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●書きやすいよう握り方をサポートする用具

「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内
　介護職員の負担軽減や介護人材の採用・定着、介護の質の向上を目的として、「介護ロボット
なごやフェスタ2021」を開催します。最新の介護ロボットの展示・体験・相談、効果的な活用事
例の報告を行います。セミナーは動画配信し、期間中は何度でも必要な情報をお届けします。

 施設での移乗課題への取り組み
介護ロボット開発・実践・普及のプラットフォームについて
施設での転倒リスクへの取り組みについて

特設展示・相談会 10:00～18:00（各月初日は13:00から） Webセミナー
テーマ

テーマ

テーマ

移乗
12月23日㈭・24日㈮・25日㈯

※23日は13:00から

排泄・入浴・移動
1月27日㈭・28日㈮・29日㈯

※27日は13:00から

見守り・介護業務支援
2月25日㈮・26日㈯・27日㈰

※25日は13:00から

月12
月1
月2

また、行政説明・自治体の取り組み、介護ロボット導入
のポイント、介護ロボットメーカープレゼンテーション
も行います。

◇会場：なごや福祉用具プラザ  ◇申込方法：【事前申込制・参加無料】 なごや福祉用具プラザホームページよりお申し込みください。
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「排せつの悩みについて」
電話・来所でのご相談

