
 

 

１．アイスマップ有限会社 

２．アイネット株式会社 

３．アイネットワーク有限会社 

４．株式会社朝倉メガネ 

５．株式会社尼崎眼鏡院 

６．株式会社アメディア 

７．株式会社１９(いちきゅう) 

８．株式会社インサイト 

９．株式会社インパム 

10．社会福祉法人桜雲会 

11．カシオ計算機株式会社 

12．企業組合カトレア・サービス 

13．国立東京工業高等専門学校 

14．株式会社QDレーザ 

15．株式会社高知システム開発 

16．河野医科器械株式会社 

17．特定非営利活動法人神戸アイライト協会 

18．株式会社KOSUGE 

19．有限会社ジオム社 

20．シナノケンシ株式会社 

21．JBS日本福祉放送 

22．錦城護謨株式会社 

23．篠原電機株式会社 

24．一般社団法人日本ケアメイク協会 

25．株式会社TAT 

26．株式会社タイムズコーポレーション 

27．SINKA株式会社 

28．東海光学株式会社 

29．有限会社読書工房 

30．株式会社ナイツ 

31．日本信号株式会社 

32．株式会社日本テレソフト 

33．兵庫県網膜色素変性症協会 

34．株式会社ファンケル 

35．富士ゼロックス株式会社 

36．HOYA株式会社メディカル事業部 

37．眼の会 

38．有限会社安久工機 

39．株式会社リモートアシスト 

40．TOA株式会社 

41．三菱電機株式会社 

42．三笠産業株式会社 

43．株式会社エッシェンバッハ光学ジャパン 

44．有限会社尚学社 

45．株式会社毎日新聞社 

46．株式会社三城 

47．MDSiサポート 

48．みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会 



 

 

 

出店者名 アイスマップ有限会社 

HPアドレス http://www.ismap.co.jp 

展示内容 

触感時計『タック・タッチ』 腕時計とストラップ
型、7カラー、振動の数による時刻提示、アラ
ーム、タイマー（２種類）付、電池はコンビニ
で購入、取替可能。 

販売品 
触感時計『タック・タッチ』、腕時計型 オリジナ
ル 7カラー、ストラップ型  オリジナル7カラー、
腕時計型 myタック・タッチdeco 

 

出店者名 アイネット株式会社 

HPアドレス http://www.ainet-jp.net/ 

展示内容 
よみあげ拡大読書器「よみあげ名人」を展示し
ます。紙に書かれた文字を音声でよみあげて、
拡大表示する読書器です。 

販売品 ― 

 

出店者名 アイネットワーク有限会社 

HPアドレス ― 

展示内容 

活字文書読上げ装置アイビジョンスピーチオ
99,800円  拡大読書器アイビジョンデジタル
書見台型（高性能タブレット搭載）、ノート
型、しゃべるテレビ型など数モデル 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社朝倉メガネ 

HPアドレス http://www.asakuramegane.co.jp/ 

展示内容 
ルーペ・単眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡・暗所
視支援眼鏡 ホヤ MW10 

販売品 
ルーペ・単眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡・暗所
視支援眼鏡 ホヤ MW10 

 

出店者名 株式会社尼崎眼鏡院 

HPアドレス https://www.amagan.jp/senka1.html 

展示内容 
各種拡大鏡・音声腕時計・便利グッズ・視覚
障碍者用シュミレーションレンズトライアル 

販売品 ルーペ、音声時計、便利グッズ 

 

出店者名 株式会社アメディア 

HPアドレス http://www.amedia.co.jp/ 

展示内容 
快速よむべえ、エキスプロ5、エキスプロ8、ハン
ドズーム、テレルーペ、電子白杖 

販売品 ハンドズーム、テレルーペ 

 

