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出展社名 出展方法 小間番号 出展社名 出展方法 小間番号

　　ア 　　ク

アース製薬（株） Web出展のみ － （株）クレアクト 小間出展 A-510

アーバン警備保障（株） 小間出展 A-508 （株）クレッセント 小間出展 A-603

アイ・ソネックス（株） Web出展のみ － グローリープラン（株） 小間出展 A-407

アイリスチトセ（株） 小間出展 A-103 　　ケ

朝日産業（株） 小間出展 A-609 （株）ケアコネクトジャパン 小間出展 A-505

アタム技研（株） 小間出展 A-504 ケアメディックス（株） 小間出展 B-504

（株）アテックス 小間出展 B-205 （株）ケアリング 小間出展 A-405

（株）アド 小間出展 B-508 （株）ケープ Web出展のみ －

アビリティーズ・ケアネット（株） 小間出展 B-510 　　コ

（株）アマノ 小間出展 A-106 （株）コアテック 小間出展 A-202

（株）アルコ・イーエックス 小間出展 A-711 SIAA／抗菌製品技術協議会 小間出展 A-212

安寿／アロン化成（株） 小間出展 A-105 弘進ゴム（株） 小間出展 A-210

　　イ （公財）高知県産業振興センター 小間出展 A-202

（株）いうら 小間出展 A-409 （有）工房Ryo 小間出展 B-303

（株）イノフィス 小間出展 B-401 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 Web出展のみ －

医療・介護ベッド安全普及協議会 小間出展 B-312 （有）コス・インターナショナル Web出展のみ －

（株）岩田製作所 Web出展のみ － （株）コムラ製作所 小間出展 B-301

インタアクト（株） Web出展のみ － 　　サ

　　ウ （株）サイ 小間出展 A-402

ウィズワン（株） 小間出展 B-704 酒井医療（株） 小間出展 A-317

（株）ウェル・ネット研究所 小間出展 B-201 （有）貞苅椅子製作所 小間出展 A-407

（株）ウェルファン 小間出展 B-801 （有）サテライト 小間出展 B-801

（株）内田洋行 小間出展 A-802 （株）サンコー Web出展のみ －

宇都宮製作（株） Web出展のみ － 　　シ

　　エ ジーコム（株） 小間出展 A-618

（株）エースシステム 小間出展 A-704 シーホネンス（株） 小間出展 B-103

（株）エクセルエンジニアリング 小間出展 A-507 ジェイセップ九州（有） 小間出展 A-310

SFA Japan（株） 小間出展 A-608 （株）JT-senior Web出展のみ －

（株）HM Products 小間出展 A-408 （株）ジェイテクト 小間出展 B-802

（株）NSK 小間出展 A-616 微笑（ほほえみ）（株）シコク 小間出展 B-404

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 Web出展のみ － 静岡金属工業（株） Web出展のみ －

NDソフトウェア（株） 小間出展 A-801 （株）島製作所 小間出展 B-703

（株）エルエーピー 小間出展 A-311 住宅防火対策推進協議会 小間出展 A-104

（株）エンドウ商事 小間出展 B-608 （国研）情報通信研究機構 小間出展 A-803

　　オ （株）シルバー産業新聞社 小間出展 A-808

ピューラックス／（株）オーヤラックス 小間出展 A-502 シルバー新報（環境新聞社） 小間出展 A-810

　　カ シンエイテクノ（株） 小間出展 B-801

介援隊 小間出展 B-501 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 小間出展 A-401

快歩主義 小間出展 A-601 （株）シンエンス 小間出展 B-706

花王（株） 小間出展 A-606 新光産業（株） 小間出展 B-311

（有）ガジェット広島 小間出展 B-313 新東工業（株） 小間出展 A-710

（株）カスタム 小間出展 A-304 　　ス

KAZEN 小間出展 A-206 （株）スギヤス／Bishamon 小間出展 B-102

（株）カワムラサイクル 小間出展 B-804 スマート介護／プラス（株）ジョインテックスカンパニー 小間出展 A-101

　　キ 澄建設（有） SUNSUMI 小間出展 B-310

Keeogo Japan（株） 小間出展 B-606 住商モンブラン（株） 小間出展 A-501

キシ・エンジニアリング（株） 小間出展 B-702 （株）諏訪田製作所 小間出展 A-305

（株）キャロッツシステム 小間出展 A-703 （株）スワニー 小間出展 B-607

（株）QOLサービス 小間出展 A-805 　　セ

近鉄スマイルライフ（株） 小間出展 B-507 （株）星光医療器製作所 小間出展 B-601

　　ク 積水ホームテクノ（株） 小間出展 B-403

Guidosimplex Japan 小間出展 B-614 セパレーターシステム工業（株） 小間出展 A-503
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　　セ 　　ニ

