
国リハコレクション 2017 出展者一覧

金城学院ファッション工房
・http://www.kinjo-u.ac.jp/f-kobo

/top/index.html
・http://ameblo.jp/kinjo-f-kobo/

〒463-8521  名古屋市守山区大森2-1723
金城学院大学生活環境学部内
   金城学院ファッション工房
TEL：052-798-0180 (内線:263）
FAX：052-798-0370 (事務室)
Mail：f-kobo@kinjo-u.ac.jp

衣服のリフォーム、製作等

工房のオリジナル商品（フレアパン

ツ、ケープ、スヌード、食事用エプロ

ン、炊事用エプロン、足カバー、レイ

ンポンチョ、カバン、ドレス）

高齢や障がいで衣服の着脱が困難になり、 おしゃれをあきらめている方のために、 おしゃ

れで着心地のよい衣服の提案や製作等の支援をするため、 大学内に工房を構えて活動を

行っています。

6 金城学院ファッション工房（金城学院大学）

http://www.tabisupport.org

〒153-0064

東京都目黒区下目黒4-23-24

TEL：070-5081-7404（担当/久保田）

FAX：03-6300-9191　

Mail：mail@tabisupport.org

・NPO日本ユニバーサルツーリズム

推進ネットワークおよびバリアフリー

推進機構所属のホテル（宿泊施

設）、旅行会社、NPO法人などのパ

ンフレット配布・ご旅行の相談

障害を持っても、 高齢になっても旅 （外出を含む） をあきらめないで！行きたいときに行き

たいところに！！をキャッチフレーズに、 旅の情報提供並びに同行介助者のご紹介をして

います。 しっかり情報を集めて、 旅の同行者＜旅サポーター＞と共に安全に安心できる

旅に出かけ、 これからの人生を楽しくいきいき暮らしましょう！

4 NPO法人高齢者・障がい者の旅をサポートする会　&　NPO法人東京ユニバーサルツーリズムセンター

http://zighfit.endswell.net/

〒279-0013

千葉県浦安市日の出6丁目1-1-211

TEL：047-711-0152

Mail：y.sada@endswell.net

・車イス用 座姿勢立体設計ズボン

頚損 ・ 脊損のお悩みを解決する画期的なズボンです。 従来の立位型のズボンを変形させ
た （リフォームした） ものではなく、 完全に座姿勢を再現するパターンを発明し、 特許を取
得しております。 この形状で製作されたズボンには、 食い込まない、 ダブつかない、 移
乗の際にも全然ズレないという優れた特徴があります。 また、 両脚にフルオープンファス
ナーがついていますので、 着せやすく脱ぎやすく、 排尿 ・ ストーマにもとても便利です。

5 株式会社　エンズウェル

http://www.aun.blue/

〒701-0212 　　

岡山県岡山市南区内尾394-28 

株式会社エナジーフロント

TEL: 086-250-6432

Mail：info@energyfront.jp

リフトアシストジーンズ

プラスパッドジーンズ

ポンチョ

撥水シャツ

リフティ・ピーヴォ（クッション）

ユニバーサルデザインの観点から、 オシャレな日用品や衣類でありながら介護機能を持つ

商品を作っています。 移乗介助による腰痛リスクを減らしたり、 転倒時の骨折リスクを減ら

すなど一つ一つのアイテムには科学的 ・ 工学的に工夫した隠れた機能が忍ばしてありま

す。 介護する側もされる側も楽しく楽になる、 生活に溶け込む商品作りを目指しています。

3 AUN(Action for UNiversal design)

http://www.ircare.co.jp/

〒125-0033

東京都葛飾区東水元４－４－３

あい・あーる・けあ株式会社

TEL: 03-5660-7701

Mail：info@ircare.co.jp　　　

ホイルソックス
(前輪用／後輪用)

