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有限会社　小林椅子工業座・らくーんと多目的クッション実演展示
出展内容 創業46年になります。座・らくーんと多目的クッション実演展示。業

務内容紹介。

特徴 　座・らくーんは平成23年2月特許取得。多目的クッション平成24年8月特許取得。当日は実演展示をおこないます。一般業務用・理
美容・医療用の椅子製作修繕いたします。特別注文椅子製作。

http://kobayashi-isu.com

ブース
番　号 C-001

診療化成懸濁ボトル100万本達成
出展内容 医療用投薬瓶・軟膏容器・懸濁ボトル・お湯さしくん

特徴 他者にできない独自性が診療化成の強みです。懸濁ボトルは、錠剤や散剤が飲み込めない方の為に開発されたボトルです。新商
品は現在開発中のボトルです。

http://www.shinryokasei.co.jp

ブース
番　号 C-002

「音声拡聴器」　伊吹電子持って耳に当てれば相手の声が大きく聴ける
出展内容 耳の不自由な方のコミニュケーション機器　音声拡聴器

特徴 簡単便利、聞きたい時だけ耳に当てれば相手の声が大きく聞き取れる。長い時間聞きたい時はイヤホンを使えば持たなくてテーブ
ルに置いてよし。金融機関・役所・病院・調剤薬局などの窓口に設置

販売あり
http://www.ibukiel.co.jp

ブース
番　号 C-003

三力工業　株式会社どこでも、簡単トレーニングと防犯用品
出展内容 むにゅっと握る新感覚ムニュッタートレーニングアームツイスタ完全

制圧サスマタキャプターX

特徴 ムニュッター:基本的な使い方「にぎる、ひっぱる、おす」感覚刺激と手の運動の活性化!アームツイスタ:どこでも、簡単インナーマッス
ルトレーニングキャプターX:防犯には完全制圧型サスマタ

販売あり
http://www.sanriki.com/

ブース
番　号 C-004

株式会社ジャニス介護・福祉ソフトなら安心のジャニス
出展内容 介護・福祉ソフト

特徴 「響」は、介護保険制度・障害者自立支援制度開始当初から、サービスを展開しているノウハウと実績、そしてお客様の声を融合さ
せた介護・福祉システムです。

http://www.janis.co.jp/

ブース
番　号 C-005

老いを寿ぐ　アポロサンズHD認知症に特化しており、様々なケアを導入
出展内容 運営施設の紹介。施設内で導入されている様々な認知症緩和ケ

アの紹介と実演。創設者出版本の紹介。

特徴 介護事業を始め16年を迎える会社です。数多くの認知症を患われた方をお世話させて頂く中で、個々に合わせて日本だけでなく海
外からも取り入れた様々な認知症緩和ケアをご紹介します。

販売あり
http://www.sunheart-care.jp

ブース
番　号 C-006

和漢生薬研究所霊芝の研究・生産・加工メーカーです
出展内容 焼成カルシウムによる実演・販売を行っています。

特徴 野菜についている農薬、壁や床についている菌やノロウィルス、またその他除菌・抗菌ができる商材
販売あり

http://www.wakanshouyaku.co.jp/

ブース
番　号 C-007

オオタ商会どこでも簡単に使える介護用リフト
出展内容 可搬型介護用リフトの体験

特徴 地震等の災害時に避難所や屋外でも、寝ている方を車いすなどへ1人の介助で安全に移すことができるリフトです。バッテリー式で
電源が無いところでも使用でき、持ち運び、組み立ても1人でできます。

http://www.ohta-shokai.co.jp

ブース
番　号 C-008

東京信友人に優しく、便利で使い易く、安い
出展内容 シルボード/番号呼び出し器・シルウォッチ/無線情報通知・サウン

ドモニター/家内の情報通知

特徴 高機能ながら使い易く価格も安い。無線なので煩わしい配線が不要。光・振動・音・文字表示でお年寄りや障害者にも確実に情報を
知らせることができる。コストダウンが可能

販売あり
http://www.shinyu.co.jp/

ブース
番　号 C-009

株式会社　アリア今までになかった!!
出展内容 生涯現役!健康教室、介護職員向け音楽ケアプログラム、音楽便

利グッズ(五楽線・楽譜面BOOK)

特徴 脳トレや体操・コーラスを盛り込んだ「生涯現役!健康教室」を実施しております。五楽線は「貼ってはがせる五線テープ」、楽譜面
BOOKは「書き込みできるA3コピー譜対応ファイル」!!