（福）全国社会福祉協議会 出版部 小間出展 A-806 日本ケアリフトサービス（株） 小間出展 B-201

仙台フィンランド健康福祉センター Web出展のみ － （株）日本コンピュータコンサルタント 小間出展 A-705

　　ソ 日本精密測器（株） 小間出展 A-204

（株）総合サービス 小間出展 A-610 認定NPO法人 日本セルプセンター 小間出展 A-905

　　タ （一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA） 小間出展 A-809

（株）第一興商 小間出展 A-203 （公社） 日本理学療法士協会 小間出展 A-404

（株）タイカ 小間出展 B-104 　　ノ

大同工業（株） 小間出展 B-307 （株）ノアコンツェル 小間出展 A-707

ダイハツ工業（株） Web出展のみ － 　　ハ

（株）ダイヤコジャパン 小間出展 A-102 （株）バイオシルバー 小間出展 A-804

タカノ（株） 小間出展 B-804 （株）ハイテックシステムズ 小間出展 A-701

（株）竹虎 小間出展 B-402 （株）ハイビックス Web出展のみ －

田島ルーフィング（株） Web出展のみ － （株）ハイレックスコーポレーション 小間出展 B-202

田辺プレス（株） 小間出展 B-705 ハカルプラス（株） Web出展のみ －

TANO 小間出展 A-315 橋本エンジニアリング（株） 小間出展 B-505

（株）タマツ Web出展のみ － パナソニック（株） Web出展のみ －

（株）ダンロップホームプロダクツ 小間出展 B-805 （有）ハニーインターナショナル 小間出展 A-313

　　チ 濱田産業（株） 小間出展 A-509

（株）近澤製紙所 小間出展 A-202 パラマウントベッド（株） 小間出展 A-506

Chatwork（株） Web出展のみ － パンテーラ・ジャパン（株） 小間出展 B-502

　　ツ 　　ヒ

（株）つえ屋 小間出展 B-604 （株）ピーエーエス 小間出展 B-611

　　テ bFaaaP 小間出展 B-707

（株）ティグ 小間出展 B-613 （株）ビック・バン 小間出展 B-308

DIPPERホクメイ（株） 小間出展 B-406 　　フ

（株）テクノスジャパン 小間出展 A-709 ファイン（株） 小間出展 A-307

（有）テクノム 小間出展 A-208 （株）FUJI 小間出展 B-304

（株）テラモト 小間出展 A-211 （有）フジオート 小間出展 B-708

　　ト 富士通Japan（株） Web出展のみ －

東京ガス（株） Web出展のみ － フジホーム（株） 小間出展 B-603

東京体育機器（株） 小間出展 A-406 （有）フセ企画 小間出展 A-306

（公財）東京都福祉保健財団 小間出展 A-807 （株）フューチャーインク 小間出展 A-615

（公社）東京都理学療法士協会 小間出展 A-404 （株）プラスワン 小間出展 A-708

（学）東京理科大学 小間出展 B-401 （株）プラッツ 小間出展 B-405

東陽特紙（株） 小間出展 A-202 フランスベッド（株） 小間出展 B-207

トーテックアメニティ（株） 小間出展 A-617 FREE Bionics Japan（株） Web出展のみ －

TOTO（株） Web出展のみ － （株）プロモート 小間出展 A-607

トクソー技研（株） 小間出展 A-302 　　ヘ

トヨタ自動車（株） Web出展のみ － （株）ベテル 小間出展 A-205

（株）豊通オールライフ 小間出展 B-802 ペルモビール（株） 小間出展 B-315

豊丸産業（株） 小間出展 A-403 　　ホ

トリケアトプス／岡谷システム（株） 小間出展 A-605 本田技研工業（株） Web出展のみ －

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 小間出展 B-305 　　マ

　　ナ マッスル（株） 小間出展 B-306

（株）ナイト工芸 小間出展 B-602 マツダ（株） 小間出展 B-615

ナガイレーベン（株） Web出展のみ － （株）松永製作所 小間出展 B-803

ナカ工業（株） 小間出展 A-316 マップソリューション（株） 小間出展 A-604

　　ニ 松本ナース産業（株） 小間出展 A-612

西川（株） 小間出展 B-203 マツ六（株） 小間出展 B-101

日産自動車（株） Web出展のみ － （株）まもるーの 小間出展 A-614

日進医療器（株） 小間出展 B-806 （株）マリアンヌ製靴 小間出展 A-602

日本アサヒ機工（株） 小間出展 A-408 丸菱工業（株） 小間出展 B-503

（一社）日本ガス石油機器工業会 Web出展のみ － 　　ミ
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　　ミ

（株）ミキ 小間出展 B-612

（有）ミッツコミュニケーションズ 小間出展 A-706

（株）ミツヤコーポレーション 小間出展 A-308

MIRAIZ（株） 小間出展 A-702

　　メ

（株）名優 小間出展 B-302

（株）メディカルプロジェクト 小間出展 A-613

（株）メトス 小間出展 A-207

　　ヤ

矢崎化工（株） 小間出展 B-309

　　ユ

（株）ユーキ・トレーディング 小間出展 B-610

ユーバ産業（株） 小間出展 B-701

　　ラ

（株）ランダルコーポレーション 小間出展 B-206

　　リ

（株）LIXIL Web出展のみ －

リナック（株） 小間出展 B-204

（株）リハロ 小間出展 A-312

リンテック（株） 小間出展 A-314

　　レ

（株）レイクス２１ 小間出展 A-309

　　ロ

（独） 労働者健康安全機構 吉備高原医療リハビリテーションセンター 小間出展 A-201

　　ワ

（株）Y's craft 小間出展 A-303

（株）ワイズマン Web出展のみ －

　海外

B-TEMIA ASIA PTE.LTD／Singapore 小間出展 B-606

Ki Mobility／USA 小間出展 B-610

Panthera AB／Sweden 小間出展 B-502

Performance Health／USA 小間出展 B-506

RIFTON EQUIPMENT／USA 小間出展 B-510

VARILITE／USA 小間出展 B-609

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd.／China 小間出展 B-314
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