
バリアフリー展／慢性期医療展／看護未来展 事務局
〒540-0008　大阪市中央区大手前1-2-15　（株）テレビ大阪エクスプロ内　TEL：06-6944-9913　FAX：06-6944-9912　E-mail：infobmk2021@tvoe.co.jp
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※会期中は駐車場が非常に混雑するものと予想されます。できる限り公共交通機関をご利用ください。
※身体障がい者用の優先駐車場があります（スペースに限りがございます）。
　8月27日（金）は16：00までのご利用となります。
※Osaka Metro・ニュートラム「コスモスクエア」駅より無料シャトルバス運行。 
　リフト付福祉車両もございます。 満席の場合はご乗車いただけません。

インテックス大阪
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3号館

出展ジャンル

●安心・安全の車いす相談点検コーナー
〈協力：（一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）（車いす・姿勢保持部会）、
　　　　　（一社）日本福祉用具評価センター（JASPEC）、
　　　　　車いす安全整備士養成講座実行委員会〉

●ユニバーサルな街づくり～2025万博へ向けて
　 〈協力：NPO法人日本アビリティーズ協会〉

●自助具相談コーナー 
　 〈協力：NPO法人自助具の部屋〉

●ICT広場 
　 〈協力：（一社）日本支援技術協会〉

●福祉用具相談コーナー 
　 〈協力：（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク／
           （一社）日本ノーリフト®協会〉

●おむつコーナー 
　 〈主催：むつき庵・（株）はいせつ総合研究所〉

●大阪府内 障がい者施設商品のバザー 
　 〈（社福）大阪府社会福祉協議会／大阪授産事業振興センター〉

●献血コーナー

車いす　　杖　　歩行器・歩行車　　住宅設備　　手すり・建材　　スロープ　　リフト・昇降機　　

入浴機器　　入浴剤　　洗面台　　トイレ　　家具　  介護予防・リハビリ機器・健康機器　  口腔ケア　  

介護用品　  おむつ　  排せつ関連　　靴・衣類　  自助具　　食器　　ベッド・マット・クッション　　

寝具　　コンピュータシステム　　労務管理・業務効率化システム　　介護ロボット　　パワーアシスト　　

コミュニケーション機器　　見守り・ナースコール　　感染対策製品　　介護食・療養食・高機能食品・嚥下補助剤　　

配食サービス　　介護・福祉関連サービス　　バリアフリー旅行　　外国人採用・雇用支援　　書籍・新聞　　

医療用機器　　吸引機　　腰痛予防用品　　介助者・看護師向け製品　　施設用資材　　施設用設備　　

除菌・消臭関連　　セキュリティ関連製品　　病院・施設・学校・協会PR　など

※掲載内容は8月18日現在のものです。事前の予告なく内容を変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会・
テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団

主 催

共 催

慢性期医療展実行委員会
〔日本慢性期医療協会・テレビ大阪・
  テレビ大阪エクスプロ〕

主 催

看護未来展実行委員会
〔公益社団法人 大阪府看護協会・
  一般社団法人 大阪府訪問看護ステーション協会・
  テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ〕

