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まえがき

　全日本印刷工業組合連合会　ＣＳＲ推進委員会では、
2018年12月に開催いたしました「第12回メディア・ユ
ニバーサルデザインコンペティション」におきまして高い
評価を得た作品を、受賞作品集として冊子にまとめました。
　今回は全国から170点（一般の部：59点、学生の部：
111点）の応募をいただき、これらの作品については審査
会で厳正なる審査が行われ、全20点の受賞作品が決定い
たしました。
　それぞれの受賞作品には審査委員による講評を掲載して
いますので、メディア･ユニバーサルデザインについて 
さらに深くご理解いただくためのツールとしてご活用いた
だければ幸いです。
　最後になりましたが、本コンペティションの趣旨にご賛
同いただきご後援･ご協力を頂戴しました官公庁・企業・
団体の皆さま、および作品のご応募を頂戴しました皆さ
ま、審査会にご参加いただきました審査委員の皆さまに心
より御礼を申し上げます。

全日本印刷工業組合連合会　会　長　臼田　真人
ＣＳＲ推進委員会　委員長　三島　秀夫
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企業・学校名 出品者（敬称略） 作品名 都道府県

経済産業大臣賞
一般 大阪シーリング印刷株式会社

中原聡美、福尾有希望、
河澄香菜子、池田由佳、
柴田みお、乗松めぐみ、
平田義二、米田友規子

視覚障がい者への声のかけ方　
学習セット 大阪府

学生 岡山県立大学 田上明莉 知ろう、感染症のこと 岡山県

優 秀 賞

一般

大阪シーリング印刷株式会社

大町瑞穂、杉原啓二、　　　　　
増山由佳、籠谷昌典、　　　　　
宮西麻紀、木庭優佳、 
勝山優行

訪日外国人に対する快適
レンタカーサポートセット 大阪府

株式会社スタジオーネ63 長岡真子、瀬尾友光加、　　　　
西村りえ、加藤菜月

よりよいMUD製品づくりのた
めの営業活動　補助ツール 東京都

朝日印刷株式会社 鏡　生子、山森真弓
OTC医薬品（一般用医薬品）
の服用をサポートする
パッケージ

富山県

学生

大阪市立デザイン教育研究所 田中正太郎
地下鉄非常時のススメ 
Metro Emergency Guide 
Book

大阪府

大阪市立デザイン教育研究所 冨安彩梨咲 遊んで覚える！手話カード 大阪府

大阪市立デザイン教育研究所 山下綾加 ずっと一緒のための…
うちの子避難マニュアル 大阪府

佳 作

一般

日本印刷株式会社 髙木雅人 おもてなし３ヶ国ガイドブック
（フランス・タイ・ベトナム） 岐阜県

大阪シーリング印刷株式会社

白川　舞、相田智孝、　　　　　
岡田智子、住吉恵利花、　　　　
西田あゆみ、坂本綾香、　　　　
久保祐大

「ごちそうさまバッグ」で
ポイ捨てのない食べ歩き 大阪府

株式会社ベッセルプリンティング 横山展明 地震がおきたら 広島県

株式会社マルワ 企画制作部 ユニバーサルデザインすごろく 愛知県

株式会社スタジオーネ63 安倍光樹 ポケット緊急対応マニュアル 東京都

株式会社フジプラス 守屋穂奈美、山口莉加、　　　　
三島彩香

外国人と読みたい！
カルチャーブック 大阪府

学生

バンタンデザイン研究所 結城　賢 訪日外国人のための
熱中症対策うちわ 大阪府

専門学校浜松デザインカレッジ 大塚源理 60代から考える運転免許返納 静岡県

専門学校浜松デザインカレッジ 加藤亜依 うでメモ 静岡県

静岡デザイン専門学校 大古田怜奈、杉山琴音、　　　　
望月麻衣 ペーパードライバーマーク 静岡県

静岡デザイン専門学校 眞野桃華 シアターマナー ver. JPN 静岡県

静岡デザイン専門学校 牧野衣見子 おくすりナンデーモ 静岡県

審査結果
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応募総数170点（一般：59点、学生：111点）