出店者名 株式会社１９ 

HPアドレス http://trdiary.archalle.co.jp 

展示内容 

オシャレで見やすい白黒反転文具 や、可愛
い・かっこいいノートKIMINOTEなど、ロービジョ
ンの方でもお使いいただける文房具をご用意し
ております。 

販売品 
白黒反転手帳・ノート、可愛い・かっこいいノー
ト「KIMINOTE」、白ペン等 

 

出店者名 株式会社インサイト 

HPアドレス http://www.s-insight.jp 

展示内容 

拡大読書器各種展示致 します。・トパーズ
HDアドバンス・トパーズＰＨＤ・オニキスデスク
セットＨＤ・ルビーHD５インチ・ルビーHD７イ
ンチ 

販売品 ― 

 



 

 

 

出店者名 株式会社インパム 

HPアドレス http://www.impam.co.jp 

展示内容 

化粧品や調味料に貼る点字シールを販売し
ております。点字だけでなく、コントラストをつけ
た文字を一緒に印刷しているため、弱視の方
でもお使いいただけます。 

販売品 
点字シール（調味料用、化粧品用、エレベー
タ用、重要書類、大切なお知らせ） 

 

出店者名 社会福祉法人桜雲会 

HPアドレス http://ounkai.jp/ 

展示内容 ― 

販売品 

バリアフリー図書とてんじ手作り絵本、王様シリ
ーズ「つたえちゃ王」、伝記絵本「闇を照らした
白い花～斎藤百合の生涯とヘレン～」、点字
キューブ・マスコットブレイル 

 

出店者名 カシオ計算機株式会社 

HPアドレス https://web.casio.jp/bookturner/ 

展示内容 

電子書籍化支援システムブックターナー。本な
どを裁断せずに電子化。面倒なページめくりを
アシストします。テキストデイジー・点字図書製
作の際のスキャニング工程が効率化出来ま
す。 

販売品 ― 

 

出店者名 企業組合カトレア・サービス 

HPアドレス http://www.2949n.jp 

展示内容 

点字点図プリンタ・アーチBP、触読自習カー
ド・よめるじゃん、ラミネート不要耐水紙・てらみ
ん、薄強透明シール・エコタック、CD点字盤・
てんじのわ、8点点字器・漢点 

販売品 

触読自習カード・よめるじゃん＝2,160円、ラミ
ネート不要耐水紙・てらみん＝1,000円、薄
強透明シール・エコタック＝515円、CD点字
盤・てんじのわ=価格会場発表 

 

出店者名 国立東京工業高等専門学校 

HPアドレス https://www.tokyo-ct.ac.jp 

展示内容 

バッテリー交換不要のBLEビーコンを設置した
点字銘板の試作機と，ビーコンを読み取って
音声で案内するためのスマートフォンアプリケー
ションの展示を行います。 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社QDレーザ 

HPアドレス https://www.qdlaser.com/ 

展示内容 

網膜走査型レーザアイウェア。主として前眼部
に起因するロービジョンの方への視覚をサポート
するアイウェアの展示。この技術を応用した卓
上型の開発機器の展示。 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社高知システム開発 

HPアドレス http://www.aok-net.com 

展示内容 

Windowsの操作を肉声に迫る音質で楽しめ
る、PC-Talker10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。 

販売品 ― 

 

出店者名 河野医科器械株式会社 

HPアドレス http://www.kohno-ika.com 

展示内容 

メガネ式文字読み上げ機 「オトングラス」、視
力補正用ヘッドセットカメラ 「eSight マイグラ
ス」、2機種を提示しております。是非一度お
試し下さい。 

販売品 ― 

 



 

 

 

出店者名 特定非営利活動法人神戸アイライト協会 

HPアドレス http://eyelight.eek.jp/ 

展示内容 

見えない、見えにくい方のサポートをする地域セ
ンターをめざすNPO法人です。ご本人、ご家
族、医療福祉関係者等からのさまざまな相談
に対応しています。 

販売品 

音声時計、音声体温計、硬貨を仕分けて収
納する小銭入れ、白黒まな板など、見えない、
見えにくい方に役立つ生活便利グッズを実際
に試していただけます（一部販売） 

 

