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2 （株）リコー / （株）岡村製作所　Ricoh Company, Ltd./ OKAMURA 
CORPORATION

「つながるってドキドキ」
新しいアイデアは、人と人の出会いから生まれます。
オカムラとリコーのつながる仕掛けを体感ください。

3 日産自動車（株）　NISSAN MOTOR CO.,LTD.
日産自動車によるゼロ・エミッション社会に向けた包括的な取り組み

「電気自動車がつなぐ未来のユニヴァーサル社会」
Nissan's comprehensive activities towards Zero Emission society

“Future Universal Community connected by electric vehicles”

5 トヨタ紡織（株）　TOYOTA BOSHOKU CORPORATION
トヨタ紡織のユニヴァーサルデザインへの取り組み
The approach for the universal design of Toyota Boshoku.
ＵＤ2012 のテーマに基づき、トヨタ紡織の製品ラインナップ [ シート（試座可能）・ト
リム・安全部品・ユニフォーム・ファブリックウォール ] をご紹介
We Toyota Boshoku introduce our product line up based on the theme of 
UD2012. [Seats (sample seat is avairable), Trim, Safety parts,Fabric wall] 

6 アイシン精機（株）　AISIN SEIKI CO., LTD.
だれにでも見やすいバックガイドモニターを目指しました 
The legible back guide monitor was aimed at to anyone. 
駐車支援システム製品および周辺監視システム製品がカラーユニバーサルデザインに対
応しました 
Parking assistance system products and Vehicle surroundings view system 
products corresponded to color universal design. 

8 福岡市　Fukuoka City
福岡市が目指している「みんながやさしい、みんなにやさしいユニバーサル都市・福岡」
に関する取り組みを紹介する企画展示です
An exhibit introducing the approach taken for the "Friendly People, 
Friendly City, Universal Fukuoka City"project.

9 福岡県　Fukuoka Prefecture
高齢者にやさしい自動車の開発など、ユニバーサルデザインに関連する福岡県の取り
組みを紹介します。

11 三菱電機（株）　Mitsubishi Electric Corporation
三菱電機のユニバーサルデザイン

「安全・安心な社会をめざして　～支える UD・使える UD ～」
Our Universal Design Activities
”Aiming for a safe and secure society: supportive and practical
Universal Design ”

12 （株）東芝　TOSHIBA CORPORATION
家電、デジタル機器から社会インフラシステムまでの幅広い分野で取り組んでいる東芝
グループの UD を事例でご紹介します。
We introduce examples of Toshiba Group’s universal design promoted 
in a wide spectrum of fields, from home appliances and digital devices to 
social infrastructure systems.

13 パナソニック（株）　Panasonic Corporation
一人ひとりのお客様に使いやすく配慮した UD 商品に実際に触れていただきながらデモ
を交えて紹介します。

14 積水ハウス（株）　Sekisui House, Ltd.
「いつもいまが快適」な暮らし
積水ハウスの「スマートユニバーサルデザイン」

“いつも”と“もしも”の安全・安心・快適を支える先進技術と家族の豊かな暮らし「Ｓ
ＬＯＷ ＆ ＳＭＡ RT」を体感して下さい。

「Comfortable living – now and always」to homeowners 
Sekisui House proposes its proprietary "Smart Universal Design." 
Please experience our proposal “Slow & Smart” where the family enjoys 
life and is supported by advanced technology that enables safe, secure 
and comfort in normal and emergency situations.

17 （公財）交通エコロジー・モビリティ財団団　Foundation for Promoting 
Personal Mobility and Ecological Transportation
当財団では、高齢者及び障害者等の円滑なモビリティの実現、運輸部門の環境問題の
解決に取り組んでいます。

18 （独）製品評価技術基盤機構　NITE, National Institute of Technology and 
Evaluation
NITE は製品の事故情報を迅速に、的確に発信することにより、人々の暮らしの安全・
安心を支えています。
NITE promotes the safety of products that support safe, secure lives by 
providing quick, accurate information on product accidents.

20 （独）造幣局　Japan Mint
「信頼のある、誰にでも使いやすい貨幣を」
今までの造幣局の取組をご紹介し、ＵＤの「今」をお聞きしたいと思います。

“Reliable and User-friendly Coins To You All”
Japan Mint would like to introduce our achievements concerning the
Universal Design to you and ask for your valuable comments on the
present situations of our Universal Design.

20 （独）国立印刷局　NATIONAL PRINTING BUREAU
国民経済に必要な日本銀行券、その高度な偽造防止技術や券種の判別性についてご
紹介いたします。

21 静岡県　Shizuoka Prefecture
平成１１年度、全国で初めてＵＤを県政の基本に位置付けた、「静岡県」のＵＤ推進事
業を紹介します。
Case introduction of Shizuoka Universal Design .
Shizuoka prefecture started Japan’s first universal design initiative in 
1999.

22 佐賀県　Saga Prefecture
誰もが輝き、暮らしやすい社会の実現へ向け、佐賀県ではユニバーサルデザイン県民
運動を展開しています。
For the realization of a more comfortable and accessible society in which 
everyone can participate and shine to their full potential, Saga Prefecture 
has established various projects promoting universal design.
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26 TOTO（株）　TOTO LTD.
ＴＯＴＯブースでは、多機能トイレ「RESUROOM ITEM 01」の展示を行います。
また、新しい「ウォシュレット」と「ＮＥＯＲＥＳＴ」の技術展示を行います。
 The multipurpose restroom, "RESTROOM ITEM 01" is exhibited in the 
TOTO booth.
Also, there are technologies of the latest toilet with cleaning system,
"Washlet" and "NEOREST" are shown.