経済産業
大臣賞

一般の部

視覚障がい者への　
声のかけ方　学習セット
大阪シーリング印刷株式会社
中原聡美、福尾有希望、河澄香菜子、池田由佳、柴田みお、
乗松めぐみ、平田義二、米田友規子

　視覚障がい者へのより良い配慮やコミュニケー
ションを学ぶための学習ツールです。駅で、道路
で、店の中で、困っている視覚障がい者に対して、
私たちは手助けをしたいのになかなか行動を起こす
ことができません。
　視覚障がい者は困ったときに周りに助けてくれる

人がいるか気付けないので、私たちから声をかける
ことが重要です。その最初の一歩をサポートするこ
とが、本作品の目的です。
　誰にでもわかりやすいイラストや、使いやすさを
配慮したアイテムで学習への取り組みやすさを追求
しました。

工夫点
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　視覚障がい者への声のかけ方を学べる教材とし
て、学校の授業で広く活用することができる点が大
きく評価できる。このような作品は、児童・生徒が
ＭＵＤに対して興味をもって学ぶことができるため、

学校の先生方からの期待も大きく、デザイン面に改
良の余地があるが、是非製品化され、世の中に普及
されることを期待したい。

講　評

5



　感染症についての理解を深められる小冊子を製
作。漢字にはすべてルビをふり、難しい言い方にな
らないよう分かりやすい表現を心がけた。

　また、イラスト等は色覚異常の人でも見やすい配
色にしている。

学生の部

知ろう、感染症のこと
岡山県立大学
田上明莉

工夫点
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経済産業
大臣賞



　感染症について手軽に手にとって読むことができ
る冊子であり、非常に明快でわかりやすく書かれて
いる。表紙に描かれているキャラクターもポップで
印象に残りやすく、中身を読みたいと思わせるよう
な存在感の大きな作品であることも評価できる。多

くの方に伝えるべき情報を確実に伝える「情報保
障」の観点からも、本作品は印刷物とテーマ設定の
良さに読みやすさが三位一体となっており、学生の
応募作品としては秀逸である。

講　評
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優 秀 賞

一般の部

訪日外国人に対する快適
レンタカーサポートセット
大阪シーリング印刷株式会社
大町瑞穂、杉原啓二、増山由佳、籠谷昌典、宮西麻紀、
木庭優佳、勝山優行

　訪日外国人が日本で自動車を運転する場合、日本
の交通法規に則って運転をしなければならないが、
本作品はそのルールをわかりやすくまとめており、

外国人が困らないように配慮されているところが評
価できる。ただ、色づかいが不十分な点があり、改
良の余地がある。

　訪日外国人がレンタカーを利用する際に、トラブ
ルにならないようにサポートするツールです。国に
よる違いでうまく伝わらない交通ルールや、ドライ
ブ中の困りごとをわかりやすく手助けする内容です。

　外国人にとって快適なドライブにすることで、問
題となっているレンタカーの事故の減少につながる
のではないかと考え、本作品を作成いたしました。

工夫点

講　評
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優 秀 賞

一般の部

よりよいMUD製品づくりの
ための営業活動補助ツール
株式会社スタジオーネ63
長岡真子、瀬尾友光加、西村りえ、加藤菜月

　グループ会社、営業担当者に向けたアンケートを
行った結果、制作担当者以外の部署やお客様のＭＵ
Ｄ関連の知識・理解の低さ、曖昧さを感じました。
そこで、今後よりよいＭＵＤ製品を増やすために、
営業担当者やお客様に向けたＭＵＤの説明ツールを

制作しました。
　製品づくりに関わるすべての人がＭＵＤを意識す
ることで、多くの人に読みやすい・わかりやすい商
品を届けること、世の中にＭＵＤ製品を増やすこと
が目標です。

工夫点

講　評

　営業ツールとして非常に有用であるし、一般の方
だけでなく学生にも配布することでＭＵＤへの配慮
が深まることが期待できる。また、コストも低廉で

済む点も良い。一般の方や高齢者への見やすさに配
慮すると更に良い製品となる。
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グループ会社、営業担当者に向けたアンケートを行った結果、制作担当者以外の部署や
お客様のMUD関連の知識・理解の低さ、曖昧さを感じました。そこで、今後よりよいMUD
製品を増やすために営業担当者やお客様に向けた、MUDの説明ツールを制作しました。