　相談者のAさんは60代男性。90歳になる在宅療養中のお父様の

尿もれに困っていらっしゃいました。Aさんはお困りごと解決のヒン

トを求めて、なごや福祉用具プラザの「家族介護者教室」に参加され

ましたが、その後も困りごとがまだ解決しないということで、あらた

めて電話でのご相談がありました。

　排せつ関連のご相談では、ご本人の身体状況、

排せつの状態、使用している下着やおむつの種類、

環境、介護の状況などをお聞きします。

　お父様は小柄な方でしたがお腹が出た体形の

ため、Lサイズの紙パンツと尿取りパッド1枚を重

ねて使用されていました。また、聞き取りから、夜

間に不穏があり大きな声を出したり身体を小刻み

に動かすことが多かった日は、尿モレがひどく衣

類やシーツまで汚していることがわかりました。

　おむつから尿モレがある原因は、サイズ間違い

とつけ方の間違い、そして吸収量の間違いから起

こることがほとんどです。そこで、次のようなアド

バイスをしました。

ご相談 1

おむつ：テープ式、パンツ式、尿取りパッド等の総称として使用しています。

おむつから尿モレがある場合、①【サイズ 】②【つけ方 】③【相性・吸収量 】をチェック！

電話で相談支援

　なごや福祉用具プラザではいろいろなサイズ・吸収量・機能に特徴のあるおむつを各メーカーよりお預かりし

ているので、使う方の状況に応じて試供品をお渡しできることをお伝えしました。Aさんは「どんなものがあるの

か実際に見てみたいです」と仰ったので来所いただくことになりました。

　たくさんあるおむつの中から、お父様には

●尿取りパッドを使用しなくても紙パンツ1枚が高吸収なもの

●脚回りがやせている方にもフィットしやすい1分丈のもの

●すき間を埋める両面吸収タイプ

の3種類をご紹介し、試供品としてお渡ししました。

「おむつに色々な種類があることを知らなかったです。」

　後日、Aさんから「高吸収な紙パンツ1枚に変更することで、尿がもれること

がほとんどなくなり介護が楽になりました」と経過の報告がありました。Aさん

は「介護度が高くなると様々な介護サービスを受けられますが、排せつのしく

みやおむつの選び方、あて方を教えてくれる人はいませんでした。いくつか試す

べき方法を提案してもらえて参考になりました。困ったときに、また相談したい

です。」と何度もお礼を言われ、私たちプラザ職員もとても嬉しく思いました。

　お困りの状況を伺ってさまざまな試供品を試すことで解決策を見いだせることもあります。まずはお気軽に

お声掛けください。

「紙パンツから尿がもれることはほとんどなくなり介護が楽になりました。」

◆その後

紙パンツのサイズはウエストで選ぶ1

　Aさんは、楽にはけると思いLサイズの紙パンツを利用していましたが、お父様の脚周りは

細くすき間ができていて、これがモレの原因になっていました。サイズごとのウエストの対象

範囲がメーカーによって異なるので注意が必要ですが、お父様はMサイズで十分でした。

紙パンツを正しく履けていますか？2

●尿取りパッドが紙パンツからはみ出ていないか

●ギャザーをつぶしていないか

●パンツ内で尿取りパッドがよれていないか

●尿取りパッドの吸収体が尿道口から離れていないか

　（すき間はないか）

おむつ（紙パンツや尿取りパッド）の相性、吸収量と実際の尿量はあっていますか？3

　市販のおむつのパッケージには、吸収量が、「〇回吸収」と書いてあります。1回分は150ccで計算されている

ものがほとんどですが、Aさんが購入されていたものは8回吸収（1200cc）の尿取りパッドでした。Aさんはど

んな商品を選べばよいのかわからず、吸収量の大きいものを使用すればモレないだろうと考えて購入されていた

ようですが、このパッドは紙パンツとは違うメーカーのもので、一緒に使うにはあまり相性がよくなく、その結果

として、身体を動かすうちに紙パンツの中でパッドがよれてモレの原因になったと思われます。

　なごや福祉用具プラザでは、ご利用者の皆さまからさまざまなご相談をいただいています。
今回は、そうしたご相談の一例を紹介いたします。

来所で相談支援

尿取り
パッド

立体
ギャザー
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ご相談 2
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。