出店者名 株式会社KOSUGE 

HPアドレス https://www.my-cane.com/ 

展示内容 

軽量で、耐衝撃性のある白杖 MyCaneⅡ 
各種グリップ、石突き 白杖各種備品、電子
白杖、レーザーライン NEDO 開発品 みちび
き歩行支援アプリ、信号機カメラアプリの紹介 

販売品 ― 

 

出店者名 有限会社ジオム社 

HPアドレス http://www.gandom-aids.co.jp 

展示内容 
よりよきものをもとめて、人にやさしい商品開
発、白杖のジオム社 

販売品 
ロック・ドット、バンボン・ドット、タッチ・ドット、サ
インガイド 他 

 

出店者名 シナノケンシ株式会社 

HPアドレス http://www.plextalk.com 

展示内容 

見えない方・見えにくい方向けに貸し出されるデイジ
ー形式の音訳小説などを音声で楽しむことができ
る、各種プレクストーク製品をご紹介いたします。 
◆プレクストークポータブルレコーダーＰＴＲ３ 
◆プレクストークリンクポケット 
◆プレクストークＰＴＮ３ 
◆プレクストークポケットＰＴＰ１ 

販売品 ― 

 

出店者名 JBS日本福祉放送 

HPアドレス http://www.jbs.or.jp 

展示内容 

①音声対応のリモコンを操作し、JBSのラジオ
番組を試し聴きできる。 

②着脱式車いすの緊急避難装置。今お使い
の車いすに装着するだけ。災害等の緊急避
難に抜群の起動職を発揮！ 

販売品 
①JBSのラジオを聴く際の音声対応リモコン。
②着脱式車いすの緊急避難装置JINRIKI。 

 

出店者名 錦城護謨株式会社 

HPアドレス http://guideway.jp/ 

展示内容 

「視覚障害者歩行誘導ソフトマット 歩導く
ん」（誘導マット）は、障が いの有無に関わら
ず、みんなが安心・安全に利用できる空間を
実現 する誘導路です。 

販売品 
視覚障害者歩行誘導ソフトマット「歩導くん 
ガイドウェイ」「歩導くん Plus（ぷらす）」 

 

出店者名 篠原電機株式会社 

HPアドレス http://www.shinohara-elec.co.jp 

展示内容 

「高齢者・視覚障害者・盲ろう者用LED付音
響装置」は交通弱者が横断歩道を安心・安
全に横断するための歩行者信号機の補助装
置です。横断手前で信号灯、音声、振動が
確認できます。 

販売品 

安心・安全の標示灯「ピカナイト」、車のライト
で反射、振動で発光、ボタンを押すと懐中電
灯になります。カバン、リュック、ズボンのベルトに
フックで取り付けられます。価格500円。 

 

出店者名 一般社団法人日本ケアメイク協会 

HPアドレス https://caremake.or.jp 

展示内容 ― 

販売品 化粧品、書籍、DVD 

 



 

 

 

出店者名 株式会社TAT 

HPアドレス https://www.nailtat.com/ 

展示内容 
ネイルケア・ハンドケアの施術体験して頂けま
す。 また、爪のお手入れに関してもレクチャーさ
せて頂きます。 

販売品 メイル・ハンドケア商品 

 

出店者名 株式会社タイムズコーポレーション 

HPアドレス http://www.times.ne.jp/ 

展示内容 

ウェアラブルAI視覚支援装置「オーカムマイアイ
2.0」を始め、読み上げ読 書器 、拡大読書
器、電子ルーペ、光学ルーペなど、様々な視
覚支援機器を展示します。 

販売品 
当日の商品販売はありませんが、予約などは
受付いたします。 

 

