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神戸市立点字図書館 

 第８回 視覚障がい者用福祉機器展 

～エンジョイ！グッズ展～ ガイドブック 

 

日時 ２０１７年１１月１０日（金） 

   午前１０時３０分～午後３時３０分 

 

会場 神戸市立総合福祉センター 

  ４階 障害者福祉センター会議室 および 第１会議室 

 

主催 神戸市立点字図書館 

   （運営：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会） 

 

協力 社会福祉法人 日本ライトハウス情報文化センター 

後援 一般社団法人 神戸市視覚障害者福祉協会 

   社会福祉法人 兵庫県視覚障害者福祉協会 

   公益財団法人 中山視覚障害者福祉財団 
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    出展内容（一覧）…２ページ 

出展業者・団体のＰＲ（詳細）…４ページ 
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出展内容一覧 

パソコンソフト・iPhone用アプリ 
①株式会社高知システム開発（４ページ） 
③株式会社コネクトドット（４ページ） 
⑰神戸市立点字図書館（８ページ） 

 
点字・立体イメージプリンタ 

②新華情報システム株式会社（４ページ） 
 
家庭用電化製品（音声ガイド付き） 
  ④三菱電機株式会社（４ページ） 
  ⑮国立障害者リハビリセンター 自立支援局神戸視力障害 

センタ―（７ページ） 
 
ラジオ（テレビ音声視聴可能） 
  ⑤株式会社アステム（５ページ） 
 
拡大読書器 
  ⑥株式会社インサイト（５ページ） 
  ⑫株式会社タイムズコーポレーション（７ページ） 
  ⑬河野医科器械株式会社（７ページ） 
 
デイジー図書再生機 
  ⑦シナノケンシ株式会社（５ページ） 
 
白杖・歩行支援用具 
  ⑧日本ライトハウス情報文化センター サービス部（６ページ） 

⑩株式会社ＫＯＳＵＧＥ（６ページ） 
⑮国立障害者リハビリセンター 自立支援局神戸視力障害 
センタ―（７ページ） 

 
点字関連 

⑧日本ライトハウス情報文化センター サービス部（６ページ）  
※点字器 

⑪毎日新聞社 点字毎日（６ページ） 
 ※点字雑誌 
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生活グッズ等 
  ⑧日本ライトハウス情報文化センター サービス部（６ページ） 
   ※時計、ライト類、調理グッズ、音声体重計、筆記具等 
 
歩行誘導ソフトマット 
  ⑨錦城護謨株式会社（６ページ） 
 
相談コーナー 
  ⑭神戸アイライト協会（７ページ） 
  ⑮国立障害者リハビリセンター 自立支援局神戸視力障害 

センタ―（７ページ） 
  ⑯神戸市視覚障害者福祉協会（８ページ） 
  ⑰神戸市立点字図書館（８ページ） 
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出展企業・団体紹介 

※企業・団体名の前の数字は、会場案内図（9～10ページ）と 
対応しています。 

【障害者福祉センター会議室】 

① 株式会社高知システム開発 
弊社では、PC-Talker 10 を始め、視覚障がい者の方がパソコンを

利用しやすいように開発したソフトを紹介しています。 
PC-Talker 10 は、Windows の操作を肉声に迫る音質で、Windows

を楽しめます。（点字ディスプレイ出力を標準装備） 
他に、MyWord 5Pro、MyRead7、MyMailⅤ、MyNewsⅢ、MyBookⅢ、

NetReader2、MyRoute2、MyDic2、MyDocter2を展示しています。 
 
② 新華情報システム株式会社 
サーマルプリント技術を利用した点字や立体図、立体グラフ等が

簡単に印刷できるプリンター、イージータクティクス(EasyTactix)
を出展いたします。Windowsのプリンタドライバより点字、文字、図
などが立体的に印刷されます。従来の機械式点字プリンターに比べ
小型で静かなプリンターなため、自宅、オフィス、公共スペースな
ど利用シーンを選びません。MS ワード、エクセルで点訳が出来るソ
フトや点図作成ソフトのエーデル、イージータクティクス対応版が
無償利用可能です。 
 