汚れたタイヤでお部屋を汚さないための車いす用タイヤカバー (＝車いすの靴下 ) です。

ホイルソックスの履かせ方はとてもシンプルですので、 どなたでも気軽にご使用いただけま

す。 畳などのデリケートな床面にも優しいので、 自宅や学校、 旅館やお寺、 お呼ばれし

て友人宅を訪問する際にもホイルソックスがあれば安心です。

1 あい・あーる・けあ株式会社

・尾張繊維技術センター        
　http://www.aichi-inst.jp/owari/

・ファッションデザインセンター
　http://www.fdc138.com

・一宮特別支援学校
　http://www.ichinomiya-sh.aichi-c.ed.jp/

・尾張繊維技術センター  愛知県一宮市大和町
  馬引字宮浦35　TEL：0586-45-7871
・ファッションデザインセンター　愛知県一宮市
 大和町馬引字南正亀4-1 TEL：0586-46-1361
・一宮特別支援学校　愛知県一宮市杉山
  字氏神廻１　TEL：0586-51-2221

・尾州発　夢を叶える服作り

　開発品（フォーマルスーツ、浴衣）

・車椅子用レインコート

・楽らくスタイル　制作小物

尾張繊維技術センター、 （公財） 一宮地場産業ファッションデザインセンター、 一宮特別支援学校は地元
繊維関連企業とともに、肢体不自由の子ども達の夢を叶える服づくりに取り組んでいます。 彼らの普段困っ
ていること、 夢を叶える服を聞き、 着やすくて着心地の良い、 シルエットの美しい服を開発する取組です。
また、 この取組の中で、 車椅子用レインコートを開発し、 商品化しました。 防水透湿性生地を使用した
蒸れにくく、 着心地が良いレインコートです。 自走式車椅子の操作も妨げないデザインとなっています。

2 あいち産業科学技術総合センター 尾張繊維技術センター・（公財）一宮地場産業ファッションデザインセンター・愛知県立一宮特別支援学校
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http://hamanishi-fashion
-academy.com/

〒359-1111

埼玉県所沢市緑町1-19-15

TEL：04-2924-0611

ユニバーサルファッション
～配慮が必要な人のための様々な
工夫

本校では埼玉県の委託職業訓練 (3 ヶ月コース） でユニバーサルファッション講座を実施し
ています。 市販の既製服で問題のない方ばかりでなく、 身体の不自由な方や高齢者の方
にも 「身体にやさしく、おしゃれな衣服」 を提供できるように 『気付き』→『工夫し』→『作る』
を総合的に勉強しています。 今回は展示とフロアショウで配慮が必要な人のために様々な
点で工夫した作品を紹介しました。

12 専門学校浜西ファッションアカデミー   認定職業能力開発校埼玉ファッションアカデミー

http://www.rehab.go.jp/ri/event
/fashion/top.html

〒359ｰ8555

埼玉県所沢市並木4ｰ1

TEL：04-2995-3100

Mail：ML-fashion@rehab.go.jp

衣服のプチリフォーム、他

着たい服がどこでも手に入り、 おしゃれできる環境がより促進されることを目指し、 取り組

んでいます。 リフォーム作品などを展示しました。 

来場者からリフォームした衣服に対しての意見や、 現在工夫している点、 困っていること

などを伺い、 次に繋げるようにしています。

10 国立障害者リハビリテーションセンター　看護部・研究所

http://www.hiyokoya.com/

〒524-0051

滋賀県守山市三宅町1027-4

ルートコワーキングスペース内

TEL：077-532-2410

Mail：shopmaster@hiyokoya.com

・障害や病気のあるお子さんむけ、
かわいくて機能的なコドモフクのセレ
クトショップ。

大きなサイズ （100 ～ 170 ㎝） のロンパース型肌着 ・ 小中高生サイズのプール用おむつ ・

オムツいじりを防ぐパジャマなど、 あったら便利だけどなかなか売っていない。 そんなコドモ

フクを、 ネットショップで販売中。

11 コドモフク ひよこ屋

http://cloth-educ-kumamoto-u.jp/

〒860ｰ8555

熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1

熊本大学　教育学部　雙田珠己

TEL：096-342-2662

Mail：soda@educ.kumamoto-u.ac.jp

・運動機能に障害がある人の衣服

の研究－装う楽しさと快適性の両立

をめざして－

・食事用エプロン（産学連携研究）

「装うことと快適性の両立」 をめざし、 既製服をおしゃれで着脱しやすく修正する方法を検
討し、 その修正効果を数値的に示すことを追求しています。 脳性まひの方、 二分脊椎の
方が着脱しやすく、 座位姿勢も美しいズボンの修正方法を考案しています。 また、 座位で
美しく見えるズボンのパターン設計にも取り組んでいます。 食事用エプロンは、 産学連携
研究で商品化したものです。 使う人の声を形にする研究を続けたいと思います。