内容

作成意図

よりよいMUD 製品づくりのための営業活動補助ツール

H1：表紙・MUDについて・5原則など
　　「MUDとは何か」
中面：項目別 詳細説明
　　「困っている人がどれだけいて
　　 どのようなことで困っているのか」
H4：改善例・営業への誘導
　　「どうすれば見やすいデザインを
　　 つくれるのか」

活用方法
・営業担当者が読みMUDを理解する
・営業担当者からお客様へ配布・説明
・MUD製品の企画、提案へ　　など

製品づくりに関わるすべての人がMUDを意識することで、多くの人により読みやすい・
わかりやすい商品を届けること、世の中にMUD製品を増やすことが目標です。

目標

制作物 1 MUD 紹介リーフ

▶MUDを紹介するツールとして
説得力のある見やすいデザインを
意識しました。
▶色覚障がい者にも見やすいよう
に、ベースを青、ポイントを黄色
になるように配色を考えました。
▶A3で簡潔させるため、要点を
絞り、見え方もスッキリするよう文
字サイズやポイントのつけ方など
できるだけ揃えました。

配慮した点



一般の部

OTC医薬品（一般用医薬品）の
服用をサポートするパッケージ
朝日印刷株式会社
鏡　生子、山森真弓

　一般的に薬のパッケージは見分けがつきにくいが、
本作品のようにパッケージに大きな文字で病名が書
かれていれば誤飲の恐れもなくなり、患者にとって

非常に有益である。印刷が社会貢献できる良い例で
あり、是非とも製品化され、市場に流通することを
期待したい。

　OTC医薬品は、薬局・薬店・ドラックストアなど
で販売されている医薬品です。病気やケガの症状が
あれば、病院へ行かなくても店頭で選んで購入でき
る身近な存在です。ですが、医薬品は効き目（効能・
効果）だけでなく副作用というリスクも併せ持って
います。特に内服薬の重い副作用では死に至ること

もあります。ですから、内服薬を使用するときは正
しく使用することがとても大切になります。
　『セルフメディケーション』時代に合った、誰もが
安心して内服薬を使用できるようサポート機能を
持ったパッケージをデザインしました。

工夫点

講　評
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優 秀 賞



学生の部

地下鉄非常時のススメ
Metro Emergency Guide Book
大阪市立デザイン教育研究所
田中正太郎

　知っているようで知らない地下鉄での非常時の基
本的な対応をピックアップし、Ｑ＆Ａ方式でまとめ
ました。実際に地下鉄の駅員さんに何度かインタ
ビューさせて頂き、そのお話を元に制作しています。
　耐久性・耐水性に優れ、環境にも優しいストーン
ペーパーを使用。災害などの非常時でも破れにくく、
雨の中でも問題なく使用できます。いつ非常事態に
巻き込まれるかわからないため、普段から持ち運ん

でも邪魔にならないカバンの内ポケットや服のポケッ
トに入る大きさです。
　とても重要なことですが、非常時には忘れられが
ちな「共助」という考え方を紹介しています。
　色覚障害の方にも見やすいように色や文字にも配
慮し、さらにピクトグラムも使用してレイアウトし
ました。

工夫点

講　評

　地下鉄は日本人でも都会に住んでいると身近だ
が、地方に住んでいる方には馴染みが薄い。本作品
はそういった地下鉄に馴染みが薄い方にとっても非

常時への対応方法が明快に書かれており、大地震な
ど有事の際にタイムリーに活用することができる優
れた作品である。
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優 秀 賞



学生の部

遊んで覚える！手話カード
大阪市立デザイン教育研究所
冨安彩梨咲

　手の動きを示す矢印の扱い方や色彩デザインに難
はあるものの、イラストと書体の高い親和性や手話
をカード形式で提案した点については評価できる。

遊びの要素を入れ、「楽しく、わかりやすく学ぶ」こ
とができるツールは今まであまり作品として出てい
ないので、改良を重ねていっていただきたい。

　聴覚障害者が増加している日本では、今後音声を
使わずコミュニケーションをとる必要のある場面が
増えるのではないかと考えます。そのときの手段の
一つとしてあげられるのが「手話」です。そこで、
子どもが楽しみながら手話を覚えられるカードゲー
ムを考えました。
・色覚障害があっても遊びやすいよう、色遣いや異
なる縁のデザイン、顔が女の子と男の子など、判別

