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1 RT.ワークス 歩⾏関連・ロボット 「ずっと元気に歩きたい！」そんな想いをRT.ワークスがかなえます。
2 UYEKI 消耗品 ダニクリン、洗たく槽カビトルデス、百薬湯など
3 W.A.W 衣類・雑貨 かわいい雑貨のようなアイテムを並べています
4 アイ・ソネックス クッション・機器 接触嚥下対策用のUSAKO首枕・Uクッションを新発売致しました。
5 アイルリンク 歩⾏関連 業界初、H型歩⾏器　　座⾯を下ろすとブレーキが掛かる歩⾏器
6 アクションジャパン 耐圧分散 ⼿元のボタンを押すだけで、利用者の最適な⻑さに調節できる杖、コンパクトに折りたためて、外出先での使用に便利な持ち運べるクッション
7 アサヒグループ食品(和光堂) 口腔ケア・食品 口腔ケアシリーズ、食事は楽しシリーズを展⽰しております。是非、展⽰ブースへお⽴ち寄りください。
8 アサヒコーポレーション 靴 すべての『快歩主義』は、安心と信頼の日本製です。
9 朝日産業 採尿器 まわずかな⼿順で簡単脱着。シリコン性のレシーバーは、ペニスに負担を与えません。

10 アスティコ 靴 「05ワイド」追加カラー（2色）を中心にすたこらさんソフトの展⽰
11 アルファー食品 食品 多くの施設様にて利用頂いる業務用専門商品をご提案させていただきます。
12 アロン化成 特福全般 新製品歩⾏⾞ショッピングターンを出展。是非ブースまで御⽴寄り下さい。 
13 イーストアイ 歩⾏関連 ⼤型かごのついた買い物やゴミ捨てなどに便利なセーフティーアームロレータSPタイプを展⽰致します。
14 いうら 機器・施設用 ⼯事不要のレールを浴槽に設置するだけで利用できる⼊浴リフトです
15 ウイル 消耗品 ウイルオフ商材
16 ウェルパートナーズ 歩⾏関連 ラビット歩⾏⾞の新型と段差を越える機能のある歩⾏⾞を展⽰します。
17 ウエルハーモニー 食品 トロミ調整食品とソフトゼリー調整食品です。サンプルもご用意しています。
18 ⼤沢加⼯ 食品 「非常時だからこそ、いつもの食事を」
19 オーシン 耐圧分散 通気性・体圧分散特性を備えた⽴体構造編物による新しいタイプのマットレス
20 オムニクス 歩⾏関連 滑りにくい杖先ゴム「ラクーン」是非！体感してください！
21 オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ 補聴器・その他 フェミミをご提案。聞こえをサポートいたします。
22 カワムラサイクル ⾞いす Ｆｌａｔｉａ（電動歩⾏器ﾌﾗﾃｨｱ）　ＫＷ50（歩⾏器）　ふわりす（ＫＦ22-40ＳＢ）　ｳｪｲﾋﾞｯﾄ（ＷＡＰ22-40Ｓ）
23 キユーピー 食品 毎日のことだから、選べるおいしさ、多彩なメニュー。　ＱＰやさしい献⽴を是非ご試食ください。
24 キヨタ 歩⾏関連・衣類 軽量・丸洗い可能・サイズ調節⾃由⾃在の頭部保護帽を展⽰します。
25 クリニコ 食品 クリニコは「食」を通じて、一人ひとりの豊かな「QOL」に貢献します。
26 ケアメディックス 歩⾏関連・その他 業界発の⾼段差対応、連結式⻑尺スロープ ケアスロープＪ
27 ケープ 耐圧分散 体位変換機能付⾼機能エアマットレス
28 シコク 歩⾏関連 今までにないひと⼯夫加えたシコクの製品をご覧ください。
29 シンコム 補聴器 『きこえの相談承ります。』　『補聴器のことならお任せください。』
30 タイカ 耐圧分散 新しいポジショニングクッション「ウェルピーHC」を展⽰してます。
31 太陽化学 食品 国内3,500所の病院・施設で採用中の⾼発酵性植物繊維繊維サンファイバー
