出展社企業一覧
賃貸 住 宅フェア
オーナー向け
民泊ポータルサイト B-01 HomeAway 民泊・運営代行・管理 E-07 BIJOU SUITES（ビジュースイーツ）／
A-01 matsuri technologies／ A-02 SQUEEZE／B-05 ナーブ ペット共生住宅 L-06 アニドック 高齢者住宅 I-05 くらし計画／
L-03 エヌ・エイチ・ケイ日本ハウス神戸 国内投資用不動産 H-05 ZEROコンサルティング／C-07 タープ不動産情報／D-01 中央住建不動産
海外投資用不動産 J-01 カンボジア不動産／ I-05 くらし計画／ I-06 シティインデックス 海外不動産投資／H-06 地球と不動産（ベトナム不動産）／
J-02 ハロハロホーム 資産運用 D-04 アシストアセット／I-01 カネツ商事・カネツFX証券／ J-07 Goodリアルエステート
不動産資産コンサルティング D-04 アシストアセット FX・金売買 I-01 カネツ商事・カネツFX証券 株式投資 C-01 フジトミ
不動産売買 D-03 大阪ガスビジネスクリエイト 賃貸管理 F-08 アズ・スタット／ J-18 Goldkey Co.,Ltd／C-02 ルームコンサルティング
入居者マッチングサイト G-01 ウチコミ！
（アルティメット総研） 土地活用、
アパート・マンション E-01 アクシアプラス／
L-03 エヌ・エイチ・ケイ日本ハウス神戸／H-01 GIFT（旧名：プリマ倶楽部）／H-05 ZEROコンサルティング／ F-09 CIAOLA／
B-03 荻田建築事務所 新築長屋 B-03 荻田建築事務所 農地活用 I-02 アグリメディア トランクルーム J-09 ランドピア
コンテナハウス F-09 CIAOLA コインランドリー投資 J-03 岡村商事／D-09 せんたくウサギチェーン/TOSEI
駐車場・コインパーキング F-08 アズ・スタット／D-03 大阪ガスビジネスクリエイト／ E-02 シード
（スマートパーキング）
屋上スペース活用 E-08 JTOWER 団体・協会 G-06 Osakaあんしん住まい推進協議会／ J-11（一社）消費者建物管理協会
リフォーム・リノベーション
リフォーム・リノベーション K-05 旭化成リモデリング／ I-10 朝日リビング／ I-14 アローペイント／C-04 かんでんEハウス／ L-02 彩Finish／
J-12 サンリミックス／J-15 ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア／I-07 住まいのエステ クレバー／B-06 NTT西日本グループ テルウェル西日本／
H-03 白鳳／I-12 ハプティック／ K-08 ホープハウスシステム／J-04 リクレア・ライフエージェント／ H-02 Rays Product
リフォームFC J-15 ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア／ I-13 リノリースCLUB FC本部 大規模修繕 K-05 旭化成リモデリング／
I-10 朝日リビング／I-14 アローペイント／B-06 NTT西日本グループ テルウェル西日本／L-02 彩Finish／I-07 住まいのエステ クレバー／
H-03 白鳳／ K-08 ホープハウスシステム 原状回復 K-07 壁紙革命／J-12 サンリミックス／J-15 ジェー・ウォッシュチェーン本部 フロンティア／
C-02 ダイキチカバーオール／I-11 リペア普及協会 建物メンテナンス D-08 Keishin 給排水管 J-14 イースマイル／J-16 都市拡業
貯水槽 J-11（一社）消費者建物管理協会 ハウスクリーニング I-03 リスダンケミカル 建物清掃 B-06 NTT西日本グループ テルウェル西日本／
C-02 ダイキチカバーオール 団体 J-10（一社）優良リフォーム支援協会／ I-11 リペア普及協会
住宅設備・建材
キッチン H-04 亀井製作所 水回り J-14 イースマイル／ H-04 エフ・ジェイ・ケイ／ H-04 小笠原 浴槽 H-04 小笠原 設備保証 H-04 フジヤマ