27 富士ゼロックス（株）　Fuji Xerox Co., Ltd.
富士ゼロックスのユニバーサルデザイン
車いすの方や目のご不自由な方も使える複合機や、紙と電子をつなぐ Denshi-Pen な
どを展示します。
どうぞご体験ください。
Fuji Xerox Universal Design
Content: We exhibit a multifunction device even wheel chair users and 
visually impaired people can use and Denshi-Pen that connects paper 
with electron. Please try them.

28 NEC　NEC Corporation
コミュニケーションロボット PaPeRo が身の回りのユニバーサルデザインを
クイズ形式で楽しく紹介します。
The communication robot "PaPeRo" introduces the universal design around 
you with an enjoyable form of quiz.

29 コクヨファニチャー（株）　KOKUYO FURNITURE Co., Ltd.
障害のあるアーティストとのコラボレーションによる
ユニバーサルデザインロビーチェアー「アートマドレ」のご紹介
Universal design lobby chair "Art Madre"
by collaboration with Able Art Company artists

31（NPO）カラーユニバーサルデザイン機構　Colour Universal Design 
Organization
だれにでも分かりやすい色づかい
社会の色彩環境が人の多様な色覚に配慮されたものとなるように研究・開発・啓発・普
及の活動をしています。

34 大日本印刷（株）　Dai Nippon Printing Co., Ltd.
「様々なデジタルへの取り組みを通じて、知識を誰にでもあたりまえのもの（UD）にす
る DNP の活動をご紹介します。」
We would like to introduce our activities of Universal Design aiming 
to make our products ,services and knowledges accessible and 
comprehensible to as many different people as possible with a variety of 
digital technologies. 

35 （株）モリサワ　Morisawa Inc.
「文字のかたちがわかりやすい」「文章が読みやすい」
「読みまちがいにくい」モリサワの UD 書体を紹介します。
Morisawa’s Universal Design Font, which is made with concepts of “Lucid 
letter shape”, “Contribution for text readability” and “Grater legibility”, 
effectively convey information to more people.

36 住友スリーエム（株）　Sumitomo 3M Limited
3MTM 視線予測サービス
人がどこに注目するかを予測するソフトを紹介します
3MTM Visual Attention Service (VAS)
VAS quickly analyzes imagery and shows which elements will grab 
immediate attention 

37 オペラプラザ福岡　Opera Plaza Fukuoka
年齢、障がい、国籍、なにもこだわらずオペラしています
We impose no differentiation on our opera singers, regardless of age, 
disabilities, nationalities, etc.

38 子ども NPO センター福岡　Children's NPO Center Fukuoka
ユニセフが世界展開している「子どもにやさしいまち」を目指して、22 団体のネットワー
クで活動しています。
Set out to become one of the Child Friendly Cities launched globally by 
UNICEF, we operate under a network of 22 organizations.

39 子どもの村 福岡　Children's Village Fukuoka
すべての子どもに愛ある家庭を市民みんなで支えるしくみです
Providing a loving family to every child --- An organization supported by 
every citizen.

40 （NPO）アジア太平洋こども会議・イン福岡　The Asian-Pacific Children's 
Convention in FUKUOKA
アジア・太平洋のこども達を対象とした市民レベルの異文化交流プログラム
We provide citizen-level cultural exchange programs, catered toward 
children in Asia Pacific. 

41 （NPO）FUKUOKA デザインリーグ　NPO FUKUOKA DESIGN LEAGUE
あらゆるデザイン領域を統合したトータルな力で、「市民が豊かに暮らせる社会（デザイ
ン都市）」の実現を目指しています
Using our collective strengths of all design areas, we aim to create a 
design city where people can live enriched lives.

42 博多あんあんリーダー会　Hakata safe reliable leader society
地域に密着した防災に関する啓蒙活動等を通して地域防災力向上を目指します
We aim to increase disaster prevention ability in the local community 
through locally related diaster awareness programs.

43 九州産業大学　KYUSHU SANGYO UNIVERSITY
国際標準仕様化を目指すユニバーサルデザイン信号灯の研究開発

44 九州大学　Kyushu University
九州大学では、ユニバーサルデザインに関する教育･ 研究を行っています
At Kyushu University, we carry out lessons and research on Universal Design.

45 （NPO）クックルー・ステップ specified nonprofit corporation kukkurustep
チャレンジド・Kids（障がい児）とその保護者の力になりたい
We want to be of help to disabled children and their guardians.

46 日本オストミー協会 福岡市支部　JAPAN OSTOMY ASSOCIATION,INC.
オストメイト（人口肛門・人口膀胱保有者）が安心して暮らせる社会を！！
Our goal is to create a society where ostomate patients can live a carefree life.

47 だんだんボックス実行委員会　dandanbox
障がいがありながらも素晴らしい絵の才能を持つアーティストたちの作品を様々な商品
にコーディネートしています。
We coordinate the works of talented disabled artists into various merchandise. 

48 障がい福祉サービス事業所 ひまわりパーク六本松　Himawari Park Ropponmatu
１人１人の個性を尊重し、作る喜びを通して豊かな未来を築いていきます
While respecting the individuality of each person, we build a prosperous 
future together through the joy of creativity.

49 障がい福祉サービス事業所 葦の家　Studio Ashi
障がいのある人からあらわれる”カタチ”をいろいろなモノやヒトとつないでいます
We take emerging forms of many disabled people and connect them to 
different things and people.

50 福岡県 Fukuoka Prefecture
福岡県内の障害者施設で障害者の皆さんが心を込めて手作りした「まごころ製品」の
販売を行います。