9 熊本大学教育学部　被服学研究室

http://www.primulacalla.com/

〒713-8125

岡山県倉敷市玉島勇崎1097-17

TEL：086-528-0130

FAX：086-528-2987

Mail：kazu-yo@kurashiki-st.co.jp

車椅子ユーザーの方用ズボンと
障害児用ユニバーサル水着

主に車椅子を使っている方向けに座位姿勢での着衣に重点を置き製作したズボンで、 従

来の立位主体のパターンではなく、 座位のパターンを作成し、 3D 立体で縫製し座った形

に縫い上げました。 水着は産学官連携で開発し、 寝たままの着脱に特化し、 上下をスナッ

プで繋げるなど、 細部にもアイデアを盛り込んだ商品です。

7 倉敷スクールタイガー縫製株式会社

http://seam.pj.aist.go.jp　　　　　
/kaken-a-clothes/search/

〒305-0045

茨城県つくば市梅園1-1-1

中央第1本部・情報棟　蔵田武志

TEL：029-861-5789

Mail：t.kurata@aist.go.jp

・Google Tangoを用いたバーチャル

着装アプリのデモ

・身体障害者向け衣服作製事例ポ

ータルサイト紹介

Google Tango 技術を搭載したちょっと大きめのスマートフォン（ファブレット）を用いたバーチャ

ル試着アプリをお試しいただけます。 身体障害者向け衣服作製事例ポータルサイトも紹介

いたします。 事例情報や型紙情報の提供もお待ちしています。 （科研費基盤 A ： データ同

化手法を用いた身体障害者向け衣服の共創的作製に関する研究）

8 国立研究開発法人　産業技術総合研究所　人間情報研究部門
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https://www.hanabishi-housei.co.jp
/wheelchair_users/

埼玉県さいたま市岩槻区笹久保2059

TEL：048-798-4129

Mail：bespoke@hanabishi-housei.co.jp

車椅子利用者向けオーダースーツ

車椅子利用者のスーツ着用時に受ける様々な不満を解消するため、 座位姿勢を基準とし

て設計された、 車椅子利用者のためのオーダースーツです。 車椅子をこぐ動作、 着脱動

作に配慮し、 見栄え、 着心地を追求しました。

18 花菱縫製株式会社

http://abonet.jp/
http://www.tomoni.co.jp/

〒063-0834

札幌市西区発寒14条14丁目2-40

TEL：011-663-0761

Mail：info@tomoni.co.jp

頭部保護帽アボネットシリーズ

アボネットは頭部保護帽の機能性とファッション性を兼ね揃えたオシャレで頼もしい帽子で
す。 病気や発作で転びやすく頭を守る必要の有る方、 遊び盛りのお子様やお年寄りの方、
また頭をぶつけやすい工場にお勤めの方々に広く愛用され、 現在 30 種類以上のアイテム
をラインナップしております。 また高い機能性と品質を評価され、 グットデザイン賞を二度
受賞いたしました。

16 株式会社　特殊衣料

箸factory宮bowホームページ
URL http://miyabow.com

箸factory宮bow

〒910-0843福井県福井市西開発1-1103-3

TEL：090-1390-8388  

FAX： 0776-50-2291

Mail：info@miyabow.com

箸で困っている人のための箸

定番商品『愛bow』と『愛bow light』
オーダーメイド箸『愛bow N』

「箸を使えなくて困っている人が、 世の中にはたくさんいるに違いない。」　 ひとりの脳性麻痺の男性との出会
いからお箸づくりを始めました。 　そのお箸の特徴は、 磁石の反発を利用して食事の動作を補助し、 美しい曲
線のフォルムが握る力を効率よく伝えます。  一人ひとりに合わせるオーダーメイドの箸やデザインにこだわった
定番の箸があります。 　 「もう一度、 お箸でごはんが食べたい！」 その強い思いがあれば必ずお箸を使える
ようになります。 　この箸をひとりでも多くの人に、 実際に見て触って感じてほしいと思います。