しやすいデザイン
・日本語、英語の両方を表記
・情報が伝わりやすいよう、無駄な装飾を付けない
・日本で多く使われている「日本語対応手話」と世
界共通である「国際手話」を、カードの色を変える
ことで判別しやすくしている
・２種類の遊びができる（「見つけて！ビンゴ」「ジェ
スチャークイズ」）

工夫点

講　評
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優 秀 賞

おな いみ あ

み

つた

おな いみ あ

み

つた

おな いみ あ

み

つた



学生の部

ずっと一緒のための…
うちの子避難マニュアル
大阪市立デザイン教育研究所
山下綾加

　「同行避難は難しい」という印象にならないよう
に、１画面ごとの情報が多くなりすぎないようにし
た。また、文は少なめにし、イラストで伝わるよう
にした。
　避難の様子は順序よく紹介することで誰でもわか

りやすいようにした。「避難時の周囲の人の気持ち」
を書くことで、他の避難マニュアルとの差を意識し
た。青系・黄系の色でまとめて、誰が見ても差が出
るように、わかりやすいようにした。

工夫点

講　評

　動物に関する避難所のマニュアルという視点は新
しく、ペットを飼っていない方に対してもペットに
関する偏見をなくして正しい情報が伝わる良い作品

である。こういった作品が広まることによって、避
難所を開設する側のペットに対する意識も変わって
いくことを期待したい。
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優 秀 賞



佳　作
一般の部

おもてなし３ヶ国ガイドブック
（フランス・タイ・ベトナム）

日本印刷株式会社
髙木雅人

　色づかいに若干の難点があ
るが、文化的な違いも含め、
内容的に良くできている。英
語・中国語・韓国語圏以外の
外国語を話す外国人観光客も
実際には多くおり、その方々
のコミュニケーションを円滑
化している点も加点ポイント
となっている。

講　評

「ごちそうさまバッグ」で
ポイ捨てのない食べ歩き
大阪シーリング印刷株式会社
白川　舞、相田智孝、岡田智子、住吉恵利花、西田あゆみ、坂本綾香、久保祐大

　袋の造りが非常に立派。食
べ歩きが全国の観光地で一般
的になってきている現在、ゴ
ミの散乱を防ぐという目的を
叶えるのはもちろん、印刷会
社が行うプロモーションとし
ては面白い取り組みであり、
地域密着で理にかなっている。

講　評
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　外国人は来日するまで一度
も地震を経験したことがない
方がほとんどであり、その外
国人が初めて地震に遭遇した
際、見てすぐに理解できるよ
うにシンプルな構成となって
いる点が評価できる。

