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神戸市立点字図書館 

 第９回 視覚障がい者向け福祉機器展 

～エンジョイ！グッズ展～ ガイドブック 

 

日時 ２０１９年２月２２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 

 

 

目次 

 出展内容（一覧）…２～３ページ 

出展業者・団体のＰＲ（詳細）…４～９ページ 
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出展内容一覧 

※分野ごとに分けています。 
※企業・団体名の前の数字は、当日お配りする会場案内図と対 
応しています。 

 ※企業・団体名の後に記載しているページに、詳しい紹介文が 
  あります。 

 

デイジー図書再生機 
⑳神戸市立点字図書館（９ページ） ※機器操作体験 

 
パソコン用ソフト 

①高知システム開発（４ページ） 
 
スマホ・タブレット関連 

③コネクトドット（４ページ） ※洋服選びサポートアプリ 
⑰神戸視力障害センター（８ページ） ※iPadに関する相談 
⑳神戸市立点字図書館（９ページ） ※機器操作体験 

 
点字・立体イメージプリンタ 

②ＳＩＮＫＡ（４ページ） 
 
家庭用電化製品（音声ガイド付き） 
  ④三菱電機（５ページ） ※テレビ、炊飯器、レンジグリル 
 
拡大読書器 

⑪システムギアビジョン（７ページ） 
⑬インサイト（８ページ） 

  ⑭河野医科器械（８ページ） 
  ⑮アイフレンズ（８ページ） 
 
音声読書器・読み取り装置 
  ⑪システムギアビジョン（７ページ） 

⑫アイネットワーク（７ページ） 
  ⑮アイフレンズ（８ページ） 
 
拡大鏡・ルーペ 

⑪システムギアビジョン（７ページ） 
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白杖・歩行支援用具 
⑦レハ・ヴィジョン（６ページ） 
⑨ＫＯＳＵＧＥ（６ページ） 
⑯日本ライトハウス情報文化センター（８ページ） 
⑰神戸視力障害センター（８ページ） 

 
点字関連 

⑩毎日新聞社 点字毎日（７ページ） ※点字雑誌 
⑮アイフレンズ（８ページ） ※点字タイプライター 

 
移動支援関連 
  ⑤日本視覚障害者遠隔援護協会（５ページ） 

 ※遠隔援護サービス 
  ⑥ほりき工房（５ページ） ※障害物検知器 

⑦レハ・ヴィジョン（６ページ） ※音声案内装置 
  ⑧錦城護謨（６ページ） ※歩行誘導ソフトマット 
  ⑨ＫＯＳＵＧＥ（６ページ） ※信号機カメラ 
 
生活グッズ等 
  ⑦レハ・ヴィジョン（６ページ） ※しゃべる地球儀 

⑮アイフレンズ（８ページ） ※振動式光チェッカー 
  ⑯日本ライトハウス情報文化センター（８ページ） 
   ※時計、ライト類、調理グッズ、音声体重計、筆記具等 
 
相談コーナー 
  ⑰神戸視力障害センター（８ページ） 

⑱神戸アイライト協会（９ページ） 
  ⑲神戸市視覚障害者福祉協会（９ページ） 
  ⑳神戸市立点字図書館（９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、当日お配りする会場案内図と対応 
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。点字入力機能、点字ディスプレイ出力機能を標準装
備しています。 
ほかに、MyWord（音声ワープロ）、MyRead7（活字読み上げ）、MyMail

Ⅴ（メールソフト）、MyNews2018（ニュース閲覧）、MyBookⅤ（デジ
タル図書読み上げ）、NetReaderⅡ（ブラウザソフト）、MyRouteⅡ（出
発駅から目的の駅までの路線を検索）、MyDicⅡ（辞書検索）、MyDocter
Ⅱ（健康や医療情報の検索）を展示しています。 
 
② ＳＩＮＫＡ株式会社 
イージータクティクスは、PC から点字はもちろん図形、あらゆる

イメージが簡単に専用紙（立体シート）に立体印刷できる静かで省
スペースなプリンターです。MS ワード、エクセルに対応した点訳ア
ドインソフト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。学校教材の作成、自治体他公共施設、医療機関、金融機関など
の窓口対応に最適な製品です。 
 
