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休憩コーナー

マツダ（株）

Guidosimplex
Japan

日産自動車（株)

パラマウント
ベッド（株）

（国研）
情報通信
研究機構

（株）テクノス
ジャパン

（株）ケアコネクト
ジャパン

三菱電機
（株）

（株）Z-Works

ダブル技研
（株）

ハカルプラス
（株）

（株）
内田洋行

ジーコム
（株）

（株）エヌ
ジェイアイ

（株）
ZIPCARE

トーテック
アメニティ
（株）

（株）
ムトウ

安寿/アロン化成（株）
（株）アマノ

（株）
ハイレックス
コーポレーション

マツ六（株）ND
ソフトウェア（株）

積水
ホームテクノ（株）パナソニック（株） TOTO（株）

（株）ベネフィット
ジャパン

コニカ
ミノルタ
（株）

（株）
マクニカ

（株）日本
テレソフト

（有）
移動サポート

（株）エクセル
エンジニアリング

テラスユー
ケア（同）

（株）クレアクト

（株）東京信友

アーバン
警備保障（株）

（株）アルコ・
イーエックス

（有）礫川システム
デザイン事務所

（株）メディカル
プロジェクト

（株）メディカルスイッチ

（株）日立ケーイー
システムズ

電制コムテック（株）

トレンドマスター（株）

ネクストシステムラボラトリーズ（有）

濱田産業（株）

フットマーク（株）

キユーピー（株）

（有）ハニー
インターナショナル

（株）リリアム大塚

テクノホライゾン（株）

（株）リビングロボット

（株）イーフロー

（株）コンフォート

（株）バイオ
シルバー

東京ガス
（株）

新東
工業
（株）

京セラみらい
エンビジョン（株）

（有）ハーティー
・メッセージ

川村
義肢
（株）

アース製薬
（株）

オカ
（株）

NOK
（株）

（株）いうら
エア・

ウォーター
（株）

（株）
メトス

（株）アイガー産業

（株）
金星

（株）
ヤエス

（株）
日画

弘進
ゴム
（株）

フォーク
（株）

（株）ムーンスター

（株）サンコー
（株）
総合
サービス

朝日産業（株）

イデアライフケア（株）
日本セイフティー（株）

（株）メディコン

花王（株）

山崎
産業
（株）

ナカ
工業
（株）

（株）
シモヤマ

（株）
シロクマ

あゆみシューズ/
徳武産業（株） （株）マリアンヌ製靴

（株）クレッセント（株）ケア
ファッション

松本ナース
産業（株）

KAZEN
SIAA/
抗菌製品
技術協議会

住宅防火対策
推進協議会

アシックス
商事（株）

快歩
主義

SFA Japan（株）

（株）
プロモートアイリスチトセ

（株）

シティーリフト
かわさき（株）

（株）エス・エム・エス （株）EMシステムズ

新光産業
（株）

矢崎
化工（株）

酒井医療
（株）

（株）東経
システム

（福）善光会
トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）

（株）ノア
コンツェル

（株）
Y's
craft

（株）テラモト
グローリープラン（株）
（有）貞苅椅子製作所

朝日電器（株）
（株）オンザウェイ

Chatwork（株）
エヴォーブ
テクノロジー（株）

（株）
ウェルアス ピューラックス/

（株）オーヤラックス

（株）
BONDS

静岡製機（株）
（株）NSK

東京パック（株）
三協エアテック（株）

（株）オフィス
・ラボ

（株）
メディケアー

（株）グッドウィル （株）シャイン

日本アサヒ
機工（株）

(有）
テクノム

（株）
HM Products

（株）LIXIL

澄建設（有）
SUNSUMI 大邦機電（有）

（株）日本
コンピュータ
コンサルタント

（株）ブルー
オーシャン
システム

トリケアトプス/岡谷システム（株）

（福）全国社会福祉
協議会 出版部

（株）シルバー
産業新聞社

シルバー新報
（環境新聞社）（一社）日本福祉用具

供給協会

（一社）全国福祉用具専門相談員協会

（株）ニホン・ミック（公財）テクノエイド協会

「にほんごをまなぼう」/
（公社）日本介護福祉士会

（株）ハイテック
システムズ

（株）リード

マップソリューション
（株）

（株）プラスワン

（株）エヌ・ティ・ティ・データ
経営研究所

（公財）東京都
福祉保健財団

（一社）日本福祉用具・
生活支援用具協会（JASPA)

（株）クボタ

セパレーターシステム工業（株）

（株）ロジック

（株）エースシステム

（株）
キャロッツ
システム

新たな日常に
活かすアイデア・
工夫用品展

（株）
福祉新聞社

アルケア（株）

プロ
フィーリング

ウチヱ
（株）
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小間番号の見方

O
ホール

-00-00
通路No. 識別No.

