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老人と障害者の自立のための

37th 国際福祉機器展 Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2010
会
期：2010（平成 22）年 9 月 29 日(水)～10 月１日(金)
会
場：東京ビッグサイト 東展示ホール（東京都江東区有明）
出展社数：約 500 社・団体（日本 450 社・団体、海外 50 社）※見込み
開場時間：午前 10 時～午後 5 時
入 場 料：無料（登録制：当日または事前）
主
催：全国社会福祉協議会 保健福祉広報協会

第 37 回国際福祉機器展 H.C.R. 2010 出展希望受付開始
第 37 回国際福祉機器展 H.C.R.2010 出展希望の受付を開始いたしました。
国際福祉機器展 H.C.R.はわが国最大の福祉機器展であり、昨年は 15 か国・地域より 491 社が出展し、延べ
107,911 人が来場しました。また、報道関係者の関心も高く、会期中に 298 件のプレス取材をいただき、多く
のテレビ、新聞、業界誌で紹介されました。
2010 年は、9 月 29 日(水)～10 月１日(金)にかけて東京ビッグサイトで開催いたします。

【出展募集】 出展募集は 2010 年 2 月 1 日(月)～3 月 31 日(水)です。
※申込が予定小間数に達した場合、予告なしに事前に締め切らせていただくことがあります。
出展をご希望される場合は、本会 Web サイト(http://www.hcr.or.jp)上の「出展申込要領」をご参照の
上、H.C.R.2010 事務局まで出展案内・申込書をご請求ください。
【出展申込方法】
(1)申込書の提出：所定の出展申込書に必要事項をご記入のうえ、下記 H.C.R. 2010 事務局までご送付下さ
い。
(2)その他の提出書類：
(a)「福祉機器企業要覧 2010」提出用紙
(b)「英文社名」提出用紙
(c)会社案内（会社経歴書）
(d)出展予定製品のカタログ・パンフレット
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(e)法人の登記簿謄本（登記事項証明書）※写し可、発行後 6 ヵ月以内のもの
※初出展の場合、(c)(d)(e)の添付書類は必ずご提出下さい。ご提出いただけない場合は、出展申込を
受け付けることができません。
【出展案内・申込書は、H.C.R. 2010 事務局までご請求下さい。】
【出展主体及び出展物】
(1)出展社の資格（主体）
本展示会は、高齢者及び障害者（児）の日常生活の自立促進のための福祉機器、リハビリテーション機器
や介護機器・用品を展示対象としており（開催要項「出展製品」参照）、次のいずれかに該当する主催者が
認めた法人が出展できます。
(a)福祉機器の製造または販売企業、団体
(b)福祉機器のレンタル関連企業、団体
(c)出展対象となるコンピュータソフト等製作企業、団体
(d)出版社、放送通信事業社
(e)公共団体、公益法人
(f)福祉団体、研究機関
(2)出展できない対象
(a)施設福祉サービス及び在宅福祉サービス関連（下記(3)参照）の事業者は、本展示会の出展対象（主体）
ではありません。
(b)広告代理店等の第三者を介しての出展申込はできません。
(c)出展主体の対象外であると主催者が判断をした場合は、主催者は出展申込を拒否することができます。
(3)出展できない製品等
次の製品、サービス等は本展示会の出展対象としておりません。出展申込の展示内容が出展製品に合致し
ないと主催者が判断した場合は、出展申込を受け付けることができません。また、出展できない製品等の会
場への持ち込みはお断りするとともに、会期中に出展社が展示対象以外の物を出展していた場合には、主催
者は当該出展物を即時撤去させていただきます。（下記内容に関わる表現を小間内のパネルや当日配布資料
に追加することもできません）
(a)健康維持・増進を目的としたもの（例：マッサージ器、リラクゼーション機器、健康ふとん、ツボ押
し器、健康食品、浄水器、健康サポーター、美容機器・用品、骨密度測定器、各種アレルギー対応商
品〔ホルムアルデヒド、シックハウス症候群対応など〕、リハビリを主目的としない遊具、生活習慣
病対策商品など）
(b)癒し等を目的とした物品（例：コミュニケーションロボット、アニマルセラピー関連、回想療法関連、
音楽療法関連、園芸療法関連、光セラピー、アロマセラピー、ストレス解消商品など）
(c)施設福祉サービス等関連情報（例：有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、福祉施設建築
設計事業など）
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(d)在宅福祉サービス等関連情報（例：ホームヘルプサービス、移送サービス、食事・食品宅配サービス、
介護タクシー、マッサージなど）
(e)福祉サービス従事者人材育成及び求人等に関するサービス
(g)その他のサービス等（例：旅行サービス、年金運用等金融商品／生命・損害保険／資産コンサルタン
ト、福祉サービス事業者向けコンサルティング、福祉サービス事業者向けフランチャイズシステム、
一般的なリフォームコンサルタントなど）
(h)薬事法に反する医療行為等の機器
(i)その他、主催者より会期以前に承認を得られなかったもの及び行政等機関の指示・勧告のあったもの
【出 展 料】
(1) 基礎小間