主 催

6号館
A

館外

建
展

8/26（木）ー27（金）

6号館 A出入口

手指消毒・検温の実施
会場入口への消毒液の設置ならびに

共用部の巡回清掃・消毒。
非接触体温計等による体温測定を行います。
37.5度以上の方は入場をお断りします。

消毒液

会場のドア開放や空調運転により
定期的な換気を行います。

会場内換気 次の方は展示会への
参加を控えてください
発熱、咳、咽頭痛、陽性者との濃厚接触者、

体調がすぐれない場合など。

新型コロナウイルス感染症拡大防止策に努め、皆様のご来場をお待ちしております。ご来場時にもご協力をお願いします。

アプリ
「大阪コロナ追跡システム」

「厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ」
の登録およびインストールをお願いします。

QR
マスク着用のうえ、
十分な間隔保持

可能な限りマスク着用をお願いします。
ほかの人との間隔を十分にお取りください。

登録・
入場方法

本展WEBサイトより
事前来場登録を
行ってください。

マイページから
来場者証を印刷し、
会場にご持参ください。

入場ゲートで
ホルダーを受け取り、
来場者証を入れて
ご入場ください。

事前来場登録をお済ませください。来場登録された際に
お送りする来場者証のプリントアウトを忘れた方、
当日会場での出力は、お待ちいただく場合がございます。

セミナー会場

ユニバーサルな
街づくり

～2025万博へ向けて

自助具相談
コーナー

ICT広場 

福祉用具
相談
コーナー

おむつ
コーナー

大阪府内 
障がい者施設商品の
バザー

安心・安全の
車いす相談点検
コーナー

▶
Osaka Metro・ニュートラム「中ふ頭」駅下車すぐ

～
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定員60名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員100名　公式サイトより事前登録が必要

定員150名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員80名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

13：00～16：00

15：30～17：00

（公社）大阪介護支援専門員協会 会長、
社会保障審議会 介護給付費分科会 臨時委員
濵田 和則氏

令和３年度ケアマネジャーに関する
介護報酬改定のポイントと
審議報告から見る検討課題

（公社）大阪介護支援専門員協会

映画監督　信友 直子氏

（一財）大阪府地域福祉推進財団

13：00～14：30

認知症の人・家族への支援 
～これからの世代に向けて～
（医）圓生会 松本診療所
ものわすれクリニック理事長・院長
松本 一生氏

（一社）大阪府訪問看護ステーション協会

13：00～14：30

人とのつながり
コミュニティデザイン
～withコロナの展望～
関西学院大学 建築学部 教授 
コミュニティデザイナー、
社会福祉士、studio-L 代表　
山崎 亮氏

（社福）大阪府社会福祉協議会

13：00～14：30

基調講演

大阪府高齢介護室介護支援課 企画調整グループ
主査　守屋 大輔氏
※講師が変更になりました。

介護保険法をとりまく
状況とその課題等について

（一財）大阪府地域福祉推進財団

無料

11：00～12：30

日本慢性期医療協会 会長 
武久 洋三氏

医療介護提供体制の
革命が起こる

日本慢性期医療協会

10：30～12：00

司会 ： 日本慢性期医療協会 副会長　矢野 諭氏
講演① 特定行為研修を修了した看護師への期待
講師 ： 日本看護協会 常任理事　木澤 晃代氏
講演② 日慢協看護師特定行為研修
～求められる「質」の担保～　
講師 ： 日本慢性期医療協会 副会長　
矢野 諭氏

看護師のスキルアップへの取り組み ～展望と課題～
13：30～15：30

司会 ： 日本介護医療院協会 会長　鈴木 龍太氏
講演① やってよかった介護医療院
日本介護医療院協会 会長　鈴木 龍太氏
講演② 抑制ゼロの工夫
有吉病院介護医療院 看護師長　嶋田 和子氏
講演③ 生活の場としての環境整備の工夫
介護老人保健施設ぺあれんと 介護科長　野村 美代子氏

介護医療院で工夫していること

鈴木 龍太氏

10：30～12：00

座長 ：　
千里リハビリテーション病院 理事長
橋本 康子氏
講師 ：　
内田病院 看護師
藤井 直美氏

病院における
身体拘束廃止のコツ

13：00～14：00

座長 ：
有吉病院 理事長
田中 圭一氏
演者 ：
富家病院 理事長
富家 隆樹氏

外国人介護人材の
現在と未来

富家 隆樹氏

15：00～16：00

座長 ：
（医）錦秀会 阪和第一泉北病院 院長
東森 浩一氏
講師 ：　
（医）錦秀会 阪和第一泉北病院 
認知症疾患センター長　
三木 哲郎氏

認知症の最新情報

三木 哲郎氏

14：00～15：30 座長 ：　
千里リハビリテーション病院 理事長　橋本 康子氏
講師 ：
・千里リハビリテーション病院 副院長　合田 文則氏
・千里リハビリテーション病院 栄養部 顧問　鞍田 三貴氏