販売あり
http://www.ariamusic.jp/

ブース
番　号 C-010

(株)ホーマーイオン研究所最新のリハビリ治療を体験できます!
出展内容 理学診療用/家庭用の低周波治療器を体感いだだけます。

特徴 <これからのリハビリテーション治療のスタンダード>下肢すべての筋肉を動かす全く新しいベルト電極式骨格筋電気刺激法「B-
SES」を体感いただけます。

http://www.homerion.co.jp/

ブース
番　号 C-011
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『 コンロカート 』災害時の炊き出しに強い味方!
出展内容 コンロカート実物と非常食を展示しております。

特徴 東日本大震災の中、病院や福祉施設で食事提供を続けてきた調理スタッフや炊き出しスタッフ皆様の声を集めて作り上げた、災害
時炊き出し用の移動型コンロです。

http://www.mtfoods.jp

ブース
番　号 C-012

中央歯科補綴研究所白くて美しい歯!「健康・笑顔」創造企業
出展内容 保険診療から自費診療まで歯科治療に関わる補綴物(ほてつぶ

つ)を製造・販売しています。

特徴 普段歯科医院で治療に使われている補綴物(差し歯や入れ歯等)を製造しているのが歯科技工所ですが、私たちはその中でも「自
費診療」に特化した補綴物を製造しています。

http://www.chuo4618.com

ブース
番　号 C-013

水位制御はフジコントロールズレジオネラ菌の増殖を防ぐ浴槽の水位制御
出展内容 水位制御の実演

特徴 補給水の水位制御は従来　フロート方式や電極方式が一般的であるが、水位センサで浴槽やプールなどの水位を検知して水を補
給する方法なので連通管は不要です

http://www.kt.rim.or.jp/~on01-fcc/

ブース
番　号 C-014

お尻がきもちいい椅子。きの利く椅子お尻が痛くならないお尻が気持ちいい椅子
出展内容 お尻がきもちいい椅子。疲れない椅子、通気がよく、股間が蒸れな

い、移動も楽な椅子。

特徴 股間が蒸れない、移動も楽な椅子。実用新案5案取得機能的な椅子。又車いす型の椅子は高さ調節できる。また寒いときは、湯た
んぽ取り外しつき、腰を温めることもできます。

http://www.kk-medical.co.jp

ブース
番　号 C-015

ネットミル見守りシステム電気の使い方でわかる高齢者見守りシステム
出展内容 電気の使い方で分かる高齢者見守りサービスの紹介。PC、スマ

ホ、携帯から生活状況確認のデモ。

特徴 ネットミルは従来の見守りサービスの常識を覆す新技術により一日24回のデータ分析により生活リズム異常、お元気情報のメール
配信、PC、スマホから電気の使い方が分かる「見える化」を実現。

販売あり
http://www.cico.co.jp

ブース
番　号 C-016

サイモンいざという時!便利な多機能ルーペ!!
出展内容 多機能LEDハンドルーペ。超強力くもり止めアンチフォッグ。アル

コール不使用スマホクリーナー。

特徴 見る・書く・拭く・明るくするが一つになった多機能LEDハンドルーペ。24時間くもり止め!アンチフォッグ。アルコール不使用でスマホや
メガネのレンズ汚れがスッキリ落ちるクリーナーティッシュ