32 タカノ 歩⾏関連 さまざまなクッションを展⽰します。ぜひお⽴ち寄りください。
33 タマツ ⼿すり 室内の移動を支援する「すりてあ」を展⽰します。ご来場お待ちしております。
34 テクノスジャパン 徘徊センサー 安全⾯を考慮したコードレスシリーズが人気です！新製品も展⽰致します！
35 テツコーポレーション 歩⾏関連 在宅使用に最適のブレーキ付き歩⾏器を展⽰しています。
36 トーエイライト リハビリ 介護予防・レクリエーション商品を数多く展⽰いたします。
37 ニシウラ 歩⾏関連 簡単取り付け⾞いすテーブル
38 ハートフルウェアフジイ 衣類 ケアが楽。着脱楽。天然繊維・先染め織物は抜群の⼿触り・いい布をたっぷりと。⼯夫したバリエーションも豊富な衣類です。
39 ハウス食品 食品 多くの施設様にて利用頂いる業務用専門商品をご提案させていただきます。
40 白十字 紙オムツ 紙オムツ展⽰、サンプル配布
41 パナソニックエイジフリー 特福全般 ⼊浴・排泄・⼿すり他さまざまな商品を展⽰しお待ちしております。
42 ビー・エム・シー マスク 顔とマスクのすき間なく、ピッタリフィット！クセになるフィット感！
43 ファイン 食品 不⾜しがちな栄養素がありましたら、当社へご相談ください
44 フェニックス 消耗品 アラシリーズは皮膚を清潔に保ち、乾燥から守り保護します。
45 フジホーム 歩⾏関連 杖を各種取り揃えております。
46 フタバ化学 消耗品 トータルフォーム　頭+顔+体　コレ1本でトータルに洗えます。
47 プラッツ ベッド 夜間の起居動作時の安全性に配慮した、新商品の人感センサー取付可能ベッド
48 プロト・ワン 歩⾏関連 機能的でデザインの良いクラッチやリハビリ用パテなど一味違う製品を！
49 ボディドクターメディカルケア 耐圧分散 使い心地抜群の天然ラテックス製クッション類です。
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50 ホリカフーズ 食品 在宅向けの介護食を中心に展⽰致します。サンプル、試食の用意もございます。
51 マキテック 歩⾏関連 安価な介護用品のご提案をさせて頂きます。
52 マリアンヌ製靴 靴 靴各種展⽰
53 マルハニチロ 食品 食べてなっとくの味！賞味期限も２年！備蓄にもＯＫ！
54 ミキ ⾞いす 最新の⾞いすを展⽰しております。お気軽にお越しください。
55 ムーンスター 靴 ⾜の症状に応じたラインナップ、おしゃれな外出用も揃えております。
56 モリタ宮田⼯業 機器 ラクニエ　当日ご試着OK！ヘルパー様のお役に⽴ちますので、ぜひお試しを！
57 モルテン健康用品事業部 耐圧分散 新製品マットレス【テルサ】／低段差スロープ【インタースロープ】
58 ユーキ・トレーディング 歩⾏関連 ⾞椅⼦付属品や新しい健康器具を是非ご覧ください。
59 ユーバ産業 歩⾏関連 座⾯の⾼さ調節が出来る歩⾏者の新タイプ（ザフィットＮ）
60 ユニ・チャーム 紙オムツ ライフリー商品
61 ライオンハイジーン 消耗品 洗剤・除菌剤の販売から衛⽣診断までトータル衛⽣管理を提案。
62 ラソックスジャパン 衣類 特許技術で作られた、⾜の形に編み込んだ靴下を展⽰します。
63 ラッキーベル 靴 学校の上履きﾒｰｶｰが作る、⾜に優しい⼯夫を凝らした軽くて歩きやすい靴です。ﾌｫｰﾏﾙな外履きから室内向けのﾘﾊﾋﾞﾘｼｭｰｽﾞまで取り揃えております。
64 リーベックス 機器・呼出 低価格なのにしっかり届く、増設可能なワイヤレスチャイムをご紹介します
65 リーマン 歩⾏関連 あればベンリ！な機能のある、安心安全の歩⾏製品をご覧下さい。
