
【主 催】

【かわさき基準（KIS）認証事業者】

【体験展示会出展事業者】

【後 援】

MIRAI SPEAKER Curvy
株式会社 サウンドファン

多くの方の聴こえをサポートするスピーカー
曲面の振動板全体で音を発生させる仕組みから、高齢者
など音が聴こえにくくなった方が、健聴者とともに同じ条
件で利用できる点を高く評価しました。
問合先： 03-5825-4749 価格: オープン価格

ストレッチグライドマットレスRタイプ
パラマウントベッド株式会社

問合先： 042-795-8800 価格: オープン価格

レル・ライト

有限会社 さいとう工房
問合先： 03-3621-0508 
価格: 155万円～

コバリテ視覚支援スタートキット
自閉症の子どものご家庭で、一日の
スケジュールやカレンダーの予定を
絵カードを使って見せる支援を行う
ためのオールインワン製品。
株式会社 古林療育技術研究所
問合先： 045-903-0885 
価格: 35,640～59,400円

※順不同

ディスパースオンリーワン幅広テープ
モレにくさとあてやすさに工夫した
テープタイプの紙おむつ。座位保持が
難しくトイレでの排尿が困難な方に、
ベッド上でのおむつ交換を可能に。
株式会社 光洋ーディスパース
問合先： 045-781-1870 
価格: オープン価格

こんにちは赤ちゃん
抱き上げたり、話しかけたりするこ
とで、喜んだりいろいろな声で反応
する、赤ちゃん型コミュニケーショ
ンロボット。
トレンドマスター株式会社
問合先： 044-422-1641 
価格: 8,000円

ラップポン・ブリオ
水を使わず熱圧着によって自動で
排泄物と臭いを密封する「自動ラッ
プ式排泄処理ユニット」を搭載した
トイレ。災害時対応にも。
日本セイフティー株式会社
問合先： 03-6369-2223 
価格: 92,500円

トランクソリューション
装着し歩行訓練することでコア
マッスルが強化され、姿勢や歩行
が改善し、身体能力が向上する画
期的な体幹訓練機器。
トランクソリューション株式会社
問合先： 044-299-8130 
価格: 168,000円（税抜き）

FREE-SLOPE
常設の出来ない施設・住宅の段差
に必要な時に設置する事が出来る
スロープ。形状が折り畳み式になる
ので、保管場所も省スペースです。
株式会社 ミスギ
問合先： 044-431-1134 
価格: 98,000円

歩導くん ガイドウェイ
屋内の視覚障害者の誘導路として
の機能と、誘導ブロックがバリアと
なる可能性のある車いすユーザー
や高齢者へも配慮した商品。
錦城護謨株式会社
問合先： 072-992-2328 
価格: 1枚5,940円～

MOMOシリーズ
ALS、筋ジストロフィー、SMA、多
系統委縮症、頸髄損傷等の疾患に
より上肢機能が低下した人に向け
たアームサポート。
テクノツール株式会社
問合先： 042-370-6377 
価格: 280,800円～

AYUMI-EYE
モジュール腰部へ貼付け６～１０
ｍ歩くだけで、「推進力」「バランス」
「リズム」から歩行状態を分析し一
人一人の『歩き』を見える化。
株式会社 早稲田エルダリーヘルス事業団
問合先： 03-5447-5470 
価格: 要問合せ

ARUKUTOMO
杖用ショルダーベルト。杖利用者
が床に杖を落とすと拾うことがとて
も困難な課題に対して、杖に装着
するショルダーベルトを開発。
株式会社 発明ラボックス
問合先： 03-6273-9360 
価格: 9,800円

ヘルパー歩
車いす利用者の起立・着座の動作に
あわせて座面が昇降し、車いす利用者
や介助者の移乗動作にかかる負担を
軽減する、座面昇降機能付車いす。
キョウワアグメント株式会社
問合先： 082-278-9797 
価格: 118,000円