　まずは、なごや福祉用具プラザホームページの「福祉用具検索」をご案内しました。商品画像や仕様などをご

紹介していますが、電話と商品画像だけでご相談者に合うか否かを判断することがむずかしい状況でした。そこ

で、オンライン（今回はZoomを使用）での相談支援をおこなうことにしました。

　オンライン相談では、手指の動きのスムーズさや動かせる範囲をみせていただき、実際に字を書いてもらうこ

とでご相談者の状態を把握しました。展示品や自助具ボランティアが作成した筆記用自助具の中で合いそうなも

のをご紹介しながら、一緒に検討を進めました。商品によっては一方向からの静止画像のみではイメージが付き

にくいため、ご相談者にリクエストしてもらいながら、持ち手がどのような形状か、握り具合はどうかなど、職員

が実際に動かしているところを色々な角度から確認していただきました。

　また、画面を共有してインターネットで探した商品もご紹介しながら、展示品以外の商品についてもご案内させ

ていただくことができました。

「書きやすいよう
握り方をサポートする用具」

電話・オンラインを活用した福祉用具のご相談

　Bさんは病気の影響で手指が曲がったまま動かしにくくなって

きているそうです。「筆記具を握る力が思うように入らず、うまく

字が書けません。書きやすいよう握り方をサポートする用具を探

しているのですが、コロナ禍なのでプラザに行かないでも相談に

乗ってもらえますか？」とのお電話がありました。

　後日、Bさんから、「紹介された商品を

購入したら、字が書きやすくなりました」

とのご連絡をいただきました。

オンラインでの相談支援

◆その後

Bさんにリクエストしてもらいながら
自助具を使っている様子を色々な角
度から、リアルタイムで確認していた
だきました。

　名古屋市障害者スポーツセンターのトレーニング室の

トレーニングマシンは負荷重量をウエイトピンの抜き差し

で変更しますが、頸髄損傷等でピンヘッドを上手くつかめ

ない方は自分で重量変更を行う事が難しい状況でした。

　そこで障害者スポーツセンターの指導員と協働して、

ウエイトピンの補助具を3Dプリンタで製作しました。

これをウエイトピンに装着することでピンを抜き差し

しやすくなり、ご利用者からも好評を得ました。

●3Dプリンタ用フィラメント　PETG
　（新型コロナ対策のためのアルコール消毒に耐性がある素材）

　3D CADで設計して、3Dプリンタでプリントします。何度か
試作して形状の検討、適合確認をして完成です。

3Dプリンタ製トレーニングマシン用ウエイトピンハンドル

●材料リスト

●作り方

「福祉用具検索」

福祉用具のオンライン相談を希望される方は、お気軽になごや福祉用具プラザまでご連絡ください

➡

完成品

対応前 対応後
フックに手指を引っかけて
ピンを抜き差しします

試作品の一例

インターネット
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ウエイトピンの補助具を3Dプリンタで製作しました。

これをウエイトピンに装着することでピンを抜き差し

しやすくなり、ご利用者からも好評を得ました。

●3Dプリンタ用フィラメント　PETG
　（新型コロナ対策のためのアルコール消毒に耐性がある素材）

　3D CADで設計して、3Dプリンタでプリントします。何度か
試作して形状の検討、適合確認をして完成です。

3Dプリンタ製トレーニングマシン用ウエイトピンハンドル

●材料リスト

●作り方

「福祉用具検索」

福祉用具のオンライン相談を希望される方は、お気軽になごや福祉用具プラザまでご連絡ください

➡

完成品

対応前 対応後
フックに手指を引っかけて
ピンを抜き差しします

試作品の一例

インターネット
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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
追加常設品のご紹介です。

ファイアーフライ ゴートゥー サイズ2

1 abonet+JARI ビーズインナー ハード
2 abonet アウター ニット帽スタンダード

1 おでかけランチくん カッティングマッシャー（ケース付）
2 おでかけランチくんレトルトパウチ用スプーン

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。

食事用RAKUエプロン

ＭＣＴＯＳ Model ＦＸ

ヘルシーワンＷ

車いす用テーブル RightNow

歩行車 リトルターン トール103タイプ折りたたみシャワーベンチHP フィット

ネクストコア-アジャスト

電動カート NOAA MOBILE-X（ノアモバイル-X)

AMANDA（アマンダ）91cm幅レギュラー

カーボン四点式 可動タイプ

補助ボード Ｋｉｓｏ

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
に紹介した常設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。

やわらか浴そう台N　ワイド1525

Select-Simple V

【オプション】ノーパンクタイヤ（6,000円）　杖入れ（8,200円）
転倒防止（7,000円）　ブレーキ延長棒5cm or 10cm（オープン価格）

【オプション】レインカバー：
3,000円（税別）

【オプション】ディスポーザブル電極
30個セット　価格¥4,000（税込¥4,400）
200個セット 価格¥24,000（税込¥26,400）

100,000円（税別）
2.00kg

価格
重量

軽量かつポータブルなシートで、
日常生活における活動を補助します。
【オプション類】
フロアシッター：
35,000円＋税

特徴

78,000円（税別）
2.00kg

価格
重量

使用者の用途に合わせた次世代型
車いす用テーブル。角度・上下位置が可動
するので自分に合わせた設定が可能です。
テーブルの折りたたみ収納や付外しが簡
単にできます。パイプの長さは350㎜、
400㎜、500㎜から選択

特徴

22,000円（税別）
2.70kg

価格
重量

防カビ加工を
施しているので、お手
入れしやすく衛生的
です。天板・天板シー
トは外して洗えます。
滑りにくいゴム脚で
横滑りを防止します。

特徴

3,300円（税別）
0.14kg

価格
重量

車いす用クッションの機能を
100％引き出す補助ボードです。
軽量で持ち運びも簡単、小型の車
椅子にはカットして使うこともでき
ます。（カットのガイドライン付き）