66 リッチェル 特福全般 ⼊浴・排泄用品と人気の使っていいねシリーズ（⾃助具）出展致します。
67 リブドゥコーポレーション 紙オムツ 紙おむつ・清拭く商品・スキンケア商品等、介護現場でお役に⽴つ様々な商品をご紹介します。
68 隆光商事 食品 「麸」でヘルシーメニュー提案
69 ルピナス 消耗品・機器 予防が⼤切！色々な予防用品を展⽰しております。
70 加地 耐圧分散 新商品アウルＲＥＨＡ3Ｄジャスト・モニートＲＥＨＡを展⽰しております。是非ご体感ください。
71 ⻲屋 防水シーツ 日本製でコストパフォーマンスの⾼い防水シーツを展⽰しています
72 玉川衛材 口腔ケア・消耗品 口腔ケア用品、スキンケア用品、腰痛帯を展⽰しております。
73 近澤製紙所 紙オムツ 「メディパ」は超・通気のエアリーシリーズだから、つけたばかりのさらさら爽快感が⻑続きします。
74 幸和製作所 歩⾏関連 歩⾏をアシストするロボット「リトルキーパス」を展⽰します。
75 三島食品 食品 ごはんやお粥のお供に「のり佃煮」等のペーストシリーズをどうぞ！
76 山崎産業 ⼿すり 新製品楽起狭所用波型と廊下やお風呂での転倒防⽌のマットを提案します。
77 酒井医療 リハビリ リハビリ機器
78 松永製作所 ⾞いす ⼤変ご好評いただいている NEXTシリーズを展⽰しております。
79 象印ベビー 歩⾏関連 歩⾏⾞・シルバーカーの新商品を展⽰しています。
80 新橋製紙 ペーパータオル 賢い紙製品の選び方をご存知でしょうか？
81 新田ゼラチンフーズ 食品 低栄養対策に広く利用されている「コラーゲンプロ」をご紹介致します
82 神田電器 機器・消臭 除菌・消臭に絶⼤な効果、驚異のマイナスイオンパワーを体感してみて下さい。
83 星光医療器製作所 歩⾏関連 ⽴ち上がりの補助として使用できる歩⾏⾞を中心にブレーキ付の歩⾏⾞を展⽰
84 総合サービス 排泄関連・その他 排泄関連の製品で、中でもポータブルトイレ処理がラクになる製品です。
85 ⼤阪エンゼル 衣類 体位変換クッション各種・フロアレポーターⅡ(センサー)・防水シーツ
86 ⽵⻁ヒューマンケア事業部 歩⾏関連・衣類 歩⾏⾞、杖、衣類など幅広く展⽰しておりますのでぜひご覧ください。
87 島製作所 歩⾏関連 より親切に、より丁寧に
88 徳武産業 靴 あゆみシューズに関するご相談は何でもご相談下さい
89 特殊衣料 衣料 新商品の⾞椅⼦に後付できるABS骨盤サポートベルトを展⽰します！
90 日進医療器 ⾞いす 超軽量ｼﾘｰｽﾞのﾌﾙﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ。人気のｳﾙﾄﾗｼﾘｰｽﾞに⼯具なし簡単座幅調整のﾓｼﾞｭｰﾙﾀｲﾌﾟ登場。
91 日本ジェル 耐圧分散 ピタシリーズは「ソフトパワー」で床ずれ防⽌をはじめ、⽣活の質を⾼めます。
92 日本セイフティー ポータブルトイレ 排泄物を⾃動でラップしてバケツ洗浄など⼿間がかからない衛⽣的なポータブルトイレ
93 日本澱粉⼯業 食品 溶解しやすく安定したとろみが付くとろみ剤「サナスロート」
94 名糖産業 食品 脱水に最適な水分補給飲料、糖尿病の方向けのチョコレートなどをご紹介。
95 明治 食品 メイバランスＭｉｎｉカップをはじめ、明治の栄養ケア商品の特⻑は『おいしさ』です。是非ご試食ください。
96 矢崎化⼯ ⼿すり オーダーを主に様々な状況に合わせた福祉用具がご提案できます。
97 伊那食品 食品 多くの施設様にて利用頂いる業務用専門商品をご提案させていただきます。
98 堂本食品 食品 多くの施設様にて利用頂いる業務用専門商品をご提案させていただきます。