③ 株式会社コネクトドット 
株式会社コネクトドットでは、見えない・見えにくい方の「洋服

選び」と「物の識別」をサポートする為のスマホアプリを展示致し
ます。「FCS アプリ」は、洋服の色や柄、コーディネート等の情報を
簡単に登録できるスマホアプリで、実際にお持ちの洋服にお使い頂
きます。「NFC タッチアプリ（仮）」は、IC タグを使って物を識別す
るスマホアプリで、スマホの先端を ICタグに近づけることで、アプ
リ内に登録されたテキストを瞬時に読み上げます。どちらも
Voiceover 対応です。IC タグは洋服に付ける防水タイプや、クリッ
プで留めるもの等、数種類、展示致します。なお、これらのアプリ
を音声で操作する AIスピーカーも同時に展示予定です。是非ブース
にてお試し下さい。 
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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

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」、「レンジグリル」を展示します。特に 2017年に発売し
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。 
当日は製品に詳しい担当者が説明いたします。 

 
⑤ 一般社団法人 日本視覚障害者遠隔援護協会 
ウェアラブルカメラで撮影した視覚障がい者の目線映像を遠隔の

サポーターにリアルタイムに送信。サポーターはモニター映像を見
ながら双方向の音声通話で視覚障がい者のお困りごと解決をお手伝
いします。代読やお買い物支援のサポートも可能。ボタン一つでサ
ポーターに繋がるので緊急時連絡手段としても有効。サポーターは
一般社団法人日本視覚障害者遠隔援護協会に所属するボランティア
が担当しますので安心です。サービスは朝 8 時から夜 8 時まで、1
日の接続回数に制限はありません。 
本サービスのご利用にはウェアラブルカメラや送信機など専用機

器の月額利用料をご負担頂きます。このサービスによって日々の困
りごとが少しでも改善されるよう取り組んでいきます。 
 
⑥ ほりき工房 
 スマートソナーは超音波を利用した歩行補助具です。少し慣れて
いただく必要がありますが、腰より高い位置にある障害物を避けて
歩くことができます。ご希望の方は体験できます。 
メガネの真ん中から超音波を出し、何かに当たって返ってくる超

音波を２つのマイクロホンで拾い、人間に聞こえる音に変え、イヤ
ホンで聞いていただきます。原理はそれだけですが、音がどの辺り
から返ってくるか、大きさはどれくらいかを感じることができます。
駐車しているトラックの荷台やバックミラー、街路樹の枝などに当
たることも防げます。慣れていただくと細いポールなども感じ取る
ことができます。 
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⑦ レハ・ヴィジョン株式会社 
○「ポッチ UD-J」「ポッチ UD-W」 
人感センサーによる自動再生と利用者の押しボタンによる「2種類
のメッセージ」が流れます。環境騒音にあわせて音量を自動で調
節。多言語対応機種 

○「ポッチ TR」「ポッチ TP」 
 トイレ場内を人感センサーによる音声でご案内。個室内案内を押
しボタン操作により音声でご案内 

○「サポートケーン」 
伸縮自在の白杖 身体を支える丈夫な白杖です。 

○「しゃべる地球儀」 
専用ペンでタッチすると、音声で面積・人口などを案内します。 

 

⑧ 錦城護謨株式会社 
屋内専用の視覚障がい者歩行誘導マット「歩導くん ガイドウェ

イ」を展示します。 
公共施設や病院、商業施設でトイレやエレベーターまでの順路が

わかりにくくてお困りになったことはございませんか？ 
歩導くんは凹凸のカタチの代わりに、白杖でたたく時の音や床と

の感触の違いや、足から伝わるソフトな感触で認識します。またス
ロープ形状のため、車椅子・高齢・肢体不自由の方も通行しやすく
なっています。個人でご購入頂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拡がる上、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。 

 

➈ 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販売いたします。
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
しにくい材質へ変更し・交換し易く改良しております。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
および i-Phoneを利用した歩行誘導システムも出展いたします。 
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⑩ 毎日新聞社 点字毎日 
毎日新聞社が、視覚障害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、該当の方には自
治体の助成があります。最寄りの福祉課等にお問い合わせ下さい） 

