入
り。食べ物をキャッチしてくれます。
「大・ポケットなし」は、大人介護用
サイズより少し小さめお子さん用と
して（洗濯機使用可能）

リトルキーパースリーパー

価格
重量
特徴

オープン価格
0.30キログラム
オムツいじり対策パジャ

マ。ワンピース（つなぎ）型で、
夜間のオムツいじり・弄便・脱
衣などをやさしく防ぎます。

おしりシャワープラス300 ピンク

価格
重量
特徴

1,300円（税別）
0.04キログラム
ジャバラ付きなのでノズルの

角度調節自由自在。おむつ交換用
洗浄液の希釈に対応した300ml
タイプです。安定性があるので、立
てて置くこともできます。

価格
重量
特徴

オープン価格
92.8キログラム
電動ヘッドレスト切替機

能・液晶表示リモコンと音声ガ
イダンス機能・スーパーモジュ
ール機能など快適性や安全性
を追求し介護を取り巻く環境に
もっと笑顔をお届けするベッド。
【オプション】
WR-BA16 Emi用バッテリー
（オープン価格）

【オプション】
レインカバー：
3,000円（税別）

価格
重量
特徴

4,500円（税別）
0.28キログラム
ワイド（5E）設

計。枕のような、極厚
ふかふかのウレタン
クッションを使用した中敷で、足
に柔らかくフィットします。踵が
踏めるからさっと履ける便利な２
ウェイ設計（キックバック）です。



76

※「特徴」の項目は、申請企業の説
明文を転記しております。

※試用体験や製品に関するお問合
せは、なごや福祉用具プラザの
相談カウンターまでどうぞ。　なごや福祉用具プラザでは、年2回の常設品展示の選定と毎月の新製品展

示の選定を行っています。新しい機能や工夫がある福祉用具が増えています。
是非、一度ご覧になってお確かめください。

新ネタ発信 なごや福祉用具プラザ
追加展示品のご紹介です。

参考価格は税抜表示となり、購入時は表示価格に加え、消費税10％が必要となります（非課税品目を除く）。

その他ご紹介できなかった半年
間の期間限定の新製品、追加常
設品もあります。是非一度プラザ
まで足をお運びになって、福祉用
具に触れてお確かめください。

アウルキッズ アジャスタブル LAPS kids Mサイズ

常設品は、なごや福祉用具プラザ
のホームページから検索できます。

暮らしほっとワークweb版では、過去
に紹介した展示品もご覧いただけます。
価格等が変更になっている場合があります。
また、現在は展示していないものもあります。

価格
重量
特徴

1

2

33,000円（税別）
0.80キログラム
座面にEXGELのシー

トを使用。大腿部の高さ調整
用のウェッジを採用し着脱可
能。また着脱・加工可能なポ
メルを使用。
【オプション類】
カバー：5,800円、ポメル：
3,500 円、ウ ェ ッ ジ：
3,500 円、GELシ ー ト：
10,000円、底板：3,000円、
ベース：12,000円

フルタッチカーボンケイン  伸縮式

価格
重量
特徴

11,000円（税別）
0.25キログラム
安全性に優れ、握りやすく、軽

くて丈夫な杖。国内初のフルタッチ
ゴム採用で安全性アップ。接地面
100%を実現。

価格
重量
特徴

18,800円（税別）
0.65キログラム
腰椎サポート、アンカーサ

ポート、骨盤サポートの３つのサ
ポートでお尻全体を包み込むよ
うに支えます。背の後ろと座の
下にバックル付きのベルトが付
いているので、様々ないすに取
り付け使用することができます。
【オプション】
延長ベルトTC-LK10 1,800円（税別）
2本セット