出店者名 SINKA株式会社 

HPアドレス http://www.sinka.co.jp 

展示内容 
点字・立体イメージプリンター、EasyTactix 
イージータクティクス 

販売品 ― 

 

出店者名 東海光学株式会社 

HPアドレス ― 

展示内容 

http://www.tokaiopt.jp/ (眼鏡レンズオ
フィシャルサイト) 

http://www.eyelifemegane.jp/ (遮光
眼鏡専用サイト) 

販売品 ― 

 

出店者名 有限会社読書工房 

HPアドレス https://www.d-kobo.jp/ 

展示内容 

視覚障害関連書籍、凸面点字器「トツテンく
ん」、大きな文字の青い鳥文庫などを展示いた
します。また、マルチメディアＤＡＩＳＹ図書
「わいわい文庫」のデモもあわせて実施いたしま
す。 

販売品 

『見えにくい子どもへのサポートＱ＆Ａ』『盲ろう
者への通訳・介助』『指点字ハンドブック』など
の書籍や、凸面点 字器 「トツテンくん」（５
色）、凸面点字一覧表など 

 

出店者名 株式会社ナイツ 

HPアドレス http://www.neitz.co.jp 

展示内容 
ロービジョンの方の為の拡大読書器 ＮＶＳ-
Ｘ1・単眼鏡  ＰＫシリーズ、および、ドクター
の為の検査機器を展示致します。 

販売品 
拡大読書器ＮＶＳ-Ｘ1、単眼鏡ＰＫシリー
ズ、弱視等検査機器ＢＸα-Ｐｌｕｓ・レッド
フィルターラダー、アノマロスコープＯＴ-Ⅱ、他 

 

出店者名 日本信号株式会社 

HPアドレス http://www.signal.co.jp/ 

展示内容 

交通制約者の安全・安心かつ円滑な移動支
援を行うための「ＰＩＣＳ」を高度化し、スマ
ホで、歩行者信号の状態を通知、横断時の
青時間延長を可能とするシステム 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社日本テレソフト 

HPアドレス http://www.nippontelesoft.com/ 

展示内容 
携帯型・据置型拡大読書器をお持ちします。
また、OCR機能付き拡大読書器も合わせて
展示します。 

販売品 ― 

 



 

 

 

出店者名 兵庫県網膜色素変性症協会 

HPアドレス http://www.jrps.org/hyogo/local/ 

展示内容 

日本網膜色素変性症協会・兵庫県網膜色
素変性症協会の活動内容の説明と紹介。
網膜色素変性症という病気や生活についての
不安や悩み、障害年金の相談等に対応。 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社ファンケル 

HPアドレス https://www.fancl.co.jp 

展示内容 
ポイントメイクの似合う色とメイク方法をアドバイ
スし、ご紹介した商品を販売します 

販売品 
使いやすい口紅、アイカラー(目もと)、チーク
(ほほ)、アイブロウペンシル(眉)、日やけ止め、
スキンケアなど 

 

出店者名 富士ゼロックス株式会社 

HPアドレス  

展示内容 

文部科学省の事業として提供している教科
書デジタルデータを利用 し、非営利団体等が
弱視及び発達障害の児童・生徒のために作
成し た拡大教科書と音声教科書の紹介をし
ます 

販売品 ― 

 

出店者名 HOYA株式会社メディカル事業部 

HPアドレス https://hmwpj.com/ 

展示内容 
夜盲の方のQOL向上を目指した暗所視支援
眼 鏡 HOYA MW10HiKARI が 体 験 で き ま
す。MW10コールセンター：0570-003-487 

販売品 ― 

 

出店者名 眼の会 

HPアドレス ― 

展示内容 

視覚障害者がより暮らしやすい環境創りを目
指し、自由な発想で、行政・医療・教育・福
祉関係者等様々な方々と連携し活動してい
ます。情報交換の場としてお立ち寄り下さい。 

販売品 ― 

 