講　評

　項目がユニバーサルデザイ
ンから離れているのが多いの
が残念だが、遊びながら学べ
るという点は良い。コミュニ
ケーションの導入ツールとし
ては的確だと思う。

講　評

地震がおきたら
株式会社ベッセルプリンティング
横山展明

ユニバーサルデザインすごろく
株式会社マルワ
企画制作部

佳　作
一般の部
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すごろくのすすめ方

自己紹介して、すきな色をいう
指導者の話を聞く

⬇
自分のコマをつくる

⬇
ジャンケンをして勝った人か
ら時計回りにサイコロをふる

⬇
サイコロの数だけすすんで、
止まった位置の指示に従う

と書いてあるところは、
番号のカードを読む

⬇
拍手
⬇

次の人がサイコロをふる　

右ききですか、
左ききですか

あなたのまわりの
ユニバーサル

デザインを１つ
あげてください

早口ことば
「トナリノキャクハ 

ヨクカキクウ
キャクダ」と２回
言ってください

右隣の人の
血液型を

当ててください

好きな色の組み
合わせは何色と

何色ですか

どんな動物が
好きですか

信号機の右側は
何色ですか

何のマークか
分かりますか

みんなで
深呼吸を２回
してください

あなたのクセは
何ですか

白いつえを
持っている人に肩を
かしてあげたので

４つすすむ

花の名前を
５つ

あげてください

あなたのまわりの
ユニバーサル

デザインを１つ
あげてください

好きなスポーツは
何ですか

あなたに似合う
色は何色ですか

今までに一番
うれしかったことは

何ですか

同じ赤いリンゴ
でも見え方は

違うよ

一番仲の良い
友だちにいま何を
してあげたいと

思いますか

何のマークか
分かりますか

今ほしいものは
何ですか

黒板に書くチョーク
は何色が見やす

いですか

どんな食べ物が
好きですか

あなたのまわりの
ユニバーサル

デザインを１つ
あげてください

あなたのまわりの
ユニバーサル

デザインを１つ
あげてください

お年寄りに
親切にしてあげた
ことは何ですか

遠回りコースへ

魚の名前を
１つ

あげてください

一生のうちで
やってみたい

ことは何ですか

あなたのきらいな
ものは何ですか

何かスポーツを
していますか

好きなマンガは
何ですか

あなたを動物に
たとえたら
何ですか

何のマークか
分かりますか

家に帰ったら
まず何をしますか

先週の日曜日
何をして

いましたか

色の見え方は
人それぞれだから、
色の名前がかいて

あるといいね

あなたの好きな
ところは

どこですか

何によって
季節を感じますか

あなたの特技は
何ですか

何のマークか
分かりますか

犬を飼ったら
何という名前に

しますか

老眼のお父さんが
シャンプーとリンス
をまちがえたので

３つもどる

好きな教科は
何ですか ジャンピング

ボード

ブラック
ボックス

4つすすむ

床に段差があって
つまづいたので

２つもどる

2つもどる

3つもどる

車いすを使っている人
に声をかけることが

できたので
３つすすむ

3つすすむ

ジャンピング
ボード

ジャンピング
ボード

あなたのまわりの
ユニバーサル

デザインを１つ
あげてください

美しいと
思うものは
何ですか

野菜の名前を
５つ

あげてください

おいしいと
思うものは
何ですか

START
スタート

GOAL
ゴール

カ
ー
ド

カ
ー
ド

カ
ー
ド

カ
ー
ド

カ
ー
ド

カ
ー
ド

ユニバーサル
デザイン

すごろく
１

２

３

４

５

1

赤 緑 水色 ピンク

赤 緑 水色 ピンク

好きな色の組み合わせは
何色と何色ですか

色覚障がいの方は色の組み合わせに
よって、区別しにくい色があります。
たとえば、多くの方が見分けられる水
色とピンク、赤と緑といった色の組み合
わせは区別がしにくい色です。

多くの方の見え方

色覚障がいの方の見え方

3
同じ赤いリンゴでも
見え方は違うよ



カ
ル
チ
ャ
ー
フ
ッ
ク

外
国
人
と
一
緒
に
読
み
た
い！

日
本
人っ
て

み
ん
な
マ
ス
ク

し
て
る
の
!?

Culture book

　AEDの使用方法・止血の仕
方について、コンパクトにま
とまっていて良い。限られた
スペースに必要な情報が整理
されている点と、横長で読み
やすい形態であることが評価
できる。

講　評

　デザインも見やすく、コン
パクトにメッセージが伝わる
が、西洋人以外の外国人に対
する記述もあったほうが良い。

講　評

ポケット緊急対応マニュアル
株式会社スタジオーネ63
安倍光樹

外国人と読みたい！カルチャーブック
株式会社フジプラス
守屋穂奈美、山口莉加、三島彩香

佳　作
一般の部
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あいさつ greeting

We bow when we greet.
The origin is to show that you are not hostile by holding 
your head out.

They hug and shake hands.
The origin is to make sure that you don't have a gun or a 
sword.

3 4

お辞儀をします。
自分の首を差し出して、相手に敵意がないことを表す行動 
が由来です。

ハグや握手をします。
銃や剣を持っていないことを確認しあう行動が由来です。

お風呂  bath

We relieve our daily fatigue by soaking in the bathtub. In 
Japan, where there are many volcanoes, there are hot 
springs all over the country, making it an important place to 
visit with family and friends.

Their purpose is to get rid of dirt on their bodies, so they 
easily take a shower. Water is very precious, so I don't have 
a habit of soaking in the bathtub frequently.