見守りケアシステムM2
4つのセンサがベッドに寝た状態か
ら離床するまでの利用者の動作を
検知し、ナースコールへ通知する
離床センサ内蔵型ベッド。
フランスベッド株式会社
問合先： 046-265-5180 
価格: オープン価格

モフトレ
3Dモーション認識が可能なMoff Band
を装着したトレーニングにより関節可動
域など運動データを取得し自立支援を
促進するIoT介護予防プログラム。
株式会社 Moff
問合先： 03-4405-5216 
価格: 初回費用30万円、
　　  月額利用料２万円（税込）

かわさき基準（KIS)認証は、「モノ」から生み出される「コト」に着目し、製品活用から新たな価値
の創造・発信に向けた動きを作り出すことを目指しています。
かわさき基準（KIS)プレミアムは、かわさき基準（KIS)認証福祉製品の中から、「モノ」の活用か
ら生活の質の向上が促進されるといった「コト」を具体化している製品を認証するもので、認証
製品の活用により新たな社会モデルとなりうる取組を川崎市として積極的に展開していきます。

VR認知症体験
認知症を[学ぶ]のではなく症状を[体験す
る]ことで認知症の方への理解を深めるプロ
グラム。
株式会社 シルバーウッド
問合先： VR@silverwood.co.jp 
価格: 要問合せ

眠りSCAN®
マットレスの下に設置したセンサにより、体
動（寝返り、呼吸、心拍など）を測定し、睡眠
状態を把握。
パラマウントベッド株式会社
問合先： 042-795-8800 
価格: オープン価格

後付けキット付きe-drive
一般の台車に簡単に後付けし、
400kgの重量物を楽々搬送できる電
動アシストユニットの取り付け機構。
VECTOR株式会社
問合先： 050-5865-9895 
開発中製品

超軽量かつ高強度なＴ字型杖
自然な姿勢を促す最適な角度を実現
したグリップと、マグネシウム合金製に
よる超軽量かつ高強度なＴ字型杖。
株式会社 マクルウ
問合先： 0544-24-5900 
開発中製品

ピピモ®
数値により膀胱内尿量の「見える
化」を可能にし、排尿自立と在宅復
帰を支援する新しいセンサー。
株式会社リリアム大塚
問合先： 0120-44-0809 
開発中製品

新型盲導犬ハーネス(補強モデル)
肩や手首に負担が少なく、従来品
に比べて盲導犬の動きを感知しや
すい一本棒型ハーネス。
有限会社 松橋製作所
問合先： 044-587-8581 
開発中製品

障害者の災害対策チェックキット
大規模災害に備え、自らの障害に合わせた備え
を日常的に考えるためのワークショップキット。
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
問合先： suzurikawa-jun@rehab.go.jp
販売元：http://efc.or.jp/ 
価格: 1,000円

WHILL Model A
高いデザイン性、走行性能、直感的な操作
性を備えた新しいパーソナルモビリティ。
WHILL株式会社
問合先： 0120-062-416(IP電話の方は050-3085-9840)  
価格: 995,000円
（非課税）介護保険制度適用有

COGY（コギー）
自力歩行が難しい方でも、自分の足で、自分の行き
たいところへ移動ができる可能性のある乗り物。
株式会社TESS
問合先： 022-353-9707 
価格: 329,000円
（非課税）介護保険制度適用有

旅のことばカード
認知症診断後もいきいきと暮らしている方
の生活の秘訣をまとめ前向きに生きるため
のヒント集。
株式会社クリエイティブシフト
問合先： contact@ml.creativeshift.co.jp 
価格: 1,800円

comuoon mobile
難聴者側が補聴器を装用するのでなく、話
し手側で難聴者が聞き取りやすい音や声を
作り出す対話支援機器。
大和ハウス工業株式会社
問合先： 03-5214-2270 
価格: オープン価格