17 箸factory宮bow

http://tokyorehabili　　　
　　　　　-heartbridgeproject.jp/

〒101ｰ0052東京都千代田区神田小川町1-8-8
ＯＣＴ ＫＡＮＤＡ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ ６階
株式会社東京リハビリテーションサービス　
ハートブリッヂ プロジェクト 担当　小峰孝博     
TEL：03-5577-5915 
Mail:takahiro-komine@tokyo-rehabili.co.jp

知的障がい児（者）及び肢体不自由
児（者）向けの療育・自立支援・介助
用衣類（スモック、エプロン、パジャ
マ等）

スモックやパジャマには、 療育 ・ 自立支援の促進や、 生活利便性の向上の為に有効な
留め具 （ループ ・ ユニバーサルボタン等） を使用しています。 また、 エプロンには蝶結び
のコツをつかめるようにする為に、 左右の腰紐の色を変える等の工夫を施しています。 知
的障がい児を子にもつ親としての実体験を基に、 作業療法士、 理学療法士、 療育 ・ 教育
機関からの意見を取り入れながら企画 ・ 製作に取り組んでいます。

15 株式会社東京リハビリテーションサービス ハートブリッヂプロジェクト

http://www.tsuchiyasangyo.co.jp/

〒111-0053 
東京都台東区浅草橋3丁目29番10号
TEL：03-3861-4621
FAX：03-3864-6267
ステッキの問合せ：
Mail:shop@tsuchiyasangyo.co.jp

こだわりの一貫した自社生産ステッキ。
「木製懐帰」をテーマに、木の優しさと
温もりを伝える「国産木製ステッキ・手
元」は、熟練の職人の技。軽くて機能
的「国産アルミステッキ」は独自技術に
よる布・レース巻製法。

ステッキとともに創業 85 周年を迎えた、 東京 ・ 浅草橋の老舗国産ステッキのトップメーカー
です （1932 （昭和 7） 年、 創業）。 受け継がれてきた確かな技術と伝統、 歩み続ける進
化の中で、 信頼される美しくて使いやすいステッキを創り出しています。 ブランド名は 「チェ
リーマウンテン」。 取扱い製品は 200 種類以上。 2015、16 年と２年連続「ウッドデザイン賞」
を受賞。 ステッキに関する、 どのようなことでもお気軽にご相談ください。

13 土屋産業株式会社

http://www2.teijin-frontier.com
http://www.kk-teiken.co.jp

東京都港区東新橋2丁目14-1NBF

コモディオ汐留

TEL：03-6402-7086

Mail:kato-su@teijin-frontier.com

・尿取りパッドをしっかりホールド、

はきごこち快適なホルダーパンツ。

・義足用の汗取りパッド類。

・車いすユーザーのための移乗用シ

ート「ラクラックス®」などを展示。

㈱帝健は帝人グループの様々な高機能な繊維素材を使用して、 障害のある方にご使用い

ただける衣類などを作っています。 高齢者や一般の方にもご使用いただけるものもござい

ます。 HP からお問合せいただけます。

14 帝人フロンティア株式会社 ／株式会社帝健
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http://g-button.jp/

〒080-2472

帯広市西22条南4丁目17番地6

株式会社ワールドワーク/G-スタイル

合同会社　TEL：0155-35-5463

Mail：worldw@cocoa.ocn.ne.jp

好みの洋服に針と糸だけで簡単に

縫い付けできる洋服専用の磁石ボ

タンです。

“洋服の脱ぎ着が簡単に”　グッドデザイン賞受賞商品

「１０秒で着れちゃう秘密」 それは、 隠し機能の磁石ボタンが自然にパッチっと留まってくれ

るからです。 「外す時も簡単、 片手の指で挟んでズラスだけ」　真横にスライドさせて簡単

に外れるようになっています。

24 株式会社ワールドワーク / Ｇ－スタイル合同会社

http://www.magicmachine-rs.com

〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町2丁目62番6号

日本橋浜町Ｋビル11階

リフォームスタジオ株式会社(本部)