販売あり
http://www.simon-as.co.jp/

ブース
番　号 C-017

サンワ災害時の非常用階段避難車を展示します
出展内容 寝たきりの方などの階段歩行困難者が、安全に避難できる「非常

用階段避難車キャリダン」を展示

特徴 地震・火災などの災害時にエレベータが使えない状況下で歩行困難の方を乗せ、通路・階段を安全に避難させることができます。国
会議事堂・アメリカ国防省への納入実績が安全を証明。

http://www.sunwa-jp.co.jp

ブース
番　号 C-018

人間ドック情報館人間ドック・がん検診のご相談、承ります。
出展内容 人間ドック施設をご紹介いたします。

特徴 検査のご相談・人間ドック施設を中立な立場でご紹介致します。

http://www.tokyo-medical.co.jp/

ブース
番　号 C-019

日本セルフメディカル株式会社当社独自技術により、デジタル治療器の特許
出展内容 指定管理医療機器-家庭用電位治療器/電位・温熱組合せ家庭用

医療機器の展示及び体験

特徴 アナログからデジタルへの変換当社独自技術により、デジタル治療器の特許取得(特許第4500247号)し、昨年からフェーズ1を販売
中。フェーズ2は、2015年夏を予定しています。

http://www.self-medical.com

ブース
番　号 C-020

自立支援食器　IROHA機能性とデザイン性を兼ね備えた食器セット
出展内容 介護食をすくいやすくし、食事をよりお楽しみ頂ける食器セットのご

紹介をしております。

特徴 器底面のくぼみとスプーンの丸みを合わせたオリジナルの設計で快適な食事の時間をお過ごしいただけます。機能性だけでなくデ
ザインにもこだわり、一般の食器と遜色なく食空間を彩ります。

http://www.web-taisei.com/

ブース
番　号 C-021

食と健康社安心・安全・低価格・自然派をテーマに
出展内容 プロポリス+天然ハーブのプロハーブ化粧品と薬用育毛剤の展示

販売。

特徴 プロハーブ化粧品は無香料・無着色・自然派・植物性です。専門のアドバイザーが使い方等、詳しい説明をいたします。

販売あり
http://www.shokutokenkousya.com/

ブース
番　号 C-022
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株式会社健康プラザパル健康について真剣に考えた商品
出展内容 ご来場者の健康を真剣に考えたハナビラタケのサプリメントや化粧

品を中心に販売しております。

特徴 世界基準の臨床試験を行った結果、糖尿病やアレルギーへの有効性が確認され、医療機関からエビデンスマークを取得した「ハナ
ビラタケ」商品を中心に、健康を真剣に考えた商品を販売します。

販売あり
http://kenko-iimono.com/?adcd=kpalchpbnpt

ブース
番　号 C-023

不二バイオファーム美味しく、楽しく、
出展内容 芽出し野菜を原料にした健康食品や、とても甘くておいしいトマトを

出展します。

特徴 芽出し野菜とは、植物が成長する過程でとても栄養価が高く、大変注目されています。それを原料に開発した健康食品素材も注目
です。とても甘くておいしいトマトもご用意しています。

販売あり
http://www.sobanome.co.jp/

ブース
番　号 C-024

YAQUO　WARMS　LAB.冷えに取り組む「薬王ウォームズ研究所」
出展内容 冷えに取り組む「薬王ウォームズ研究所」から漢方薬用入浴剤や

薬膳酒キットなどのご提案

特徴 奈良県産優良生薬"大和トウキ"を配合した漢方薬用入浴剤、目的に応じて選べる自分で作る薬膳種キット、漢方に学んだ中から
温める三つの成分を配合したサプリメント等のご紹介

販売あり
http://www.yakuo.co.jp

ブース
番　号 C-025

三洋産業歯の健康とおいしいコーヒー
出展内容 ダブルツインヘッド歯ブラシ、薩摩なた豆歯磨き、コラーゲン入りド

リップコーヒー他

特徴 見たことない歯ブラシ!幅広のダブルツインヘッド(実案 第3184459号)が口の中を一気に磨きます。ご存知なた豆歯磨きは口臭など
お口のトラブルを防ぎ、磨き心地も後味もスキッと爽快!