回復期リハビリテーション病院の栄養管理
「食べるための半固形化栄養材による
 胃ろう栄養法の活用」

映画上映会と
講演会

11：00～12：30

今こそ看護の専門性を発揮
（公社）大阪府看護協会

15：00～16：30

介護ロボットやリフトの導入における壁と解決策
「初公開　ノーリフト認証施設評価方法」

（一社）日本ノーリフト®協会

定員20名　当日会場受付 受講無料

11：00～11：30 13：00～13：30 14：00～14：30

住まいと介護研究所 所長　
谷口 昌宏氏

簡単操作、
移乗・排泄支援「Ｈｕｇ」の
ご紹介

（株）ＦＵＪＩ

マッスル（株） ヘルスケア部 部長
尾形 成美氏

SASUKE（移乗アシスト）と
一緒にやさしい移乗を
行おう！

マッスル（株）

トーテックアメニティ（株）
ネットワークソリューション事業部
スマートコミュニティ事業推進室　
星澤 有紀氏　

感度抜群で安心！
入居者の転倒リスク低減と
職員の負担軽減を叶える
「見守りライフ」

トーテックアメニティ（株）

トーテックアメニティ（株）

（株）ＦＵＪＩ

マッスル（株）

マッスル（株）

アーバンテック

（株）ＦＵＪＩ

（株）ＦＵＪＩ

マッスル（株）

ー

アーバンテック 事業部長　
信國 隆氏

アーバンテック
「散歩」を止めるな！

13：00～　映画上映会 「ぼけますから、よろしくお願いします。」
15：00～　講演会　　 「認知症の理解を深める講演会」

13：00～14：30

排泄用具の情報館 
むつき庵 所長
浜田 きよ子氏
　
排泄用具の情報館 
むつき庵 副所長
熊井 利將氏

事例から考える排泄ケア・
ケアの大切なポイント

11：00～12：30

大阪市援助技術研究室 
主任研究員　米﨑 二朗氏
研究員　池田 真紀氏

福祉用具の有効な活用方法について
～事例（神経難病などによる重度障がいの
　ある人）紹介を通じた支援技術と
　マネジメントのあり方・すすめ方～

大阪市援助技術研究室

13：00～14：00

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課
自立支援振興室 福祉用具専門官

障害保健福祉施策の動向と
補装具費支給制度

11：00～12：00

千葉県立保健医療大学
リハビリテーション学科作業療法学専攻 
准教授　藤田 佳男氏

ハンドル形電動車椅子の
安全利用に係る福祉用具専門
相談員向けガイドライン・
指導手順書の解説と活用

（一社）全国福祉用具専門相談員協会

15：00～16：30

住まいと介護研究所 所長 
理学療法士・主任介護支援専門員　
谷口 昌宏氏

楽な介助のための
福祉用具の選び方・使い方

15：00～16：30

（一社）ナチュラルハートフル
ケアネットワーク 代表理事　
下元 佳子氏

福祉用具でケアの質向上と
生産性の向上を！
～組織的な取り組みにする手法～

（一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク

橋本 康子氏

橋本 康子氏

15：00～16：30

国の施策動向の解説：国立障害者リハビリテーションセンター研究所
障害工学研究部 部長　東 祐二氏
パネルディスカッション
●コーディネーター
　（一社）シルバーサービス振興会 事務局長　久留 善武氏
●パネリスト
　・国立障害者リハビリテーションセンター研究所
　 障害工学研究部 部長　東 祐二氏
　・東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター
　 特任研究員　本田 幸夫氏
　・（公財）テクノエイド協会 企画部長　五島 清国氏
　・（公社）関西シルバーサービス協会 理事長　記虎 孝年氏

コロナ禍でのニューノーマルとしての
介護ロボット・福祉用具等の活用　
～人と人の接触を避けつつ介護の質を
　維持していくための技術開発と普及に向けて～

（公社）関西シルバーサービス協会

矢野 諭氏

・（一社）日本ノーリフト®協会 特別顧問、
 びわこリハビリテーション専門職大学 作業療法士学科 教授　
 垰田 和史氏　
・（一社）日本ノーリフト®協会 理事、
 （一社）ナチュラルハートフルケアネットワーク 代表理事　
 下元 佳子氏
・（一社）日本ノーリフト®協会 代表理事　保田 淳子氏