TEL：03-3661-5575　FAX 03-3661-5576

・ユニバーサルファッションリフォーム

に関するパネル展示

年齢・サイズ・体型・障がいに関係なく全ての方々に 「好きな服・着たい服」 を着ておしゃ
れを楽しんでもらいたい。 私たちは 「洋服のお直し」 の一環としてユニバーサルファッショ
ンリフォームに取り組んでいます。 もっとラクに着られる、 からだにやさしい服を。 からだの
状態やご要望に合わせて洋服をお直しいたします。 全国のマジックミシン全店で承ります
（2018 年 1月 20 日現在 415 店舗）。

22 洋服のお直しマジックミシン

http://runx-co.com

〒１１３－００２２

東京都文京区千駄木３－４２－４

ＴＥＬ　：　０３－３８２７－８２１４

ＦＡＸ　：　０３－３８２７－８２１５　

Mail 　：kaneko@runx-co .com

夜間の安全性を追求した、

[ 再帰反射製品　]

車いす用レインコート

帽子、バッグ、ウエア関連

『セーフティ ・ ファッション』 という新しいメッセージ！！

夜間、 車のヘッドライトが当たると輝いて見える 『再帰反射機能』 をプラスした機能的なウ

エアの紹介。 さりげないこだわりで” 安全 ・ 安心” をデザインしました。

暗闇で自分の存在をアピールし、 交通事故を未然に防ぐことが出来ます。

23 有限会社ランクス・コーポレーション

https://www.facebook.com
/ustyleHokkaido?ref=bookmarks

〒065-0024札幌市東区北24条東16丁目
1-1 第四中田 ビル6階　一般社団法人　北
海道障がい者就労支援スポーツ振興協会内
Ｕスタイル北海道プロジェクト実行委員会
Mail：u-style@docomo.ne.jp

TEL：090-5074-8125(シカノ)

本実行委員会の実践報告と文化創

造イベントであるNo-Mapsでの「way 

of life」舞台映像を報告

障がい者が街に出るきっかけとして、 「ファッション」 をとらえ、 機能にばかり目が行きがちで、 障がい者
本位になりにくいものを、 障がいがあってもなくても着たいようなアイテムと、 音楽、 スポーツ、 ファッショ
ンといった誰もが楽しめるエンターテイメントをキーワードに障がい者のライフスタイルを提案。 障がい者の自
立生活支援を目的に障がい者にと健常者が混ざる状況を作り出し、 互いの理解不足からくる恐怖を取り除
くため、 ソーシャルアクションプロジェクトとして 「U スタイル北海道プロジェクト」 を立ち上げる。

21 Ｕスタイル北海道プロジェクト実行委員会 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~polio/

〒110-0011

東京都台東区三ノ輪1-6-5-602

小山方　ポリオの会

TEL：03－3872－7359

ポリオとポリオ後症候群患者会で

す。日々のちょっとした工夫や困って

いることなどポスター展示し、会報、

ポリオとポリオ後症候群資料パンフ

レットなどをお配りしました。

ポリオ、 ポリオ後症候群患者は、 様々な工夫で、 日常生活を過ごしています。 全身的な

疾患で、 それぞれがみな違うけれど、 一人に具合が良い情報はほかの人にも役に立つ、

私が困っていることは、 多くの人が困っているから声を挙げよう、 と私たちの工夫の一端を

お伝えしました。

19 ポリオの会

http://minoshimai.jp/

〒501-3728

岐阜県美濃市本住町1917

TEL：0575-35-2822

Mail：info@minoshimai.jp

1300年の伝統をもち、その高い品質

が世界無形文化財に指定されてい

る美濃和紙の加工法を研究開発し、

体に優しい衣類や美濃和紙製品を

作っています。

「みの紙舞」 による靴下や帽子、 タオル等の製品の原料となる美濃和紙は、 綿の数倍吸湿性を持ち、
通気性、 保温性に優れています。 非常に軽量でサラサラとした感触や肌への優しさから、 病気や障害で
肌が敏感になっている方に愛用されています。 どの製品も 「和紙から作られた。」 と聞いてもわからない
ほど丈夫で快適です。 もちろん洗濯もできます。 ぜひ一度、 美濃和紙から作られた温かくて優しい衣類を
手に取って触ってみて下さい。 靴下はロンドン五輪自転車競技の日本選手の皆様に使用して頂きました。

20 みの紙舞