なでなでねこちゃんDX3アメショーちゃん

価格
重量
特徴

5,980円（税別）
0.20キログラム
猫は好きだが家

で飼えない方のために、
猫の代理として生まれ
た、撫でると鳴く猫ち
ゃんたちです。お子様
からご高齢の方々まで、
猫の癒しをお届けしま
す。

ヘルシーワン レジェール

価格
重量
特徴

55,000円（税別）
3.95キログラム
ヘルシーワンの超軽

量ロータイプ。小柄な女性
など、幅広い方に対応！ 
シングル車輪３WAYモー
ドを採用。折りたたむと4
分の1のサイズで保管に困
らず、持ち運びにも最適。

ボンベ楽Ⅱ

価格
重量
特徴

30,000円（税別）
0.90キログラム
酸素カートごと車いすにセット

する事ができます。ベルトのワンタ
ッチでカートの取付、取り外しが可能。
より多くの車いすやカートに対応で
きるようにリニューアルしました。

浴槽手すり マスカット ポールタイプ
（グリップ付き グリーン）

価格
重量
特徴

39,500円（税別）
3.90キログラム
縦型の浴槽手すりに

軟質樹脂製のグリップ（緑）
が2個付き、握った際に下
方向に手が滑ることを抑制
し、姿勢保持やまたぎ動作
等、安定して手すりを使用
することができます。

SPLT M199
Emi （エミ）

姿勢補助手すり　楽助さんⅡ

価格
重量
特徴

65,000円（税別）
5.00キログラム
どこでも必要な時

にサッと設置。ご利用者
の体の状態に合わせた
最適な座位姿勢・排泄姿
勢を保つことができます。
排泄時の転倒事故防止
に役立ち、見守り負担の
軽減に役立ちます。

1サイドテーブル／2笑テーブル

価格
重量
特徴

19,800円（税別）
3.50キログラム
1用オプション品。ベッド長座位での上肢をサポート

して、より安楽で安全な食事姿勢を保持。

価格
重量
特徴

60,000円（税別）
14.0キログラム
天板サイズ幅90cm・奥行40cmに拡

大し小物や飲みこぼしなどの落下を防止する
為のソフトエッジ付き。ガススプリング式で高
さ無段階調節・昇降ストロークは31.5cm

アウル REHAレギュラー

価格
重量
特徴

22,000円（税別）
1.20キログラム
厚さ4cmと薄く、座

面高への影響が少なく足つ
きが良いためしっかりと座
れます。お餅のように柔ら
かいエクスジェルにより圧
を分散し、底つき感も少な
いです。

ポータブルトイレきらく MS型

価格
重量
特徴

28,000円（税別）
10.30キログラム
幅49cmの省スペースボ

ディにゆったり座幅40cmを実
現、便座や肘掛けの高さも簡単
操作で、すばやく調節。

食事用エプロン（1小・ポケットあり／2大・ポケットなし）

価格
特徴

2,500円（税別）
首周りは大人男性まで装着可

能。表は撥水加工ナイロン、裏は透
湿防水シートの2重構造なので、丈
夫で長持ち。「小・ポケットあり」は、
ポケット上部に形状記憶ワイヤー入
り。食べ物をキャッチしてくれます。
「大・ポケットなし」は、大人介護用
サイズより少し小さめお子さん用と
して（洗濯機使用可能）

リトルキーパースリーパー

価格
重量
特徴

オープン価格
0.30キログラム
オムツいじり対策パジャ

マ。ワンピース（つなぎ）型で、
夜間のオムツいじり・弄便・脱
衣などをやさしく防ぎます。

おしりシャワープラス300 ピンク

価格
重量
特徴

1,300円（税別）
0.04キログラム
ジャバラ付きなのでノズルの

角度調節自由自在。おむつ交換用
洗浄液の希釈に対応した300ml
タイプです。安定性があるので、立
てて置くこともできます。

価格
重量
特徴

オープン価格
92.8キログラム
電動ヘッドレスト切替機

能・液晶表示リモコンと音声ガ
イダンス機能・スーパーモジュ
ール機能など快適性や安全性
を追求し介護を取り巻く環境に
もっと笑顔をお届けするベッド。
【オプション】
WR-BA16 Emi用バッテリー
（オープン価格）

【オプション】
レインカバー：
3,000円（税別）

価格
重量
特徴

4,500円（税別）
0.28キログラム
ワイド（5E）設

計。枕のような、極厚
ふかふかのウレタン
クッションを使用した中敷で、足
に柔らかくフィットします。踵が
踏めるからさっと履ける便利な２
ウェイ設計（キックバック）です。



8

地下鉄
鶴舞線

荒畑

阿
由
知
通

田
代
本
通

鶴舞公園
吹上公園

吹上ホール

地
下
鉄
桜
通
線

桜山

御器所

昭和
区役所

滝子通

川名

鶴舞

御器所通

国道
153号線

中
央
本
線

鶴 
舞

阿
由
知
通

丸田町

桜 山高 辻

東郊通2

御器所通

檀渓通4

川原通7

広路通7

阿由知通四

昭　和
区役所

御器所通

阿
由
知
通

地下鉄
３番出口

地下鉄8番出入口
エレベーター

地 下 鉄
２番出口

新瑞橋方面から
右折不可

至 今池

至 

東
別
院

至 新瑞橋

至 

川
名

御器所
ステーション
ビル 3F

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

なごや福祉用具プラザ

発行日／令和4年3月15日
編集・発行／なごや福祉用具プラザ

この広報誌は再生紙（古紙
パルプ配合率100％、白色
度83％）を使用しています

エレベーター

エスカレーターエスカレーター

駐車場出入口
70台

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL（052）851-0051
FAX（052）851-0056
●営業時間/
　AM10:00～PM6:00
●営業日/火曜日～日曜日
●休業日/
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   （月曜日が祝休日にあたる日は翌日も休みになります）
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なごや福祉用具プラザの新型コロナウイルスへの対応
来館される皆さまにお願いしていること
●来館時に非接触型の体温計で体温測定をさせていただいています。
●プラザで新型コロナウイルス陽性者が確認された場合にご連絡でき
るよう、連絡先の記帳をお願いしています。
●マスクの持参、着用をお願いしています。
●来館時およびお帰りの際の手指消毒をお願いしています。

安全にご利用いただくため、職員が行っていること
●ご相談のたびに職員の手指消毒を行います。
●多くの方が触れる物・場所は定期的に消毒を行います。
●人との距離が保てるようお声かけする場合があります。
●館内は常に換気します。

その他
●お電話での相談も受け付けております。お気軽にお電話ください。
●最新の情報は随時ホームページに掲載しております。

相談コーナーは飛沫感染対策として、
アクリル板で間仕切りをしています。

来館時の体温測定、手指消毒、連絡先
の記帳をお願いしています。

トイレの扉は、直接
取っ手に触れなくて
も済むように、男性
用は足で、女性用は
肘で開けられる自助
具を設置しています。

地下鉄鶴舞線・桜通線
「御器所」駅下車
②番出入口より
約100ｍ

昭和日常博物館
（北名古屋市歴史民俗資料館）

なごや福祉用具プラザは
ウェルフェア2022で
介護ロボット企画展を開催！......P2～4