9 10

湯船に浸かることで日々の疲れを癒します。また、火山
が多い日本には各地に温泉があり、家族や友人と訪れる
大切なコミュニケーションの場となっています。

体の汚れを落とすことが目的なので、簡単にシャワー
で済ませてしまいます。水がとても貴重なこともあり、 
頻繁に湯船につかる習慣はありません。

55 56

麺をすする noodle-slurping

We slurp noodles like Soba and Ramen.It is to cool the 
noodles served hot well by slurping them together with air.

It is not polite to make a noise while eating.
In the first place, they can't slurp.

ずず…

ずずず…

蕎麦やラーメンなどの麺類は音を立ててすすりながら
食べます。アツアツで提供される麺を空気と一緒に
すすることで上手に冷ますためです。

食事中に音をたてることはよしとされていません。
まずすすれない…



　日本の厳しい暑さを日本に
到着後すぐに認識できるツー
ルとして、最適だと思う。
2020年夏の東京オリンピッ
クの際には非常に有力な媒体
になると感じている。是非日
本語版も作って欲しい。

講　評

　高齢者に運転を考え直すきっかけをつくるツールとしては良いのだが、
MUDへの配慮も含め、デザインにもう少し工夫が欲しい。

講　評

訪日外国人のための熱中症対策うちわ
バンタンデザイン研究所
結城　賢

60代から考える運転免許返納
専門学校浜松デザインカレッジ
大塚源理

佳　作
学生の部
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駐車が苦手マーク

駐車に不安がある方向け。
時間のかかる方、まっすぐ止めるのが苦手な方な
ど幅広くカバーします。

そんなあなたには…

駐車待ちの人がいると焦って上手く停められない…。

何度も切り返しちゃって、駐車の流れを止めがち。

文字有りver文字無しver

佳　作
学生の部

うでメモ

　ポストイットとは違った用
途で使える媒体として魅力的
に感じる。デジタルの時代に
メモ書きというアナログな方
法で身につけられるという点
が斬新である。使い方の具体
例があると良い。

講　評

ペーパードライバーマーク

　若葉マークやもみじマークよりも心がなごむデザインで良い。
ただ、文字があったほうがより認識されやすいと思う。

講　評

専門学校浜松デザインカレッジ
加藤亜依

静岡デザイン専門学校
大古田怜奈、杉山琴音、望月麻衣

18

お先にどうぞマーク

あまりスピードを出せない方向け。
煽られることへの心配等もあるので、お先にどうぞと
いう意味を付加し、スムーズに走りたい人にも配慮。

そんなあなたには…

煽り運転が怖いし、追い越しするのも苦手なんです。

赤ちゃんや子供がいるので、ゆっくり走りたい。

文字有りver文字無しver

カーブが苦手マーク

カーブ、特に右折を躊躇してしまう方向け。
後ろで待っている人を気にかけすぎて、焦ることを少
しでも減らしたいという思いがあります。

そんなあなたには…

右折の時、タイミングが掴めなくて後ろに迷惑かも。

曲がるとき、すごくゆっくりになってしまうんです。

文字有りver文字無しver



お薬、サプリメント、健康食品、副作用、飲み合わせ
なんでーーもわかるアプリ！

静岡デザイン専門学校　イラストレーションコース
牧野 衣見子

　文字が小さすぎて視認性に
欠けるが、イラストを含めた
デザインそのものは楽しさが
出ていて良い。

講　評

　飲み合わせの確認は素人ではほとんどできない
ため、この確認を行うことができるアプリの提案
は大変素晴らしい。

講　評

シアターマナー　ver.JPN
静岡デザイン専門学校
眞野桃華

おくすりナンデーモ
静岡デザイン専門学校
牧野衣見子

佳　作
学生の部
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お薬手帳

利用者データ

お薬検索 お薬カレンダー

設定その他

きっかけ
「日本人は薬に頼りすぎ」と言われていますが、理由の一つとして、国民全員が平等に医療
を受けられる国民皆保険制度があります。私も毎日薬に頼っている一人です。
幼い頃からアレルギー性鼻炎の私は、強さの違う２種類のアレルギーの薬を併用して服用し
ていました。もちろんアレルギーだけの病気で生きてきたわけではないので、様々な症状で
医療機関を受けてきました。そんな時、医師から副作用も飲み合わせも説明されていない薬
を知らずに飲んで苦しんだことがあります。その時はインターネットで検索してもしっかり
とした情報が手に入らず、もともと時間を作って通院していた私にとってもう一度受診する
時間などありませんでした。その時は３日ほどで症状が治りましたが、長い間恐怖との戦い
でした。
私と同じような体験をした人はこの世界に多くいると思います。そんな人を少しでも安心で
きるように助けたいと思い、このアプリケーションを制作したいと考えました。