アザラシ型ロボット・パロ
楽しみや安らぎなどの精神的なセラピー効果
のあるセラピー用アザラシ型ロボット「パロ」。
【出展者】大和ハウス工業株式会社
問合先：03-5214-2270 
価格: 420,000円
　　　　　（３年保証メンテナンスパック付）

オーラルピース
殺菌効果が高く飲んでも安全な歯磨き粉。
誤嚥性肺炎のリスクを低減し、災害時に水
がない状態で活用も。
プラス株式会社ジョインテックスカンパニー
問合先： 03-6205-8519 
価格: 1,000円

ステッキjam®
テーブルなどにネジや面ファスナーで取り
付けて使用するステッキホルダー。 

プラス株式会社ジョインテックスカンパニー
問合先： 03-6205-8519 
価格: 3,800円

コミュニケーションパートナーここくま
簡単なボタン操作で、家族から送られた音
声メッセージを聞くことができるコミュニ
ケーションパートナー。 
プラス株式会社ジョインテックスカンパニー
問合先： 03-6205-8519 
価格: 34,800円（月額サービス利用料：1,980円）

DFree
排泄のタイミングを予測し、介護負担を軽
減する画期的なセンサーデバイス。

トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社
問合先： 03-5459-1295 
価格: 月額～10,000円／台

LiveTalk
発話者の発言を音声認識し、即座に翻訳・
テキスト変換するダイバーシティ・コミュニ
ケーションツール。
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
問合先： http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/
価格: 200,000円

シルエット見守りセンサ
見守りが必要な方の状況を、タブレット
端末にて視覚的に確認できるセンサ。

キング通信工業株式会社
問合先： 03-3705-8540 
価格: 300,000円

緊急時に寝たまま搬送できるマットレス
平時は床ずれ防止マットとして、緊急時は寝たまま搬送
できるマットレス。価格帯を抑えつつ、災害発生時に備え
た機能性を高く評価しました。

2017年度に本市のウェルフェアイノベーションプロジェクト
で展開した製品や、IoTやVR技術などの最新技術を搭載した
製品、介護ロボット関連等のかわさき基準（KIS）認証製品等
を展示するとともに、様々な体験ブースを設けます。この体験
展示会で、実際に、製品を見て、手に取り、体験してみること
で、介護や福祉の現場レベルで、一人一人の生活に根ざした
活用のイメージが膨らむことを目指します。

かわさき基準（KIS)プレミアム認証福祉製品

体験展示製品
見て、触れよう

2017年度
かわさき基準（KIS)認証福祉製品

かわさき基準（KIS)は、人の自立を支援し、将来に向けた福祉課題
の解決に資する革新的な製品を「かわさき基準認証福祉製品」及び
「かわさき基準プレミアム認証福祉製品」として認証し、これらの認
証製品の活用を促進することにより、人の生活全般を豊かにする社
会モデルの構築と、新産業を創出することを目的とする、川崎市独自
の福祉製品のあり方を示した基準です。

日本の生活様式にマッチし、軽量・
コンパクトで小回りが利き、生活に
変化が生まれる革新的な多機能６
輪電動車椅子。

Welfare Innovation
Forum 2018 2018.03.20（tue）

12:45～18:30
＠川崎フロンティアビル ２階　KCCIホール・ホワイエ＠川崎フロンティアビル ２階　KCCIホール・ホワイエ

Session 1 3Dプリンタを使った
自助具製作のデザイン13:15～14:25

３Ｄプリンタの普及を、福祉機器への応用へ活かすため、
障害のある方の作業を支援する自助具作りに、障害のあ
る当事者、エンジニア、作業療法士等とともにチャレンジし
てきました。その実践過程と将来展望を語るとともに会場
参加者との新たな展開に向けた交流を深めます。 

Session 2 ハンディを可能性に
14:40～15:50

最新テクノロジーでどのような製品が作り出され、生活の中
でどのように使われるか。受け止めやすい新たな価値を発信
するとともに、新たな社会モデルにつなげていく方法につい
て、製品の作り手・使い手とその価値を伝える映像製作者の
５名によるプレゼンテーションから会場全体で考えます。

