eye eye 福祉機器展
2012
視覚障害者のための生活用具展示会
入 場 無 料
日時 2012 年 7 月 1 日（日） 10 時～16
時～16 時
会場 仙台市福祉プラザ
1階
プラザホール
２階
展示ロビー

●主催
特定非営利活動法人アイサポート仙台・仙台市中途視覚障害者支援センター
●後援（50 音順）
仙台市・仙台市眼科医会・仙台市視覚障害者福祉協会・宮城県眼科医会・財
団法人宮城県視覚障害者福祉協会・みやぎ視能訓練士の会

お問い合わせ先
特定非営利活動法人

アイサポート仙台

〒984-0073 仙台市若林区荒町 215 荒町中央ビル 1 階
電話 022-212-1131 ファックス 022-212-1136
電子メール sisien@sky.plala.or.jp
ホームページ http://www15.plala.or.jp/isupport/

出展予定業者・団体
（出展者の 50 音順に掲載しています）

１．（株）アステム
〒530-0044 大阪市北区東天満 2-7-12 スターポート 2F
電話 06-4801-9730
ファックス 06-4801-9316

テレビが聞けるラジオです。
・テレビ音声（ワンセグの主音声・副音声）
・AM・FM ラジオ（ステレオ）
・緊急地震速報を受信
・操作を音声で読上げ
・外部アンテナ端子付き
・単三電池 4 本で駆動可能

２．（株）インサイト
〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘 3-28-1
電話 022-342-6801
ファックス 022-342-6802
ホームページ
http://www.s-insight.jp/
電子メール
info@s-insight.jp
インサイトは拡大読書器を専門に扱う販売元です｡据置型の使い
やすいタイプ｢トパーズ｣から､携帯型の｢ルビー｣まで全 4～5 種類展
示予定です｡是非お立ち寄りの上､お試しください｡
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３．ＮＨＫ放送技術研究所
〒157-8510 東京都世田谷区砧 1-10-11
電話 03-5494-3391
ファックス 03-5494-3241

視覚障害者向けデジタル放送受信機（VIA-TV：Visually Impaired
Assist TV ）
VIA-TV では、通常のテレビの機能のほか、データ放送を音声や点
字で出力したり、弱視の人には拡大・反転表示ができます。また、
盲ろう者が字幕放送を自分の点字触読の速度で読むことができます。

４．オリンパスイメージング（株）
〒163-0914 東京都新宿区西新宿２－３－１ 新宿モノリス
電話 03-3340-2111
ファックス 03-3340-2062
ホームページ http://olympus-imaging.jp/
デイジー再生機能付き IC レコーダー、AM/FM ラジオ内蔵レコーダ
ー、簡単操作のらくらくレコーダーなどを展示します。東北では初
めて展示会にお伺いします。ぜひお試しください！

５．Gift
５．Gift Hands
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7
1204
電話 090-5776-6663
ホームページ
http://www.gifthands.jp/
電子メール
miyake@gifthands.jp

コンシェリア西新宿

視覚障害者や児童、企業を対象とした、iPad の視覚障害者ケア方
法の紹介、施設等への導入、活用方法の総合コンサルタントと装着
レンズ設置台等の開発・販売、活用セミナー等を行っています。
現在開発中の携帯式 iPad 設置台も展示予定です。
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６．ＫＧＳ（株）
〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川 1004
電話 0493-72-7311
ファックス 0493-72-7337
ホームページ
http://www.kgs-jpn.co.jp/
電子メール
info@kgs-jpn.co.jp

点字ディスプレイ ブレイルメモの KGS 株式会社です。この度、点
字学習機器ブレイルスタディ BS1 を発売しました。
拡大読書器 Visio
Book も展示しますので、是非お立ち寄りください

７．（株）高知システム開発
〒780-0048 高知県高知市吉田町 2-23
電話 088-873-6500
ファックス 088-873-6599
ホームページ
http://www.aok-net.com
電子メール
support@aok-net.com

視覚障がい者の生活支援、社会参加支援を目的に、視覚障がい者
向け各種ソフトウエアの開発、販売、アフターサービスを行ってお
り、日本全国、多くのユーザーの方々にお使いいただいております。

８．シナノケンシ（株）
〒386-0498 長野県上田市上丸子 1078
電話 0570-064-177
ファックス 0268-42-2923
ホームページ
http://www.plextalk.com/jp/index.html
電子メール
plextalk@skcj.co.jp

デイジー再生機のプレクストークリンクポケット、プレクストー
クポータブルレコーダーＰＴＲ２、プレクストークポケットＰＴＰ
１、プレクストークＰＴＮ２を展示・紹介いたします。
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９．篠原電機（株）
〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町 6 番 3 号
電話 06-6358-2657
ファックス 06-6358-2351
ホームページ
http://www.shinohara-elec.co.jp
電子メール
kanesaki@shinohara-elec.co.jp

「高齢者・視覚障がい者用 LED 付音響装置」を横断歩道の手前に
設置することで、目の前で赤・青の信号灯を確認出来るため交通弱
視者の方が安心して渡れる歩行者信号器の補助装置です。