2021

建
展

建築材料・住宅設備総合展犯罪・災害対策から日頃のそなえまで
リスク・危機管理の最先端を発信 20218/26 -27木 金

同時開催

高橋 弘枝氏

●座談会
 ・ 座長講演
 ・ トークセッション/現場レポート
座長 ： （公社）大阪府看護協会 会長　高橋 弘枝氏
登壇者 ：
・宿泊療養施設看護師  堀江 真希氏
・大阪コロナ重症センター看護師　飯盛 麻姫氏
・新型コロナワクチン接種対応看護師　吉澤 恵美子氏
●ミニ講演 「看護の現場から今、伝えたいこと」

●講演「一期一笑 
           ～笑いは未来のエネルギー～」

市立ひらかた病院 副院長兼看護局長 
白石 由美氏

スペシャルゲスト Ｗマコト
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定員50名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員50名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

定員50名　公式サイトより事前登録が必要 受講無料

14：00～15：00

NPO法人伊勢志摩
バリアフリーツアーセンター
事務局長
野口 あゆみ氏

バリアフリー観光と
人づくり、まちづくり

International Health and Care Collaboration, 
Co-Founder
Nippon Medical Care, Medical Doctor 医師　
佐藤 健一氏

シンガポールにおける
COVID19への対処の実際　

地域包括ケアシステムが
求められる、超少子高齢社会
（一社）奈良県作業療法士会 理事、
（株）UTケアシステム 
地域包括ケアシステム委員会 
委員長
安井 敦史氏

（一社）大阪府作業療法士会
「アクセシブルデザイン」の
国際標準化と在宅ケアへの普及
国立研究開発法人産業技術総合研究所 
情報・人間工学領域 人間情報研究部門 
名誉リサーチャー 工学博士
佐川 賢氏