総合案内所／
ホール内案内所トイレ オスト

メイト
移動機器
（車いす等）

衣類・着脱衣
補助用品

福祉車両・
関連機器

トイレ・
おむつ用品

義肢・装具感染症等
予防用品

介護等食品・
調理器具

福祉施設
環境設備・用品

入浴用品
コミュニケーション・
見守り機器

在宅・福祉施設
サービス
経営情報システム

出版・
福祉機器情報

建築・
住宅設備

出展社一覧（50音順）
出展社名 小間番号

ア アース製薬（株） 2-08-01
アーバン警備保障（株） 1-03-04

（株）アイガー産業 2-08-06
アイリスチトセ（株） 2-09-05
朝日産業（株） 2-08-04
朝日電器（株） 2-10-03
アシックス商事（株） 2-10-01

（株）アマノ 1-04-10
アルケア（株） 3-15-08

（株）アルコ・イーエックス 1-03-02
安寿／アロン化成（株） 2-06-10

イ（株）EMシステムズ 3-15-03
（株）イーフロー 2-06-07
（株）いうら 2-08-12
イデアライフケア（株） 2-09-01

（有）移動サポート 1-01-05
ウ（株）ウェルアス 3-14-04

ウチヱ（株） 2-07-03
（株）内田洋行 1-04-07

エ エア・ウォーター（株） 2-07-09
（株）HM Products 2-12-03

出展社名 小間番号
エ エヴォーブテクノロジー（株） 2-12-01

（株）エースシステム 3-14-09
（株）エクセルエンジニアリング 1-04-03
（株）エス・エム・エス 3-16-01
SFA Japan（株） 2-09-02

（株）NSK 3-14-06
NOK（株） 2-07-05

（株）エヌジェイアイ 1-05-06
NDソフトウェア（株） 3-15-11

オ ピューラックス／（株）オーヤラックス 3-13-03
オカ（株） 2-08-02

（株）オフィス・ラボ 2-12-07
（株）オンザウェイ 2-11-01

カ 介護ロボットの開発・実証・普及のプ
ラットフォーム事業（厚生労働省委託
事業者：NTTデータ経営研究所）

3-16-10

快歩主義 2-10-06
花王（株） 2-09-03
KAZEN 2-10-05
川村義肢（株） 2-07-02

キ（株）キャロッツシステム 3-16-07

出展社名 小間番号
キ キユーピー（株） 2-06-04

京セラみらいエンビジョン（株） 1-04-01
（株）金星 2-08-11

ク Guidosimplex Japan 1-01-06
（株）グッドウィル 3-15-01
（株）クボタ 3-13-05
（株）クレアクト 1-05-03
（株）クレッセント 2-11-02
グローリープラン（株） 2-12-02

ケ（株）ケアコネクトジャパン 1-01-03
（株）ケアファッション 2-12-04

コ（有）礫川システムデザイン事務所 2-06-06
SIAA／抗菌製品技術協議会 2-12-09
弘進ゴム（株） 2-09-04
コニカミノルタ（株） 1-03-08