Session 3 介護現場での
人とモノとの関わり方16:00～17:00

介護現場は人材不足の課題を抱える中、人の人生を支え
る介護をどのように創造していくか。介護ロボットを含む
介護支援機器の活用もその手段の一つとしたとき、その実
践のコツをまとめたパターンランゲージを紹介し、会場全
体での新たな対話の創出を行います。

モノの活用により、人の生活を支える新たなストーリーとなる「コト」を生み出す次世代型の
最新福祉機器を展示するとともに、参加型コンテンツも体験頂けます。

人と技術を組み合わせて、新たな福祉の形を切り拓く様々な背景を持つプレゼンターが登場。
産業の力により介護福祉の課題解決にチャレンジするプレゼンターと会場参加者との熱い語り合いにより、新たなイノベーションの種を生み出すことを目指します。

Session 4
17:10～18:30

テクノロジーの進化により見えてきた、睡眠と認知症の関係、
難聴と認知症の関係。この２つを切り口に、認知症の予防
や治療に関して、地域の生活レベルでセルフケアの最先端の
実践を進めているお二方から、最新レポートを御報告いただ
きます。

今年度の認証製品を展示します。10年目の今回からモノ
の活用によりコトを生み出す「KISプレミアム」を新設。人の
暮らしを豊かにしていくストーリーを伝えていきます。

体験・展示 体験・展示 かわさき基準
（KIS）認証式
かわさき基準
（KIS）認証式

新たな価値づくりの挑戦

認知症とテクノロジー
新しい取組と実践

知って、使ってみよう

見て、触れよう

シンポジウムシンポジウム 聞いて、深めよう

11:30～18:00

13:15～18:30

12:50～13:10

VR認知症
プロジェクト

旅のことばカード
（認知症とともによりよく
生きるためのヒント・カード）

次世代型電動車椅子
パーソナルモビリティ
「WHILL ModelA」

足こぎ車いす
「COGY（コギー）」

新しいVRを体験し
認知症について考えよう！

最新モビリティに乗って
ワクワク感を届けよう！

最新福祉機器に
触れてみよう！

あなたに適合
オーダーメイドの災害対策！

排泄予知デバイス
「DFree」

障害者の
災害対策チェックキット

新たな製品・サービスの
「創出」

目指す姿 取組の視点

「産業と福祉のハブ機能」を活かし、
当事者視点を重視した製品・サービ
スが創出・活用されている状態。

多様な主体と共創の動きが活発化
し、新たな社会モデルとなる取組成
果が生み出され続けている状態。

　将来的な福祉課題への先行的な対
応を図るため、「産業と福祉のハブ機
能」として産業界のシーズと多様化する
福祉現場のニーズの融合を促進させ、
最新技術活用を含め新たな製品・サー
ビスの「創出」に向けた動きを促進する。

「産業と福祉のハブ機能」として、「新しい製品・サービスの創出・市場活性
化」と「将来的な福祉課題への先行的な対応」を結びつける。

「新たなライフスタイル・ワークスタイルの創造」など、多様な人が混ざり合
い地域で暮らすことのできる社会モデルを構築する。

「地域包括ケアやパラムーブメント施策を具現化する」ことにより、福祉を起点に医
療・健康分野などへの波及も見据えた人の生活全般を豊かにしていく取組を進める。

創 出 新たな製品・サービスの
「活用」

　産業界で生み出された新たな製
品・サービスを、福祉現場での「活
用」を促すことを通じて、活用による
新たな発見等による「価値の創出」
に向けた動きを促進する。

活 用 将来を先取りする新たな社会モデルの
「創造・発信」

　製品・サービスの活用により生み
出された「価値」を、住まい・移動・健
康寿命延伸などのライフスタイルや
ワークスタイルの広範な領域にわ
たって、将来を先取りする新たな社
会モデルとして創造・発信していく。

創造・発信

視点

１

視点

2

視点

3
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