（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所

12：30～13：30

（株）シルバー産業新聞社 編集部

自立支援と科学的介護を
意識した介護・ケア　
～介護生産性向上・
　業務負担軽減の視点から～

（株）シルバー産業新聞社
11：00～12：00

（公財）テクノエイド協会 
企画部 部長
五島 清国氏

福祉用具・
介護ロボットに係る
取り組み、最新情報

12：30～13：30

業界団体公認講師

床ずれ防止用具の
正しい選び方と
使い方

ＪＡＳＰＡ 床ずれ防止用具部会
11：00～12：00

日本マイクロソフト（株） 
技術統括室 
プリンシパル
アドバイザー　
大島 友子氏

障害のある人の生活や
就労を支援する
先端技術

（一社）日本支援技術協会

11：00～12：00

（公社）大阪府理学療法士会 
職能局 公益事業部 部長、
（医）大植会 葛城病院 
リハビリテーション部 理学療法課 副課長
藤井 隆文氏

介護者の身体への負担軽減も
考慮した介護技術講習

（公社）大阪府理学療法士会
15：30～16：30

（一社）
日本支援技術協会 理事
田代 洋章氏　

スイッチや視線で
eSportsを始めて
みませんか

（一社）日本支援技術協会
14：00～15：00

（一社）日本福祉用具・生活支援
用具協会 安全安心部会 
アドバイザー（作業療法士）　
山下 陽子氏

安全・安心に福祉用具を
お使いいただくために
（初心者向け）

12：30～13：30

（株）タムラ
プランニング＆
オペレーティング 
代表取締役　
田村 明孝氏

高齢者住宅の
現状と課題

15：30～16：30

医療・介護ベッドの
事故と対策　
介護ベッドに
できること

14：00～15：00

山本化学工業（株） 
役員室 代表取締役社長
山本 富造氏

健康寿命の延伸は
健康増進機器認定
バイオエスペランサ
からはじまる

11：00～12：00

プラネット福祉用具
アワード受賞製品
プレゼンテーション

福祉用具プランナー
研究ネットワーク
（プラネット）

12：30～13：30

NPO法人日本
ダイバージョナルセラピー協会
理事長
芹澤 隆子氏

"楽しい"に焦点を当てれば、
認知症ケアは変わる！ 
～ダイバージョナルセラピー
　からの提案～

NPO法人
日本ダイバージョナルセラピー協会

11：00～12：00

・シオノギヘルスケア（株） 経営戦略部
 プロダクトマーケティンググループ 
 グループ長
 吉田 敏也氏

・塩野義製薬（株） ヘルスケア戦略本部 
 CSR推進部
 野口 万里子氏

コミュニケーションバリアフリープロジェクト
セデスのパッケージの
バリアフリー化

14：00～15：00

大阪府 住宅まちづくり部 
建築指導室 建築企画課 
福祉のまちづくり推進グループ

大阪府福祉の
まちづくり条例の
改正について

大阪府 福祉部 障がい福祉室 
障がい福祉企画課

障害者差別解消法の
理解と対応

11：00～12：00

10年先、20年先の『未来型高齢者住宅』を
高齢者関連メーカーが
組織する団体「高支協」から提案
高齢者支援事業者協議会 会長　
菊地 通晴氏

15：30～16：30

・コネクトリハビリテーション 代表　
 山形 茂生氏
・リハケアリング
 ネットワーク 代表　
 香川 寛氏

拘縮ゼロは実現できる！
施設を笑顔に変えた
取り組みを学ぼう！

（一社）日本リハビリテーション工学協会 中四国支部　
鈴木 太氏
谷口 公友氏
下元 佳子氏

障害当事者こそが変える！
人手不足の介護現場

（一社）日本リハビリテーション工学協会 中四国支部

14：00～15：00

（社福）堺福祉会 
特別養護老人ホーム 
ハートピア堺 施設長　
古川 英宏氏

「介護現場スタッフが
働きやすい環境をつくる」
～離職者を出さない事業所の
　取り組みと効果について～

15：30～17：00

ＮＨＫ Ｅテレ 
みんなのためのバリアフリー
バラエティー「バリバラ」 
コメンテーター
玉木 幸則氏

多様性を認め合いながら
ともに生きていくことが
できる社会をめざして

（医）アスムス 理事長、（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所 理事、
日本在宅ケアアライアンス 事務局長　
太田 秀樹氏

在宅医療の未来
～暮らしを支え、安らかに看取る医療が求められるなか、　
　「未来」についてお伝えいたしましょう

（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所

11：00～12：00

これからの認知症
　「気づき」と「予防」

（一社）日本認知症予防協会

11：00～12：00

大阪河﨑リハビリテーション大学
リハビリテーション学部 教授
古井 透氏

車いす座位姿勢計測と
ISO16840-1：12年を
振り返り真価を考える

大阪河﨑リハビリテーション大学
12：30～13：30

（公社）大阪府歯科衛生士会 会長
（公社）日本歯科衛生士会認定歯科衛生士
摂食嚥下リハビリテーション
在宅療養指導・口腔機能管理　
山口 千里氏

お口の健康と認知症の
関係について

（公社）大阪府歯科衛生士会
14：00～15：00

レバレジーズオフィスサポート（株） 
取締役
竹内 優明希氏

技能実習制度の
メリットとデメリット

レバレジーズオフィスサポート（株）

12：30～13：30

（株）つえ屋 新商品開発部 
階段式杖特別インストラクター 
専任講師　
堤 俊樹氏

階段式杖の
スペシャリストが贈る、
階段の魔術

（株）つえ屋
15：30～16：30

認知症と食生活
（公社）大阪府栄養士会

14：00～15：00

・（一社）セーフティネットリンケージ 代表理事
 高原 達也氏
・ゆめ伴プロジェクトin門真実行委員会
 総合プロデューサー　 
 森 安美氏

広げよう！認知症になっても
輝けるまちを
～みまもりあいアプリと地域活動の新たな挑戦！～

ゆめ伴プロジェクトin門真実行委員会

12：30～13：30

ケアの常識を考え直す
神戸学院大学 
総合リハビリテーション学部 教授
備酒 伸彦氏

11：00～12：00

コープ住宅（株） 福祉介護リフォームチーム チーフ 
二級建築士 兵庫県福祉のまちづくり アドバイザー　
村上 享氏

【必見！】～もし、認知症になっても
「自宅で暮らしたい」を支える手すり取付け
３つのポイント～

12：30～13：30

（株）仁済 代表取締役　
依田 学氏

福祉用具の
昇降機能を使って
介護をもっと楽に　

福祉用具プランナー研究ネットワーク
（プラネット）

15：30～16：30

（一社）日本作業療法士協会 会長
（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所 理事
中村 春基氏