特徴

17,800円（非課税）
0.42kg

価格
重量

超軽量四点式杖。細首タ
イプでしっかり握ってご使用い
ただけます。支柱が360度可
動することで坂道などでも四
点接地します。

特徴

Ｖｉｂｉｏ－ビビオ－

11,000円（税別）
0.15kg

価格
重量

スマートフォンと
Bluetoothで接続。強力
な振動で起こすワイヤレ
スシェーカー。アラーム時刻、スマート
フォンの着信／通知をお知らせ。

特徴

400,000円（非課税）
0.13kg

価格
重量

難病・重度障害の方のための
意思伝達装置。身体の動きに頼らな
いスイッチとして「生体信号」（筋電、
眼電、脳波）を利用しています。

特徴

2,480円（税別）
0.13kg

価格
重量

食べこぼしガードの堤防構造で
スープ等の水分もしっかりキャッチ！
床にこぼれにくく、服も汚れにくい安心
アイテム！

特徴

338,000円（非課税）
20.00kg

価格
重量

超軽量小型のハン
ドル型車いす（電動カー
ト）。タクシーのトランク
などすべての公共交通
機関に持ち込みが可能
で、行動範囲が大きく
広がります。

特徴

48,000円（税別）
7.10kg

価格
重量

小回りの利く、
オーソドックスな歩行
車。最大ハンドル高さ
103.5cm、想定使用
者 は 身 長150cm～
190cm程度。折りた
たんでもジャマにな
らない幅26cm。

特徴

57,000円（税別）
4.50kg

価格
重量

軽量コンパクトで、
バスや電車の移動でも便
利。バッグはオシャレで、
プラス前後合わせて１７
ℓと大容量でショッピン
グにも最適。

特徴

194,000円（税別）
11.00kg

価格
重量

除圧性能を
大幅に向上させ、
利用者様の身体
をやさしく傾ける
「3D除圧」と万が
一の時にすばやく通知す
る「お知らせ機能」を搭載
した、安全・安心を追求し
た高機能エアマットレス。

特徴

36,000円（税別）
4.10kg

価格
重量

座面中央部に大
きなくぼみを作ること
により、座ったままで
も陰部を洗いやすくし
たシャワーベンチです。
シャワーヘッドを通す
こともできます。

特徴

156,000円（非課税）
14.60kg

価格
重量

軽量・コンパ
クトで、なおかつ座
り心地がいい車い
すです。ゆったりと
座れるので押すの
も漕ぐのも軽く楽
に扱えます。

特徴

4,500円（税別）
0.10kg

価格
重量

全面に高い緩衝力と通気性を兼ね備えた
ポリエチレンビーズを使用したインナータイプの保
護帽。お手持ちの帽子も保護帽にすることができます。

特徴

1,800円（税別）
0.08kg

価格
重量

インナー保護帽の専用アウターとして使
用する帽子。レザーのネームタグがワンポイントの
シンプルなニット帽。緩衝材は加工されていません。

特徴

750円（税別）
0.05kg

価格
重量

お出かけ先での「おい
しい」をサポート。外出先での
『困った～！』を、おでかけランチ
くんが解決します。「切る」「つぶ
す」の調理が簡単。

特徴

220円（税別）　　　0.004kg価格 重量
お出かけ先でサッと手軽。レトルトパ

ウチの離乳食。レトルトパウチの奥まです
くえる長い柄のスプーンです。お子様のお
口にぴったりのサイズです。

特徴

10インチのタブレットが縦横使え、レバーを握るとテ
ーブルの角度変更が可能です。テーブルは足元に固定
でき、外側に開くことが可能で、走行や乗降り時の動き
を妨げません。パイプの長さは200mm、250mm、
350mmから選択

Select-Proテーブルタイプ
125,000円（税別）価格 2.20kg重量

10インチのiPadまで物を収納でき、目的に合わせて
作業角度がすぐに変えることができる鞄型デスクを使
う事で、作業環境を素早く提供します。パイプの長さは
200mm、250mm、350mmから選択

Select-Proカバンタイプ
125,000円（税別）価格 2.20kg重量

1

1

2
2

【オプション】
着脱式折畳前かご
 定価10,000円（取付工賃込み）
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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
追加常設品のご紹介です。