出店者名 有限会社安久工機 

HPアドレス http://mitsuroupen.jp 

展示内容 

視覚障がい者用筆記具「Lapico」(ラピコ)は
インクにヒータで溶けたみつろうを使い、紙やプラ
スチック等に描けます。描線は盛り上がって固
まるので指で触れることができます。 

販売品 ― 

 

出店者名 株式会社リモートアシスト 

HPアドレス http://remote-assist.jp 

展示内容 

視覚障がい者がウェアラブルカメラを装着し「専
用アプリ」でサポートセンターをワンタッチで呼び
出し。モニターを見ている遠隔サポーターが､お
困りごとの解決をお手伝いします。 

販売品 ― 

 

出店者名 TOA株式会社 

HPアドレス https://www.toa.co.jp/ 

展示内容 

カメラで撮影した画像から白杖を認識し、自
動的に音声案内放送を流す「白杖使用者向
け音声誘導システム」と、聴き取りやすい音を
届けるための音づくりの紹介を行います。 

販売品 ― 

 



 

 

 

出店者名 三菱電機株式会社 

HPアドレス https://www.mitsubishielectric.co.jp/sq/assist /rakuraku/ 

展示内容 

音声付きのTV・IHクッキングヒーター・IHジャー
炊飯器・レンジグリルと、小型軽量で使いやす
いクリーナーを展示いたします。試食をご用意し
ますので、ぜひ使いやすさとおいしさをお確かめく
ださい。 

販売品 ― 

 

出店者名 三笠産業株式会社 

HPアドレス http://www.mikasasangyou.co.jp 

展示内容 

弱視の方に見え易い様に黒紙に白色で印刷
出来る白黒反転コピ－機を展示。黒文字の
印刷物を簡単に白文字に反転コピ－出来ま
す。又、光り遊びの蛍光グッズも展示販売しま
す。 

販売品 

・白黒反転コピ－機、白色トナ－ 
・光り遊びの蛍光グッズ 1)ひかるクレヨン 2)ひかる
紙 3)ひかる紙粘土 4)ひかる砂時計 5)ひかる風
車 6)ひかるトランプカ－ド他 

 

カタログ展示 

出店者名 株式会社エッシェンバッハ光学ジャパン 

HPアドレス http://www.eschenbach-optik.co.jp/ 

展示内容 
ルーペ、拡大読書器、遮光眼鏡、単眼鏡、
合わせて200種類を超える視覚補助具をご
紹介します。 

 

出店者名 有限会社 尚学社 

HPアドレス ― 

展示内容 

日本で初めて?!新しいキーボード。視覚障害
者の方がタッチタイピングを楽に習得できる為の
pc用キーボードです。キートップに工夫あり。 
一部の品目特許庁意匠登録取得済み。特
許出願中のものもあります。 

 

出店者名 株式会社毎日新聞社 

HPアドレス https://www.mainichi.co.jp/co-act/tenji.html 

展示内容 

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）年に
創刊した点字週刊新聞 と同活字版のご案
内。 

 

出店者名 株式会社三城 

HPアドレス http://www.paris-miki.co.jp 

展示内容 

メガネの三城でできる「ロービジョンエイド」につい
てご案内させていただきます。また、神戸三宮
店（JR三ノ宮駅から南へ徒歩3分）にロービ
ジョンルームを開設いたしましたので是非、お立
ち寄りください。 

 

出店者名 MDSiサポート 

HPアドレス https://youtu.be/syReFBlAk14 

展示内容 

MDSiサポート:全盲の講師が教えるiPhone・
iPad出張教室です。個人教室以外にもグル
ープやセミナーワークなどにも対応いたします。 
アイアイサポーター:弱視の人が開発した究極
のiPadスタンド。読書や筆記を強力にサポート
します！ 

 

出店者名 みんなで勝ち取る眼球困難フロンティアの会 

HPアドレス https://tattoogankyu.wordpress.com 

展示内容 ― 