寝たきりの方でも、座位を取り、
活動的な生活の提案　
～寝たきりは、ケアの
　結果ではないか？～

（一財）在宅ケアもの・こと・思い研究所

高齢者支援事業者協議会
14：00～15：00

自立支援を考えた
起居移乗動作と
福祉用具の活用
神戸学院大学 
総合リハビリテーション学部
作業療法学科 教授
古田 恒輔氏

14：00～15：30

最期まで目一杯生きる
緩和ケア 萬田診療所 院長　
萬田 緑平氏

（公社）大阪介護福祉士会

医療・介護ベッド
安全普及協議会

山本化学工業（株） （一社）こうしゅくゼロ推進協議会

12：30～13：30

社会医療法人慈薫会 
河崎病院 
リハビリテーション科 
科長代理　
仲原 元清氏

認知症の摂食
嚥下障害について

（一社）大阪府言語聴覚士会

（一社）日本認知症予防協会 
代表理事 MCI専門士　
佐々木 誠氏

15：30～16：30

認知症の人と
ともに生きること

（公社）認知症の人と家族の会 
大阪府支部

（公社）認知症の人と家族の会 
大阪府支部 代表　
神垣 忠幸氏

梅花女子大学 食文化学部
管理栄養学科 教授
西村 智子氏

バリアフリー展 検索

▶

NPO法人日本アビリティーズ協会

15：30～16：30

（公財）兵庫県障害者スポーツ協会 
障害者スポーツ推進専門員　
増田 和茂氏

パラスポーツを
もっと身近に取り組む

（社福）兵庫県社会福祉事業団 
福祉のまちづくり研究所 
介護ロボット開発支援・普及推進・
研修センター課 主任（作業療法士）
福元 正伸氏

介護現場のバリアフリー

NPO法人日本アビリティーズ協会

NPO法人日本アビリティーズ協会NPO法人日本アビリティーズ協会

NPO法人日本アビリティーズ協会

手話通訳・要約筆記あり
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ア行

アース製薬(株)

アーバンテック

アビリティーズ・ケアネット(株)/NPO法人日本アビリティーズ協会

(株)アマノ

(株)イーアス

(株)いうら

イトマン(株)

(株)今仙技術研究所

インターリハ(株)

(株)インフォ・テック

(株)ウィズ

(株)ウェルパートナーズ

(株)ウエルハーモニー

ウェルファン

ウェルベルゲルクリーム(ベルマン)

SFA Japan

(株)エトスコーポレーション

(公社)大阪介護支援専門員協会

(公社)大阪介護福祉士会

大阪河﨑リハビリテーション大学

大阪市援助技術研究室

(公社)大阪府看護協会

(一社)大阪府言語聴覚士会

(公社)大阪府歯科衛生士会

(社福)大阪府社会福祉協議会/大阪授産事業振興センター

　(大阪府内障がい者施設商品のバザー)

(社福)大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室

(一社)大阪府訪問看護ステーション協会

(公社)大阪府理学療法士会

おむつコーナー

　排泄用具の情報館　むつき庵

　朝日産業(株)

　王子ネピア(株)　　　　　　　　　　　　　　　

　花王(株)　　　　　　　　　　　　　

　(株)近澤製紙所

　(株)光洋-ディスパース

　(株)サンシャインポリマー

　(株)総合サービス

　ニシキ(株)

　日本製紙クレシア(株)　　　　　　

　白十字(株)

　(株)ハレルヤワークス

　(株)リブドゥ コーポレーション

(株)オムニ商会

カ行

カイポケ経営支援サービス

花王(株)

カナヤママシナリー(株)

(株)がまかつ

関西大学

(株)カワムラサイクル

Chiaretta

九セラ(株)

京のはごろも

近畿作業療法士連絡協議会

(医)錦秀会

クックデリ(株)