（株）コンフォート 1-01-04
サ 酒井医療（株） 2-08-10

（有）貞苅椅子製作所 2-12-02
三協エアテック（株） 3-14-02

（株）サンコー 2-07-06
シ ジーコム（株） 1-03-09

出展社名 小間番号
シ（株）Z-Works 1-02-05

静岡製機（株） 3-15-02
（株）ZIPCARE 1-04-08
シティーリフトかわさき（株） 2-12-10

（株）シモヤマ 2-11-04
（株）シャイン 3-14-05
住宅防火対策推進協議会 2-09-06

（国研）情報通信研究機構 1-01-08
（株）シルバー産業新聞社 3-17-07
シルバー新報（環境新聞社） 3-15-10

（株）シロクマ 2-11-08
新光産業（株） 2-11-09
新東工業（株） 1-03-06

ス 澄建設（有） SUNSUMI 2-12-06
セ 積水ホームテクノ（株） 2-11-11

セパレーターシステム工業（株） 3-14-03
（福）善光会 3-15-06
（福）全国社会福祉協議会 出版部 3-17-04
（一社）全国福祉用具専門相談員協会 3-16-04

ソ（株）総合サービス 2-08-09
タ 大邦機電（有） 2-11-10

出展社名 小間番号
タ ダブル技研（株） 1-04-05
チ Chatwork（株） 2-11-05
テ（公財）テクノエイド協会 3-17-08

（株）テクノスジャパン 1-01-07
テクノホライゾン（株） 1-02-01

（有）テクノム 2-13-02
テラスユーケア（同） 1-02-07

（株）テラモト 2-11-06
電制コムテック（株） 1-03-03

ト 東京ガス（株） 1-02-03
（株）東京信友 1-05-01
（公財）東京都福祉保健財団 3-16-12
東京パック（株） 3-13-04

（株）東経システム 3-15-04
トーテックアメニティ（株） 1-04-09
TOTO（株） 2-09-09
あゆみシューズ／徳武産業（株） 2-11-03
トリケアトプス／岡谷システム（株） 3-17-01
トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 3-15-06
トレンドマスター（株） 1-03-07

ナ ナカ工業（株） 2-12-05

出展社名 小間番号
二（株）日画 2-07-08

日産自動車（株） 1-01-02
（株）日本テレソフト 2-06-03
（株）ニホン・ミック 3-16-13
日本アサヒ機工（株） 2-12-03
「にほんごをまなぼう」／

（公社）日本介護福祉士会 3-17-06

（株）日本コンピュータコンサルタント 3-15-05
日本セイフティー（株） 2-08-07

（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会
（JASPA） 3-16-02

（一社）日本福祉用具供給協会 3-16-03
ネ ネクストシステムラボラトリーズ（有） 1-05-04
ノ（株）ノアコンツェル 3-14-10
ハ（有）ハーティー・メッセージ 1-04-02

（株）バイオシルバー 1-03-05
（株）ハイテックシステムズ 3-16-09
（株）ハイレックスコーポレーション 2-06-09
ハカルプラス（株） 1-05-05
パナソニック（株） 3-13-07

（有）ハニーインターナショナル 2-06-08

出展社名 小間番号
ハ 濱田産業（株） 1-02-02

パラマウントベッド（株） 1-03-10
ヒ（株）日立ケーイーシステムズ 1-03-01
フ フォーク（株） 2-09-08

（株）福祉新聞社 3-16-11
フットマーク（株） 2-07-01

（株）プラスワン 3-16-05
（株）ブルーオーシャンシステム 3-15-07
プロフィーリング 2-10-04

（株）プロモート 2-08-08
へ（株）ベネフィットジャパン 1-05-02
ホ（株）BONDS 3-14-01
マ（株）マクニカ 1-02-04

マツダ（株） 1-01-01
マップソリューション（株） 3-14-08
松本ナース産業（株） 2-11-07
マツ六（株） 2-08-13

（株）マリアンヌ製靴 2-10-02
ミ 三菱電機（株） 1-02-06
ム（株）ムーンスター 2-09-07

（株）ムトウ 1-04-04

出展社名 小間番号
メ（株）メディカルスイッチ 2-06-05

（株）メディカルプロジェクト 2-06-01
（株）メディケアー 3-14-07
（株）メディコン 2-08-03
（株）メトス 2-08-05

ヤ（株）ヤエス 2-07-07
矢崎化工（株） 3-13-06
山崎産業（株） 2-10-08

リ（株）リード 3-17-02
（株）LIXIL 2-12-11
（株）リビングロボット 2-06-02
（株）リリアム大塚 2-07-04

ロ（株）ロジック 3-15-05
ワ（株）Y's craft 2-13-01
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