●同電子版／活字版／音声版（デイジー）発行 
●毎日新聞「宅配購読者無料プラン」対象＝毎日新聞ホームページ
のニュースサイトを、パソコン、スマホ、タブレットで読めます。
点字毎日を定期購読の方は、無料。記事をタブレットで自由に拡
大、縮小して閲覧、ニュースメール、記事データベースなど。 

 

⑪ 株式会社システムギアビジョン 
見ることに不自由を感じておられる方々の手助けができる機器や

器具をご紹介いたします。簡単な用具としては、ルーペ各種の紹介
と効果ある使用方法を説明。また、手元の文字や写真をより良く見
えるようにする為の拡大読書機を体験していただけます。新聞や本
や手紙・書類を読むのに便利な卓上型拡大読書機や、持ち運びが容
易にできて場所をとらない携帯型拡大読書器を数機種。さらに、文
字を見ることができない方が使用できる文字を音声で読み上げてく
れる機器を用意しております。 

 

⑫ アイネットワーク有限会社 
アイネットワークのモデルは、手帳を交付されている方が、日常

生活用具で給付申請し、全国どこの自治体でも給付を受けられるも
のです。 
（１）日常生活用具の、活字文書読上げ装置の項目で給付をうけら

れる、アイビジョンスピーチオ 99,800円（非課税）。手帳１
級と２級の方が対象です。拡大読書器とは別の給付項目です
から、拡大読書器の給付を受けている方も申請できます。 

（２）日常生活用具の、拡大読書器で給付をうけられる、次の４モ
デル。 

（２）－１ アイビジョンデジタル書見台型 198,000円（非課税）。 
（２）－２ アイビジョンデジタルノート型 208,000円（非課税）。 
（２）－３ アイビジョンデジタルしゃべるテレビ画面型 

 198,000円（非課税）。 
（２）－４ アイビジョンデジタル見る・書く・テレビ画面型 

198,000円（非課税） 
 
 
 



8 
 

⑬ 株式会社インサイト 
株式会社インサイトは拡大読書器を取り扱っております。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。 
大好評の携帯型高画質大画面拡大読書器『ルビーＨＤ７インチ』、

『オニキスデスクセットＨＤ』、『ルビーＨＤ５インチ』など、全 5
機種展示予定です。 
各商品の詳細はホームページへ⇒http://www.s-insight.jp 

 
⑭ 河野医科器械株式会社 
創業約 100年の眼科ディーラー河野医科器械株式会社です。 
今回は、薄型でスタイリッシュ、低倍率も鮮やかな日本テレソフ

トのメーリンＨＤ ほかをお持ちしました。人気の拡大読書器です。
操作性を体感していただきたく、今回展示いたします。この機会に、
どうぞお確かめください。 
 
⑮ 株式会社アイフレンズ 
アイフレンズは、視覚障害者関連機器の総合販売店です。 
音声拡大読書器「とうくんライト」や点字タイプライター「テラ

タイプ」をはじめ、パソコンや周辺機器、視覚障害者用ソフトウェ
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取り扱っています。 
 
【第１会議室】 
 
⑯ 日本ライトハウス情報文化センター 
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。 
 
⑰ 国立障害者リハビリテーションセンター 

自立支援局 神戸視力障害センター 
神戸視力障害センターは、視覚に障害のある方に、障害者総合支

援法に基づく福祉サービスを提供する指定障害者支援施設です。 
 日常生活での不便さを軽減・解消するために、白杖での歩行訓練、
音声パソコン・タブレットなどの ICT 訓練、点字訓練、日常生活訓
練などを実施しています。また、あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師の国家資格取得を目指すための訓練をしています。 
 詳しい内容を知りたい、見えない・見えづらいことで生じる心配
ごとやお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。 
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⑱ 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、用具販売や、様々な部活動も行っております。 
 
⑲ 特定非営利活動法人 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
行訓練、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。視覚障害者を対象
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。お気軽にお問い合わせください。 
（火曜～土曜 9：30から 16：30） 
電話 078-252-1912 ホームページ http://eyelight.eek.jp/ 
 
⑳ 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 用のアプリやデイジー
図書再生機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。 