1 小間 315,000 円（税込）

（間口 3m×奥行 3m×壁高 2.7m〔内寸 2.93m×2.93m×2.7m〕／装飾高さ制限 3.6m）
基礎小間とは、主催者が統一的にシステムパネルを使用して設置する小間のことです。（下図【基礎小
間仕様】参照）
※上記料金には、基礎小間設置費、主催者指定書式の社名板 1 枚、蛍光灯設置費（40w×2 本。電気代
含む。）が含まれています（カーペットは含まれません）。
【基礎小間仕様】
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(2) 独立小間

1 小間 304,500 円（税込）

（間口 3m×奥行 3m。装飾高さ制限： 6 m）
独立小間とは、四方が通路かつ更地渡しとなる小間で、6 小間以上のお申込の設定です。1 辺の長さは、6m
以上で 3m 単位となります。
【合同独立小間について】
国内出展社 2 社以上で「合同独立小間」を設定することができます(例：A 社 4 小間＋B 社 2 小間の合計
6 小間)。
詳細は H.C.R.2010 事務局までお問い合わせください。
【出展企業】 約 500 社
【来場者】 約 10 万人（見込み）
【特別企画(予定)】
(1)福祉機器 選び方・使い方セミナーの開催 ： 利用者に福祉機器の選び方・使い方についての知識や情報を
提供するため、「福祉機器 選び方・使い方セミナー」を開催します。
(2)社会福祉施設、在宅サービス役職員向けのセミナーの開催 ： 社会福祉施設、在宅サービスの役職員への情
報提供やスキルアップのためのセミナーを開催します。
(3)海外の保健福祉制度・施策に関するシンポジウムの開催 ： 海外の保健福祉制度・施策に関する知識や情報
提供のため、国際シンポジウムを開催します。
(4)子ども広場の開催 ： 会場内に子ども広場を設け、子ども向けの福祉機器の総合展示、福祉機器や療育相談
をおこないます。
(5)その他 ： その他、福祉機器利用者と家族、福祉施設・在宅サービス役職員など来場者向けの様々な企画を
検討しています。
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第 37 回国際福祉機器展 H.C.R. 2010 開催要項
●主

催

全国社会福祉協議会

保健福祉広報協会

●後

援

厚生労働省 経済産業省 総務省 国土交通省 東京都 海外参加国大使館

（予定）
●協

賛

NHK 厚生文化事業団、読売光と愛の事業団、毎日新聞東京社会事業団、

（予定、順不同） 産経新聞厚生文化事業団、日本経済新聞社、東京新聞、東京新聞社会事業団、朝日新聞厚生
文化事業団、福祉新聞社、日本赤十字社、福祉医療機構、鉄道弘済会、東京都社会福祉協議
会、全国心身障害児福祉財団、長寿社会開発センター、シルバーサービス振興会、テクノエ
イド協会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本アビリティーズ協会、日本障害
者リハビリテーション協会、日本リハビリテーション医学会、新エネルギー・産業技術総合
開発機構、みずほ教育福祉財団、キリン福祉財団、清水基金、みずほ福祉助成財団、松翁会、
丸紅基金、三菱財団、損保ジャパン記念財団、中小企業基盤整備機構
●期