ファイアーフライ ゴートゥー サイズ2

1 abonet+JARI ビーズインナー ハード
2 abonet アウター ニット帽スタンダード

1 おでかけランチくん カッティングマッシャー（ケース付）
2 おでかけランチくんレトルトパウチ用スプーン

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。

食事用RAKUエプロン

ＭＣＴＯＳ Model ＦＸ

ヘルシーワンＷ

車いす用テーブル RightNow

歩行車 リトルターン トール103タイプ折りたたみシャワーベンチHP フィット

ネクストコア-アジャスト

電動カート NOAA MOBILE-X（ノアモバイル-X)

AMANDA（アマンダ）91cm幅レギュラー

カーボン四点式 可動タイプ

補助ボード Ｋｉｓｏ

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
に紹介した常設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。

やわらか浴そう台N　ワイド1525

Select-Simple V

【オプション】ノーパンクタイヤ（6,000円）　杖入れ（8,200円）
転倒防止（7,000円）　ブレーキ延長棒5cm or 10cm（オープン価格）

【オプション】レインカバー：
3,000円（税別）

【オプション】ディスポーザブル電極
30個セット　価格¥4,000（税込¥4,400）
200個セット 価格¥24,000（税込¥26,400）

100,000円（税別）
2.00kg

価格
重量

軽量かつポータブルなシートで、
日常生活における活動を補助します。
【オプション類】
フロアシッター：
35,000円＋税

特徴

78,000円（税別）
2.00kg

価格
重量

使用者の用途に合わせた次世代型
車いす用テーブル。角度・上下位置が可動
するので自分に合わせた設定が可能です。
テーブルの折りたたみ収納や付外しが簡
単にできます。パイプの長さは350㎜、
400㎜、500㎜から選択

特徴

22,000円（税別）
2.70kg

価格
重量

防カビ加工を
施しているので、お手
入れしやすく衛生的
です。天板・天板シー
トは外して洗えます。
滑りにくいゴム脚で
横滑りを防止します。

特徴

3,300円（税別）
0.14kg

価格
重量

車いす用クッションの機能を
100％引き出す補助ボードです。
軽量で持ち運びも簡単、小型の車
椅子にはカットして使うこともでき
ます。（カットのガイドライン付き）

特徴

17,800円（非課税）
0.42kg

価格
重量

超軽量四点式杖。細首タ
イプでしっかり握ってご使用い
ただけます。支柱が360度可
動することで坂道などでも四
点接地します。

特徴

Ｖｉｂｉｏ－ビビオ－

11,000円（税別）
0.15kg

価格
重量

スマートフォンと
Bluetoothで接続。強力
な振動で起こすワイヤレ
スシェーカー。アラーム時刻、スマート
フォンの着信／通知をお知らせ。

特徴

400,000円（非課税）
0.13kg

価格
重量

難病・重度障害の方のための
意思伝達装置。身体の動きに頼らな
いスイッチとして「生体信号」（筋電、
眼電、脳波）を利用しています。

特徴

2,480円（税別）
0.13kg

価格
重量

食べこぼしガードの堤防構造で
スープ等の水分もしっかりキャッチ！
床にこぼれにくく、服も汚れにくい安心
アイテム！

特徴

338,000円（非課税）
20.00kg

価格
重量

超軽量小型のハン
ドル型車いす（電動カー
ト）。タクシーのトランク
などすべての公共交通
機関に持ち込みが可能
で、行動範囲が大きく
広がります。

特徴

48,000円（税別）
7.10kg

価格
重量

小回りの利く、
オーソドックスな歩行
車。最大ハンドル高さ
103.5cm、想定使用
者 は 身 長150cm～
190cm程度。折りた
たんでもジャマにな
らない幅26cm。