現状
●副作用がわからない
●飲み合わせがわからない
●飲み方がわからない
●サプリメントや健康食品にも飲み合わ
　せや食べ合わせがあることを知らない

効果
●副作用がすぐわかる
●飲み合わせがすぐわかる
●飲み方をわかりやすく教えてくれる
●サプリメントや健康食品の副作用や飲み合
　わせも細かく調べられる
●お薬手帳が携帯ですぐにわかる
●自分だけではなく家族のお薬手帳も登録で
　きる
●カレンダー機能やアラーム設定ができるの
　で飲み忘れが起こらない

CMYK P型(1型)色覚 D型(2型)色覚

一番左のものがアプリのアイコンになります。緑のやわらかい印象の色を使用しています。
この色はアプリの中での文字や図の基本となっている色です。また、P型(1型)色覚・D型(2
型)色覚でもわかるように配慮がされているアプリケージョンになっています。
全体的に文字が大きめなので誰にでもわかりやすく見やすくなっています。

このアプリを開いたときに最初に出てくる画面になります。

●利用者データ
　このアプリを利用し、お薬手帳を登録して
　いる人の情報が見れます。
●お薬検索
　処方箋、市販薬、サプリメント、副作用な
　ど様々なお薬に関する検索ができます。
　利用者データがなくても検索できます。
●お薬カレンダー
　利用者データに登録しているお薬をカレン
　ダーに反映できます。いつ飲んだか、何時
　に飲んだかの記録やアラームの設定が行え
　ます。
●その他
　お薬に関する基礎的な知識や健康状態など
　に関する知識を学べたりします。
●設定
　このアプリの設定が行えます。

利用者データ 家族登録戻る

薬剤　太郎

薬剤　花子

薬剤　桃子

薬剤　弘樹

薬剤　健太

薬剤　太郎

利用者データ 削除戻る

服用中 お薬履歴 お薬登録

2018年4月
17日

8日

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

2018年3月
29日

20日

16日

10日

2日

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

□□病院　耳鼻科　アレロック　7日分

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

●■病院　皮膚科　プロトピック　1ヵ月分

利用者データ戻る

服用中 お薬履歴 お薬登録

処方箋やお薬情報に記載されている
QRコードをカメラで読み取ると

利用者データのお薬手帳に登録されます。

QRコードを読み取る

薬剤　太郎

利用者データ 削除戻る

病 院 名

医 師 名

診 療 科

処 方 日

服用開始日

服用終了日

お 薬 名 前

服 用 期 間

服 用 間 隔

１度に服用する量

服 用 時 間

○○病院

山田　なおき

内科

2018/09/27

2018/09/27

2018/10/04

ロキソニン

1週間(7日分)

痛いときだけ

朝・夜

２錠

病 院 名

医 師 名

診 療 科

処 方 日

服用開始日

服用終了日

お 薬 名 前

服 用 期 間

服 用 間 隔

１度に服用する量

服 用 時 間

□□病院

森田　ひでお

耳鼻科

2018/08/14

2018/08/14

2018/8/21

アレロック

1週間(7日分)

毎日

朝・昼・夜

1錠

服用中 お薬履歴 お薬登録

お薬手帳

アプリのホーム画面の「利用者データ」を
押すとこの画面が表示されます。
ここでは登録されている利用者の一覧が選
択できるようになっています。また、自分
のデータだけでなく、母や父、祖父・祖母
などのデータも登録することができます。
名前だけではなく、自分好みのアイコンも
このアプリに入っている画像や自分の写真
フォルダに入っている画像から選択でき、
わかりやすくなっています。

利用者データの一人を押すとこの画面が表
示されます。
ここでは画面下の「服用中」「お薬履歴」「お
薬登録」の３つに別れています。
服用中の画面には現在服用しているお薬手
帳が見れます。お薬手帳には病院名・医師名・
診療科・処方日・服用開始日・服用終了日・
お薬名前・服用期間・服用間隔・服用時間・
1度に服用する量が確認できます。
お薬手帳を選択すると薬についてなどの詳
しい情報も見ることができます。