10．
10．（株）タイムズコーポレーション
〒665-0051 兵庫県宝塚市高司１-6-11
電話 0797-74-2206
ファックス 0797-73-8894
ホームページ
http://www.times.ne.jp/index.html
電子メール
info@times.ne.jp

拡大読書器の最新機種や、ドイツ製のシュバイツァールーペ、そ
の他デイジープレイヤーなど様々な機器を出展いたします。

11．ＴＩＥＭＡＮ
11．ＴＩＥＭＡＮ ＴＯＫＹＯ ＯＦＦＩＣＥ
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-9-10 神野ビル 601
電話 03-5449-1891（代表）
03-3324-5177（サービス部直通）
ファックス 03-3440-0264
ホームページ
http://dokushoki.com/
電子メール
tiemanjp@dokushoki.com

テイマン拡大読書器は多機能卓上型・パソコン併用や学校用望遠
ワ イ ド 画 面 望 遠 付 ポ ー タ ブ ル ・ ポ ケ ッ ト 型 も 22000 円 か ら 、
4.3 インチ多機能型も 39800 円。ぜひお試し下さい。
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12．東海光学（株）
12．東海光学（株）
〒444-2192 愛知県岡崎市恵田町下田 5-26
電話 0564-27-3050（お客様相談室）
ファックス
ホームページ
http://wwww.tokaiopt.co.jp/
電子メール
tokail@tokaiopt.co.jp

なし

羞明感の軽減に役立てる遮光眼鏡 CCP シリーズ、メガネサイド上
部からの光を遮る機能をプラスしたヴェルジネ、今お使いのメガネ
の上からかけられる遮光オーバーグラスビューナル展示いたします。

13．
13．（有）読書工房
〒171-0031 東京都豊島区目白 3-21-6 ヴェルディエ目白 101
電話 03-5988-9160
ファックス 03-5988-9161
ホームページ
http://www.d-kobo.jp/
電子メール
info@d-kobo.jp

『自分でできる家庭料理』『白杖歩行サポートハンドブック』『イラ
ストでわかる視覚障害者へのサポート』など視覚障害のある人のサ
ポートに役立つ本や『ホシオくん天文台へゆく』などを展示。

14．
14．（株）トラストメディカル
〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘 3-28-1
電話 022-342-6780
ファックス 022-342-6781
ホームページ
http://www.trust-medical.co.jp
電子メール
koizumi@trust-medical.co.jp

弊社では、拡大補助具や音声機器などの視覚障害者用機器を取り
扱っております。拡大補助具として各社の拡大読書器や LED ライト
付ルーペなど、音声機器としてＧＰＳナビや PTR2 なども展示いたし
ます。
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15．
15．（株）西澤電機計器製作所
〒389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城 6249
電話 0268-82-2900
ファックス 0268-82-1730
ホームページ
http://www.nisic.co.jp/
電子メール
info@nisic.co.jp

「ナイツ」ブランドの拡大読書器ＶＳシリーズの製造・販売、アフ
ターサービスをはじめ、卓上型・携帯型拡大読書器を販売しており
ます、ご来場の際は、是非お立ち寄りください。

16．
16．（株）日本テレソフト
〒102-0083 東京都千代田区麹町 1-8-1 半蔵門 MK ビル１F
電話 03-3264-0800
ファックス 03-3264-0880
ホームページ
http://www.nippontelesoft.com/
電子メール
ts-info@telesoft.co.jp

最新の据置型拡大読書器「メーリンＨＤ」と低価格な点字ディス
プレイ「清華ミニ」をご紹介致します。
この他にも、携帯型・据置型拡大読書器もご用意しておりますの
で、ご覧下さい。

17．
17．（社福）日本盲人会連合
〒169-8664 東京都新宿区西早稲田 2-18-2
電話 03-3200-6422
ファックス 03-3200-6428
ホームページ
http://www.normanet.ne.jp/~nichimo/
電子メール
yogu@jfb.jp

日本盲人会連合では、日常生活用具・補装具の販売・斡旋・開発
を行っております。当日は各種用具の展示・実演・販売を行います。
スタッフ一同、ご来場を心よりお待ち申し上げます。
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18．バイスリープロジェクツ（株）
18．バイスリープロジェクツ（株）
〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘 4-15-22
電話 022-342-7084
ファックス 022-342-7079
ホームページ
http://www.x3pro.co.jp/fukushi/
電子メール
support@x3pro.co.jp

当社は、視覚障害者向けのパソコンソフトやデイジー機器、点字
ディスプレイなど各種機器を取り扱っております。音声・拡大読書
機「よむべえ」他を展示しています。

19．パナソニック株式会社
19．パナソニック株式会社 ＡＶＣネットワークス社
〒571-8504 大阪府門真市松生町１－１５
ＵＲＬ http://panasonic.co.jp/avc
音声読上げ機能紹介ＵＲＬ http://www.yomiage.net
メール：digital.av-ud@gg.jp.panasonic.com

パナソニック株式会社ではデジタルテレビ及びブルーレイレコー
ダーの全機種に音声読み上げ機能を搭載しています。この機能を紹
介したホームページに詳しく掲載していますので是非ご覧下さい。