室内物干し L-07 川口技研 住宅設備 C-04 かんでんEハウス 家具・雑貨 A-06 イケア・ジャパン 建材 J-05 全備 床材 L-05 タキロンマテックス
ペット関連設備 L-06 アニドック 防犯カメラ E-05 J-08 イーブロードコミュニケーションズ／A-04 エルモ社／ I-09 ジェイネッツ／
J-19 バッファロー・IT・ソリューションズ／D-06 ブロードエンタープライズ／C-08 ヤザワコーポレーション 防犯機器 K-06 アイホン／F-07 ユーエムイー／
B-06 NTTメディアサプライ／ A-05 ライナフ／J-06 ロックマンジャパン ブロードバンド E-05 J-08 イーブロードコミュニケーションズ／
B-06 NTT西日本／ B-06 NTTメディアサプライ／E-03 ギガプライズ／I-09 ジェイネッツ／ J-19 バッファロー・IT・ソリューションズ／
D-06 ブロードエンタープライズ／B-02 未来ネット／ C-08 ヤザワコーポレーション／F-07 ユーエムイー／F-12 ライフリライアンス
鍵 F-08 アズ・スタット／ B-04 アルファ/エストプラス／ K-02 コマニー／ I-08 セキュラ／F-07 ユーエムイー／A-05 ライナフ／
J-06 ロックマンジャパン 収納家具 A-03 ロータス 宅配ボックス B-06 NTTメディアサプライ／L-04 神栄ホームクリエイト／ F-06 東精ボックス／
K-03 日本宅配システム／C-05 フルタイムロッカー／D-10 プロボックス コインランドリー D-09 せんたくウサギチェーン/TOSEI
インターホン K-06 アイホン 省エネ・電気料金削減・エネルギー J-13 アースエンジニアリング関西／ K-04 エスコ／
C-04 関西電力、
かんでんEハウス／J-17 バズエリア／E-06 リミックスポイント 太陽光発電システム F-05 日本エコシステム
ロードマーキング（溶着式路面表示材）I-04 新富士バーナー 防災 C-04 関西電力
不動産会社向け
家賃債務保証 F-11 アーク賃貸保証／ G-03 日本賃貸保証／ C-03 ほっと保証 賃貸管理システム E-03 ギガプライズ／
J-18 Goldkey Co.,Ltd／F-10 賃貸管理ソフト
「賃貸名人」のダンゴネット 業務支援 A-05 ライナフ 報告書作成アプリ D-08 Keishin
仲介支援 J-18 Goldkey Co.,Ltd／F-10 賃貸管理ソフト
「賃貸名人」のダンゴネット／ C-06 リアルネットプロ WEB集客支援 C-09 スマイスター
不動産ポータルサイト G-01 ウチコミ！
（アルティメット総研） 24時間コールセンター G-04 TOKAI 建築FC H-01 GIFT（旧名：プリマ倶楽部）
モデルルーム設営 L-01 てぶらでどっとこむ 家具・家電レンタル L-01 てぶらでどっとこむ 内覧システム D-05 リコー 全方位カメラ D-05 リコー
VRシステム D-07 不動産VRのスペースリー／B-05 ナーブ／ D-05 リコー 不動産会社FC E-04 イオンハウジング／ A-07 ハウスドゥ
トラブル代行 C-02 Dサポート 高齢者住宅仲介FC I-05 くらし計画 団体・協会 E-09 IREM JAPAN
（アイレムジャパン）／
G-06 Osakaあんしん住まい推進協議会／G-05（公社）全日本不動産協会大阪府本部／G-07（公財）日本賃貸住宅管理協会大阪府支部
法律・税務・相続対策
法律 F-03 弁護士法人ALG&Associates 税務・相続対策・消費税還付 F-04 田中会計事務所／G-02 スリーアローズ税理士事務所／
D-02 認知症と相続の法的サポート相談所／ F-01 フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人
その他
出版 F-02 国際イベントニュース
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リフォーム産業フェア