http://sanyo-sangyo.co.jp/

ブース
番　号 C-026

光陽技研カラダに水素、できたての水素水サーバー
出展内容 老化や病気の原因となる体の酸化を抑制する高い還元力を持った

水素水を手軽に飲める水素水サーバー

特徴 水道水の不純物、放射性物質を徹底的に除去できる複数の高性能フィルターでろ過した純水に、電気分解方式で生成された水素
を高濃度に溶解させた水素水を手軽に安価に飲める水素水サーバー

販売あり
http://www.k-koyo.jp/

ブース
番　号 C-027

秋山のオリジナルサプリメントオリジナルサプリメント企画・提案致します
出展内容 オリジナルサプリメント・化粧品

特徴 自社オリジナル配合による商品化の提案。長年の経験と研究から、データーの揃った大手企業の原料や他で真似の出来ないメー
カーオリジナル原料・こだわり原料などを組合せて商品化のご提案を致します

ブース
番　号 C-028

大東亜窯業株式会社軽く強く美しい軽量強化磁器おかるのキモチ
出展内容 軽く強く美しい新軽量強化磁器製の食器。美濃美人「おかるのキモ

チ」。高齢者施設に最適です。

特徴 アルミナの添加量を減らし強度を高めることに成功。当社従来製品比で10%程軽くした。強度は業界トップレベルの200Mpa。加飾は
下絵付けで、鉛の溶出や絵柄の劣化などの問題がありません。

http://www.daitoua.co.jp

ブース
番　号 C-029

自動オシボリ製造機・プールス衛生的な除菌タオルを即時に製造します。
出展内容 衛生的な温かいウェットタオルを提供する除菌タオルディスペン

サー・プールス及びロール紙と除菌液

特徴 除菌された衛生的な温かいウェットタオルを即時に製造するタオルディスペンサー。ボリュームのある厚い素材を使用した高品質の
使い捨てタオルにより、お手拭から身体の清拭まで多用途に利用できる。

http://www.purus.jp/

ブース
番　号 C-030

(株)池山メディカルジャパン温泉に入れるオーダーメイド人工乳房
出展内容 シリコーン製の人工乳房や人体パーツ(指・鼻・耳など)

特徴 身体の一部をなくされた方へ提供させていただいております。オーダーメイドでご自身の大きさや色に合わせて製作致します。公の
場でも使用して頂けます。

http://www.ikeyama-mj.com

ブース
番　号 C-031

雪の元本店品質の高い化粧品をご提案
出展内容 化粧品の展示を行っています。

特徴 医薬品メーカーが開発した化粧品・医薬部外品をご紹介します。
販売あり

http://www.yukinomoto.co.jp/

ブース
番　号 C-032

高機能性靴下のエコノレッグ®お悩み解消のための健康靴下・サポーター
出展内容 靴下日本一の産地、奈良県製の高機能性靴下・五本指靴下・サ

ポーターを展示販売しております

特徴 ●歩いても疲れにくい●立ち仕事で疲れにくい●冷え取り重ね履き●魔法瓶効果であったか●かかとのかさかさ●外反母趾●転
倒を予防する●寝ている間に美脚　お悩み解消のための健康靴下・サポーター

販売あり
http://www.nishikutu.co.jp

ブース
番　号 C-033
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ウイルス予防と臭い対策安心安全に
出展内容 商品の展示と資料を準備しています。

特徴 安心して手軽に利用ができるように安全性を高めています。一般のご家庭から企業、保育幼稚園、食品関係、医療福祉などの幅広
い分野でウイルスや臭い対策を目的として活用頂いております。

http://medicine-net.jp/

ブース
番　号 C-034

ROOM CREATOR調音・遮音を可能にした超万能素材。
出展内容 90cm四方のボックスを二つ並べて展示し、その中で音の違いを体

感していただきます。

特徴 音の悩みを解決しませんか?「ROOM  CREATOR]は、優れた吸音・遮音効果を兼ね備えた調音材、単施工で快適に。従来の吸音材
と比べて広い周波数帯で吸音・遮音効果を発揮します。

http://www.tokai-mi.co.jp

ブース
番　号 C-035