③ 株式会社コネクトドット 
見えなくたってお洒落したい！視覚障がい者の洋服選びをサポー

トする iPhone版「FCSアプリ」（ファッション・コーディネート・サ
ポートアプリ）を出展、ご体験頂けます。 
ご自身の衣服を登録し、衣服やコーディネートの情報を音声で確

認できます。複数人の衣服を別々に管理できるので、ご家族の衣服
をコーディネートすることもできます。 
衣服やコーディネートの登録とその音声確認は別々の端末で行う

ことができます。お店で登録して頂き、帰宅後そのコーディネート
を楽しんだり、単身で暮らしているご家族の服装をサポートするこ
ともできます。 
現在無料試用期間中ですが、月額数百円で衣服やコーディネート

登録のサポートをさせて頂く予定です。 
 
④ 三菱電機株式会社 
三菱電機は、できるだけ多くの人が使いやすいデザインを目指し
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たユニバーサルデザインの取り組み「らく楽アシスト」の商品開発
を推進しております。今年も音声ガイド付きの「しゃべる TV」、「ジ
ャー炊飯器」、「IH クッキングヒーター」、「レンジグリル」を展示し
ます。特に今年 5 月に発売した、レンジからグリルの自動リレー調
理で、おいしくカンタン時短クッキングの「レンジグリル」は、便
利な商品です。 
ぜひこの機会にますます使いやすくなった当社商品を操作してい

ただき、ご体験ください。開発・設計部門の担当者からもご説明い
たします。 
 
⑤ 株式会社アステム 
「テレビが聞けるラジオ」TRKO-01＝29,000円（税込） 
テレビの音声（ワンセグ）AM/FM ラジオ（ワイド FM 対応）受信、

緊急地震速報自動受信機能がついたラジオです。よく使うボタンは
正面に大きく配置し、操作ボタンはすべて点字表記があります。ま
た音声ガイドもあるので安心です。ご利用のお客様からは、「ボタン
が少なく音声ガイドもあるので安心して使える」と大好評です。 
おかげさまで「テレビが聞ける」ラジオは発売 5 周年を迎えるこ

とができました。これもひとえに、視覚障がいのある方、関係団体
様、支援者様のご協力の賜物です。まことにありがとうございます。 
兵庫県内では神戸市はもちろん半数以上の市町村で日常生活用具

として認められました。 
 
⑥ 株式会社インサイト 

(株)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。携帯型高画質大画面拡大読書器『ルビ
ーHD 7 インチ』、『オニキスデスクセット HD』、『ルビーHD5 インチ』
など、全 6機種展示予定です。 
 
⑦ シナノケンシ株式会社 
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。 
サピエ図書館のデイジー図書をお客様自身で検索して再生ができ

るデイジーオンライン機能やテキストデイジー図書を滑らかに読み
上げることができるテキスト読み上げ機能などお客様のご要望に沿
った各種製品をご案内いたします。 
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⑧ 日本ライトハウス情報文化センター サービス部 
日本ライトハウス・エンジョイ！グッズサロンでは、グッズとパ

ソコンを活用してみなさんの生活を楽しく、豊かにするお手伝いを
しています。常時 200 点程度の商品を展示・紹介・販売するととも
に、機器に関する相談会や講習会を実施しています。 
 
⑨ 錦城護謨株式会社 
屋内専用の視覚障がい者歩行誘導ソフトマット「ホドウクン ガ

イドウェイ」を展示します。 
公共施設や商業施設でトイレやエレベーターまでの順路が分かり

にくくてお困りになったことはございませんか？ 
ホドウクン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、車いす・高齢者・肢体不自由の方も
通行しやすくなっています。個人でご購入いただくような製品では
ございませんが、要望をあげていただき設置が進むことで、屋内に
おいて視覚障がいの方の単独での移動範囲が広がる上、様々な方と
も共存できる移動空間を作ることができます。 
 
⑩ 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 
軽さ、衝撃への強さ、およびゴム紐が切れにくい事でご好評いた