(株)グッドウィル

(株)クレアクト

(株)クレッセント

(株)くろちく

ケアショップハル

(株)ケアファッション

コヴィディエンジャパン(株)

神戸商材(株)

高齢者住宅支援事業者協議会

(株)コムラ製作所

(株)小森樹脂

サ行

(一財)在宅ケアもの・こと・思い研究所

(株)三協

(株)サンコー

三和紙工(株)

シーホネンス(株)

シーマン(株)

(株)JT-senior

(株)ジェイテクト/(株)豊通オールライフ

(公財)JKA

(株)重政商店／エヴォーブテクノロジー(株)

NPO法人自助具の部屋(自助具相談コーナー)

(株)島製作所

(株)シモヤマ

シャープジャパン(株)

(株)ジョイライフ

(株)笑和

(株)シルバー産業新聞社

シルバー新報／環境新聞社

(株)シンエンス

新光産業(株)

新東工業(株)

(株)スギヤス(Bishamon)

(株)SmartHR

(株)スマイル工房(スマイルKOBO)

(株)スミロン

(株)星光医療器製作所

積水ホームテクノ(株)

(一社)全国福祉用具専門相談員協会

(株)総合サービス

タ行

(株)ダイサン

(医)大寿会

大同工業(株)

タカノ(株)

龍野コルク工業(株)

田村駒(株)

Chatwork(株)

(株)つえ屋

(株)ティエラ

(株)帝健/帝人フロンティア(株)

(株)テクノスジャパン

テクノム

東洋羽毛関西販売(株)

徳武産業(株)

トーテックアメニティ(株)

(株)トップラン

トライリンクス(株)

DRAGON AGENCY

ナ行

(一社)ナチュラルハートフルケアネットワーク/

　(一社)日本ノーリフト®協会(福祉用具相談コーナー)

日進医療器(株)

日本カルミック(株)

ニプロ(株)

NPO法人日本アビリティーズ協会(ユニバーサルな街づくり～2025万博へ向けて)

(一社)日本介護美容セラピスト協会

(社福)日本介助犬協会

(株) 日本コンピュータコンサルタント

(一社)日本支援技術協会(ICT広場)　

(株)日本トリム

(社福)日本聴導犬協会

(一社)日本認知症予防協会

(一社)日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)(車いす・姿勢保持部会)/

　(一社)日本福祉用具評価センター(JASPEC)/車いす安全整備士養成講座実行委員会

　(安心安全の車いす相談点検コーナー)

日本慢性期医療協会

(株)ニホン・ミック

(一社)日本リハビリテーション工学協会

(公社)認知症の人と家族の会 大阪府支部

(株)ネクシィーズ

ハ行

排泄用具の情報館　むつき庵(おむつコーナー)

(株)ハイレックスコーポレーション

ハカルプラス(株)

パナソニック エレベーター

(株)P＆A

(株)VIPグローバル

認定特定非営利活動法人福医建研究会 快居の会

福祉用具プランナー研究ネットワーク（プラネット）

(株)ＦＵＪＩ

フジホーム(株)

FREE Bionics Japan(株)

(株)ブルークロス・エマージェンシー

平成リハビリテーション専門学校

(株)ベテル

(株)ベネフィットジャパン

ヘルメット潜水(株)

マ行

(株)マキテック

増田樹脂化学工業(株)

マッスル(株)

(有)マツトシ

(株)松永製作所

丸田シャツ(株)(あんしん介護)

丸菱工業(株)

(株)ミキ

ミナト医科学(株)

(株)ムーンスター

(株)メトス

(株)メルシー

(株)モリトー

ヤ行

山崎産業(株)

(株)ヤマト

やまと産業(株)

山本化学工業(株)

(株)ユーキ・トレーディング

有人宇宙システム(株)

ユーバ産業(株)

ユーピーアール(株)

ユニ・チャーム(株)

ゆめ伴プロジェクト in 門真実行委員会　

淀川平成病院

ラ行

楽勝ボタン

(株)ランダルコーポレーション

リフォームレシピ

レバレジーズグローバルサポート

ワ行

(株)ワクレア

(株)早稲田エルダリーヘルス事業団

海外

Formosa Cultural Corp.

※8月18日現在
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