20．パナソニック
20．パナソニック ヘルスケア（株）
〒793-8510 愛媛県西条市福武甲 247
電話 050-3686-8314
ホームページ
http://panasonic.co.jp/hcc/phc/
電子メール
takabayashi.kouichi@jp.panasonic.com

世界中の人々に手が届くヘルスケアを実現し、健やかで心豊かな
暮らしに貢献します。
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21．三菱電機（株）
21．三菱電機（株）
〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所１
電話 075-958-3089
0120-139-365（お客様相談センター）
ホームページ
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/
音声読上げ機能紹介ＵＲＬ http://www.yomiage.net

三菱電機の液晶テレビ「ＲＥＡＬ」は、音声読み上げ機能を備え
ております。ますます使い易くなった、しゃべるテレビをご体験願
います。詳しくは、音声読み上げホームページを参照下さい。

関連企画
□会場

：

１階

プラザホール

①宮城県視覚障害者情報センターで
行っているサービスの紹介
会場で利用登録も受け付けています。お気軽にお立ち寄りください。

宮城県視覚障害者情報センター
〒980-0011 仙台市青葉区上杉 6 丁目 5-1
電話 022-234-4047
ホームページ http://homepage3.nifty.com/miyagi-sikaku/center.html
当センターは、県内唯一の視覚障害者のための情報提供施設で、点
字図書、録音図書の貸出や生活情報誌の発行など様々なサービスを提
供しております。プライベートサービス（実費負担）を除いてはすべて無
料ですので、ぜひご利用願います。
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②日本盲導犬協会仙台訓練センターに
よる盲導犬との歩行体験
盲導犬と歩くってどんな感じなんだろう？ 盲導犬を利用するにはどうし
たらいいの？ 素朴な疑問も大歓迎です。どうぞお立ち寄りください。

(公財)
公財)日本盲導犬協会仙台訓練センター (愛称：スマイルワン仙台)
愛称：スマイルワン仙台)
〒982-0263 仙台市青葉区茂庭字松倉 12-2
電話 022-226-3910
ホームページ http://www.moudouken.net

スマイルワン仙台では盲導犬の育成をはじめとし、視覚障がい者の為
のリハビリテーションを行っています。「盲導犬について知りたい」「見え
ない見えにくいことで困っている」方はご相談下さい。

③障害者地域活動推進センター きりん
の活動紹介
８月に荒町商店街で開催される七夕まつりに今年もきりん利用者の皆様
とともに作りあげてきた笹飾りを出します。会場では笹に飾る短冊に願い
事を書いていただくよう、準備していますので、どうぞご協力ください。

障害者地域活動推進センターきりん
〒984-0073 仙台市若林区荒町 215 荒町中央ビル 1 階
NPO 法人 アイサポート仙台 内
電話 022-212-1131
ホームページ http://pub.ne.jp/isupport/
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障害者地域活動推進センターきりんでは、目が不自由な方々の余暇
活動を企画し運営しています。サウンドテーブルテニスや、折り紙などで
ものづくり、英会話に触れる機会など様々。日々参加者の笑顔があふれ
ています。興味のある方は見学にいらしてみてください!!

④相談コーナー
日頃の生活、仕事、進学などで見えない・見えにくいために「困ったな」と
感じていることをなんでもご相談ください。

スケジュール
※相談希望者の状況などによりお待ちいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
10 時 30 分～11 時 30 分
眼科医による目と暮らしの相談
13 時 30 分～14 時 30 分
就労継続や復職、職業訓練に関する相談
見えない・見えにくい子供さんの教育相談
随時
福祉制度の活用に関する相談
機器の選択や入手方法に関する相談
目の不自由な方の介助方法に関する相談
などなど
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□会場

：

２階

展示ロビー

⑤体験・発見!! 目の不自由な方が
楽しめるスポーツ
仙台市障害者スポーツ協会のご協力により、ちょっとした工夫をすること
で目の不自由な方が楽しめるスポーツを紹介します。
スケジュール
※いずれも事前の申し込みは不要です。
開始時刻までに２階 展示ロビーにお集まりください。
10 時 20 分～11 時 00 分 サウントテーブルテニス
11 時 20 分～12 時 00 分 ブラインドサッカー
13 時 00 分～13 時 40 分 サウンドテーブルテニス
14 時 00 分～14 時 40 分

ブラインドテニス

仙台市障害者スポーツ協会
〒983－0039 仙台市宮城野区新田東 4－１－１元気フィールド仙台内
電話 022－236－8690
ファックス 022－236－8691
電子メール sdsa@pop21.odn.ne.jp

仙台市障害者スポーツ協会では、障害を持つ方が楽しめるスポーツの
普及・啓発と競技スポーツ大会の企画・開催などをおこなっています。今
回は、目の不自由な方が楽しめるよう、ちょっとした工夫を加えたボール
を使っておこなうサウンドテーブルテニス（卓球）とブラインドサッカーを中
心に紹介します。会場は 2 階の展示ロビーです。どなたでも体験できるよ
う、アイマスクをご用意しておりますので、どうぞ気軽に足をお運びくださ
い。
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