だいている白杖「MyCaneⅡ（マイケーンツー）」、スリムケーン、サ
ポートケーン、石突き用袋および白杖用袋を展示・紹介いたします。 

MyCaneⅡについては、スライドテクニック用マッシュチップを摩
耗しにくい材質に変更しております。さらに、「スマートケーン」（電
子白杖）、および新商品で視認性を革新的に改良した白杖用「レーザ
ーライン」部品、開発中の準天頂衛星みちびきによる高精度な位置
情報が得られる機器と、i-Phoneを利用した歩行誘導システムも出展
いたします。 
 
⑪ 毎日新聞社 点字毎日 
◆毎日新聞社「点字毎日」◆ 
 毎日新聞社が、視覚障がい者の文化と福祉を支援することを目的
に、1922（大正 11）年創刊した点字の週刊新聞です。 
●点字版（週刊）＝1年 2万円（非課税、送料込。自治体の助成が受 
けられる場合があります。最寄りの福祉課等にお問い合わせ下さ 
い） 

●電子版／活字版／音声版（デイジー）も発行 
●毎日新聞「愛読者セット」（ホームページ）＝毎日新聞（一般紙） 
本紙を、パソコン、スマホ、タブレットで読めるサービスを、 
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点字毎日を定期購読されている方は、無料で利用できます。 
新聞記事をタブレットで自由に拡大して閲覧する機能や、ニュー 
スメール、過去 5年の記事が検索が可能な記事データベースを 
提供しています。 

 
⑫ 株式会社タイムズコーポレーション 
見えにくい人、見えない人の為の日常生活用具を出展しています。

日常の生活の中で、どのようなことに困られているかをお聞かせい
ただき、希望に近い機器をご提案いたします。 
 
⑬ 河野医科器械株式会社 
こんにちは。河野医科器械株式会社です。今回は株式会社ナイツ

さんと株式会社日本テレソフトさんから拡大読書器を出展いたしま
す。 
商品紹介 
株式会社ナイツの据え置き型拡大読書器は、縦横独立ブレーキシ

ステムの機能がついており、またテーブルの動きがスムーズで文字
を書いたり読んだりするのに便利です。最大倍率 50倍。長時間使っ
ても疲れにくい「自然な姿勢で読み書きできる設計」になっていま
す。 
日本テレソフトからはアームタイプの拡大読書器をご紹介します。

カメラの方向が変えられるので、遠方を拡大して見たり、鏡代わり
に使用することもできます。最大倍率 57.8倍 重さは 8.5㎏と軽量
です。携帯型拡大読書器の展示もあります。どうぞこの機会にご使
用感をお確かめ下さい。 
 

第１会議室 

⑭ 神戸アイライト協会 
見えない・見えにくさに関する相談をお聞きします。訪問での歩

行指導、パソコン講習会、福祉機器・日常生活用具・便利グッズの
紹介と販売、イベント開催などを行っています。視覚障がい者を対
象とした通所施設（音楽活動、体操、手芸、英会話、音声パソコン、
手作業など）もあります。お気軽にお問合せください。 
（火曜～土曜 9：30から 16：30） 
特定非営利活動法人 神戸アイライト協会 電話 078-252-1912 
 
⑮ 国立障害者リハビリセンター 

 自立支援局神戸視力障害センタ― 
自立訓練（機能訓練）と就労移行支援（養成施設）を提供してい
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る施設です。見えない・見えづらいことでお困りの方、訓練にご興
味のある方、ぜひ相談ブースにお立ち寄り下さい。 
 
 
⑯ 神戸市視覚障害者福祉協会 
 当協会は、神戸市内で視力にハンディキャップを抱えながら、お
互いに助け合い、励ましあい、心の目を繫ぎながら、明日に・未来
に向かって楽しく活動している、法人認可を受けた団体です。 
 神戸市内に在籍・在住しておられる視覚障がい者が安全・安心に
外出していただけることを目的に優秀なヘルパーを揃え同行援護
(ガイドヘルパー派遣)を実施しております。 
 他にも、視覚障がい者が便利に、安全・安心に利用できる用具な
どを中心としたあっせんと販売や、様々な部活動も行っております。 
 
⑰ 神戸市立点字図書館 
 神戸市立点字図書館のコーナーでは、iPad 用のアプリの操作方法
のデモンストレーションを行います。他に、触る絵本や地図なども
展示します。 
 ※当館の利用登録を希望される方は、2階の事務所でご登録を受け 

付けします。 