特徴

57,000円（税別）
4.50kg

価格
重量

軽量コンパクトで、
バスや電車の移動でも便
利。バッグはオシャレで、
プラス前後合わせて１７
ℓと大容量でショッピン
グにも最適。

特徴

194,000円（税別）
11.00kg

価格
重量

除圧性能を
大幅に向上させ、
利用者様の身体
をやさしく傾ける
「3D除圧」と万が
一の時にすばやく通知す
る「お知らせ機能」を搭載
した、安全・安心を追求し
た高機能エアマットレス。

特徴

36,000円（税別）
4.10kg

価格
重量

座面中央部に大
きなくぼみを作ること
により、座ったままで
も陰部を洗いやすくし
たシャワーベンチです。
シャワーヘッドを通す
こともできます。

特徴

156,000円（非課税）
14.60kg

価格
重量

軽量・コンパ
クトで、なおかつ座
り心地がいい車い
すです。ゆったりと
座れるので押すの
も漕ぐのも軽く楽
に扱えます。

特徴

4,500円（税別）
0.10kg

価格
重量

全面に高い緩衝力と通気性を兼ね備えた
ポリエチレンビーズを使用したインナータイプの保
護帽。お手持ちの帽子も保護帽にすることができます。

特徴

1,800円（税別）
0.08kg

価格
重量

インナー保護帽の専用アウターとして使
用する帽子。レザーのネームタグがワンポイントの
シンプルなニット帽。緩衝材は加工されていません。

特徴

750円（税別）
0.05kg

価格
重量

お出かけ先での「おい
しい」をサポート。外出先での
『困った～！』を、おでかけランチ
くんが解決します。「切る」「つぶ
す」の調理が簡単。

特徴

220円（税別）　　　0.004kg価格 重量
お出かけ先でサッと手軽。レトルトパ

ウチの離乳食。レトルトパウチの奥まです
くえる長い柄のスプーンです。お子様のお
口にぴったりのサイズです。

特徴

10インチのタブレットが縦横使え、レバーを握るとテ
ーブルの角度変更が可能です。テーブルは足元に固定
でき、外側に開くことが可能で、走行や乗降り時の動き
を妨げません。パイプの長さは200mm、250mm、
350mmから選択

Select-Proテーブルタイプ
125,000円（税別）価格 2.20kg重量

10インチのiPadまで物を収納でき、目的に合わせて
作業角度がすぐに変えることができる鞄型デスクを使
う事で、作業環境を素早く提供します。パイプの長さは
200mm、250mm、350mmから選択

Select-Proカバンタイプ
125,000円（税別）価格 2.20kg重量

1

1

2
2

【オプション】
着脱式折畳前かご
 定価10,000円（取付工賃込み）
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地下鉄鶴舞線・桜通線
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②番出入口より
約100ｍ

東公園（愛知県岡崎市）
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●排せつの悩みについて
●書きやすいよう握り方をサポートする用具

「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内「介護ロボットなごやフェスタ2021」開催のご案内
　介護職員の負担軽減や介護人材の採用・定着、介護の質の向上を目的として、「介護ロボット
なごやフェスタ2021」を開催します。最新の介護ロボットの展示・体験・相談、効果的な活用事
例の報告を行います。セミナーは動画配信し、期間中は何度でも必要な情報をお届けします。

 施設での移乗課題への取り組み
介護ロボット開発・実践・普及のプラットフォームについて
施設での転倒リスクへの取り組みについて

特設展示・相談会 10:00～18:00（各月初日は13:00から） Webセミナー
テーマ

テーマ

テーマ

移乗
12月23日㈭・24日㈮・25日㈯

※23日は13:00から

排泄・入浴・移動
1月27日㈭・28日㈮・29日㈯

※27日は13:00から

見守り・介護業務支援
2月25日㈮・26日㈯・27日㈰

※25日は13:00から

月12
月1
月2

また、行政説明・自治体の取り組み、介護ロボット導入
のポイント、介護ロボットメーカープレゼンテーション
も行います。

◇会場：なごや福祉用具プラザ  ◇申込方法：【事前申込制・参加無料】 なごや福祉用具プラザホームページよりお申し込みください。