日

平成 22 年 9 月 29 日(水)～10 月 1 日(金) 【3 日間】

●開場時間

午前 10 時～午後 5 時

●会

東京国際展示場「東京ビッグサイト」東展示ホール

場

（東京都江東区有明 3－10－1）
●会場規模

42,710 ㎡

●入 場 料

無料（入場者登録制：事前もしくは当日）

●出展社数

500 社（予定）
【国内企業 450 社、海外企業 50 社】

●来場者数

10 万人(予定)
主な来場者：ケアマネジャー、ホームヘルパー、福祉施設職員、福祉団体職員、医師、看護師、
PT、OT、保育士、建築・設計関係者、製造業、販売業、行政、エンドユーザー、
福祉・医療・工学系学生、一般

●出展製品

1．福祉機器
(1)移動機器、移動補助製品
手動車いす、電動車いす、電動三輪・四輪車、自転車、介助車、歩行器・歩行補助車、杖、
ストレッチャー等移動器具、移乗補助機器、床走行リフト、固定式・据置式リフト、障害
者用自動車運転装置、車いす等用福祉車両、入浴用特殊車両
(2)ベッド関連用品
ベッド、マットレス、床ずれ防止製品、サイドテーブル、介護用シーツ
(3)入浴用品
浴槽、入浴用チェア、滑り止め用品、浴槽台、入浴用リフト
(4)トイレ・おむつ関連用品
ポータブルトイレ、便器・便座、防臭剤・消毒剤、おむつ
(5)日常生活用品
いす・座位保持/立ち上がり補助用品、テーブル、家具、洗面台、食事用具・食器、キッチ
ン、調理器、高齢者・障害者向け食品、衣類、靴、着脱衣補助具、介護関連用品
(6)コミュニケーション機器
補聴器、緊急通報・警報装置、障害者用ワープロ・コンピュータ、点字プリンター、OA
入力・操作補助具、障害者用ソフトウェア、拡大読書器、福祉電話、FAX、携帯会話補助
器、視覚障害者用誘導システム
(7)建築・住宅設備
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スロープ、手すり、エレベーター、段差解消機、階段昇降機
(8)リハビリ・介護予防機器
歩行等訓練機器、リハビリ用教材・機器、筋力トレーニング機器、身体機能訓練機器、口
腔ケア用品
(9)義肢・装具
2．施設用設備・感染症等予防用品
施設用床材・壁材、洗濯機・乾燥機、消毒機、脱臭器・空気清浄器、介護従事者用衣類、
火災報知設備等防災用品
3．在宅・施設サービス経営情報システム
在宅・施設福祉サービス事業運営に関する財務・経理等のコンピュータシステム、ケア
プランシステム・介護保険・障害者自立支援法制度関連事務のコンピュータシステム
4．出版・福祉機器情報
福祉・介護・リハビリ・保健関係書籍、情報誌、新聞、放送通信、福祉機器関連 web サ
イト
スケジュール
平成 22 年 3 月 31 日（水）

出展申込、ガイドブック掲載、損害保険申込締切

4 月下旬

出展社決定、出展料等請求書送付

5 月 31 日（月）

出展料、ガイドブック掲載料振込期限

6 月 23 日（水）予定

小間割発表

6 月 25 日（金）

ガイドブック掲載原稿提出締切

7 月 1 日（木）予定

出展社説明会

9 月 10 日（金）予定

H.C.R.インターネット情報サービス一斉更新
福祉機器ガイドブック発行

9 月 27 日（月）

会場設営・出展物搬入

28 日（火）
9 月 29 日(水) ～10 月 1 日(金)

第 37 回国際福祉機器展 H.C.R. 2010 開催
H.C.R. 2010 事務局

(財)保健福祉広報協会
〒100-8980

東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5F
TEL. 03-3580-3052
FAX. 03-5512-9798
http：//www.hcr.or.jp
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