お薬履歴の画面には過去に服用していたお
薬手帳の情報が確認できます。
表示されているのは病院名・診療科・お薬
名前・服用期間だけですが、タップし押せ
ばもっと詳しい情報が確認できます。

お薬登録の画面では処方箋やお薬情報に記
載されている QR コードを読み取ることに
よって利用者データのお薬手帳に登録する
ことができます。
また、QR コードがない場合でも手動で登
録することもできます。( サプリメントや
健康食品も登録できます。)

● 利用者データ ●

利用者データ 家族登録戻る

薬剤　太郎

薬剤　花子

薬剤　桃子

薬剤　弘樹

薬剤　健太

薬剤　太郎

利用者データ 削除戻る

服用中 お薬履歴 お薬登録

2018年4月
17日

8日

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

2018年3月
29日

20日

16日

10日

2日

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

□□病院　耳鼻科　アレロック　7日分

○○病院　内科　ロキソニン　7日分

●■病院　皮膚科　プロトピック　1ヵ月分

利用者データ戻る

服用中 お薬履歴 お薬登録

処方箋やお薬情報に記載されている
QRコードをカメラで読み取ると

利用者データのお薬手帳に登録されます。

QRコードを読み取る

薬剤　太郎

利用者データ 削除戻る

病 院 名

医 師 名

診 療 科

処 方 日

服用開始日

服用終了日

お 薬 名 前

服 用 期 間

服 用 間 隔

１度に服用する量

服 用 時 間

○○病院

山田　なおき

内科

2018/09/27

2018/09/27

2018/10/04

ロキソニン

1週間(7日分)

痛いときだけ

朝・夜

２錠

病 院 名

医 師 名

診 療 科

処 方 日

服用開始日

服用終了日

お 薬 名 前

服 用 期 間

服 用 間 隔

１度に服用する量

服 用 時 間

□□病院

森田　ひでお

耳鼻科

2018/08/14

2018/08/14

2018/8/21

アレロック

1週間(7日分)

毎日

朝・昼・夜

1錠

服用中 お薬履歴 お薬登録

お薬手帳

アプリのホーム画面の「利用者データ」を
押すとこの画面が表示されます。
ここでは登録されている利用者の一覧が選
択できるようになっています。また、自分
のデータだけでなく、母や父、祖父・祖母
などのデータも登録することができます。
名前だけではなく、自分好みのアイコンも
このアプリに入っている画像や自分の写真
フォルダに入っている画像から選択でき、
わかりやすくなっています。

利用者データの一人を押すとこの画面が表
示されます。
ここでは画面下の「服用中」「お薬履歴」「お
薬登録」の３つに別れています。
服用中の画面には現在服用しているお薬手
帳が見れます。お薬手帳には病院名・医師名・
診療科・処方日・服用開始日・服用終了日・
お薬名前・服用期間・服用間隔・服用時間・
1度に服用する量が確認できます。
お薬手帳を選択すると薬についてなどの詳
しい情報も見ることができます。

お薬履歴の画面には過去に服用していたお
薬手帳の情報が確認できます。
表示されているのは病院名・診療科・お薬
名前・服用期間だけですが、タップし押せ
ばもっと詳しい情報が確認できます。

お薬登録の画面では処方箋やお薬情報に記
載されている QR コードを読み取ることに
よって利用者データのお薬手帳に登録する
ことができます。
また、QR コードがない場合でも手動で登
録することもできます。( サプリメントや
健康食品も登録できます。)

● 利用者データ ●
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この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、
印刷事業において発生する CO₂ 全てをカー
ボンオフセット（相殺）した「CO₂ ゼロ印刷」で
印刷しています。また、FSC®森林認証紙に ノ
ン VOC インキ（石油系溶剤 0%）など印刷資
材と製造工程が環境に配慮されているグリー
ンプリンティング認定工場で印刷しています。
メディアのユニバーサルデザインを推進する
NPO 法人メディア・ユニバーサル・デザイ
ン協会が「より多くの方が使いやすく見やすい
メディア」であると認めた印刷物です。
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