M-06 Rインスペクターズ 既存住宅状況調査アプリ P-18 アクシス 照明、ハウスパーツ、スイッチ関連 P-21 アクセス人材紹介 採用支援／人材教育
Q-08 あつまる 集客・広告 N-04 安心計画 住宅見積・プレゼンテーションシステム Q-01 ANDPAD 施工管理アプリ
N-02 イオグランツ 建築３次元ＣＡＤ／高精細パース＆ＶＲ空間提案ツール／ＣＡＤ連動見積りソフト
P-16 エクスプローラーコンサルティング 営業研修／トレーニング／コンサルティング P-10 オフィスコンシェルジュ 建設業向け基幹システム
P-08 CUBIC 高所撮影点検システム M-05 建材ナビ 建材メーカー カタログサービス
O-08 建築資料研究社／日建学院 建築積算ソフト／プレゼンシステム／クラウド型現場情報共有サービス
P-17 KOHLER／日鉄住金物産マテックス 新素材キッチンシンク・水栓 Q-06 コスモス・ベリーズ 家電品卸しボランタリーチェーン
N-03 サイエンス セントラル型浄活水装置／マイクロバブル入浴装置 O-01 サンキテック 見積支援システム
P-14 システムサポート 総合工事管理システム Q-04 ジブンハウス 住宅ＦＣ・ＶＣネットワーク
P-20 住宅リフォーム推進協議会 住宅の長寿命化リフォームの周知 O-03 昭光通商 屋根リフォーム材
P-03 スリーエステクノ 日本製電気式床暖房システム O-06 セカンドホーム 地面施工の新技術
M-04 センリョクwithニッカホーム リフォーム会社向営業支援ＦＣ M-01 SOUSEI Technology 施主とビルダーを結ぶマイホームアプリ／ＩｏＴ住宅
M-03 ソリューション 離職対策／人材育成
P-19 ソルト ステージング 物件広告写真撮影／インテリアコーディネート
Q-02 ダイテック 住宅業向けクラウド管理システム／現場施工管理アプリ P-15 玉川窯業 軽量タイル O-05 トラポ 防虫排水トラップ販売代理店ＦＣ
P-04 ドリックス 硬質吸音フェルトボード O-02 Drone Roofer 屋根点検用ドローンソフトウェア
O-07 70年代不動産 ネットワーク リノベーションネットワーク／賃貸リノベ満室化プロジェクト Q-05 ニッコー・液体ガラス 液体ガラス
P-01 日本衛生センター 基礎補強 P-09 日本塗装名人社 全国対応の塗装会社 O-04 ノダ リノベーション向け床材・建具
N-01 ハンガーズ 特殊壁紙全国施工ネットワーク M-02 FEROOF Co., Ltd 石粒付鋼板屋根材
Q-07 物件王 不動産仲介業新規参入支援ネットワーク P-11 BAEK／スリップバスターズ 滑り止めＦＣ加盟店募集／調色タイル・光触媒
P-13 街建プロ 地域密着型建材価格比較購入ＥＣサイト P-07 モーベリーホーム システムバスのシェルター化フレーム
P-02 モリテックスチール 室内物干し器ルームハンガー／ＥＶ・ＰＨＥＶ用普通充電器・ケーブル自動巻取式充電スタンド
P-05 らくぺジ／コネックス ホームページ作成サービス Q-03 リフィード リフォームシミュレーター
P-12 レポートキング 報告書作成アプリ P-06 ワンウィル 漆喰珪藻土

住まい×介護×医療展
アイ−ツーオー［フロアリメイク、防滑商材］／アルシステム［空気清浄機、オゾン消臭機］／ann-J［美容機器・化粧品・サプリメント］／
eWell［訪問看護クラウド支援サービス「iBow（アイボウ）」］／エイジプラス［きずなライフサポート］／
エムスリーナースサポート
［訪問看護・在宅ホスピス］／エムワイテック
［塩素系除菌消臭剤「プログレスウォーター」］／
小川電機［補助金を活用した建物設備改修］／髪や（ジェイアンドシー）
［訪問理美容］／
カワイコーポレーション［施設利用時の滞納保証サービス］／川商［高齢者住宅運営］／QOLサービス［介護業界向け書籍］／
クックデリ
［介護施設向け食事トータルサービス］／CARE PETS［わおん障害者グループのレベニューシェアモデル］／
一般社団法人献身会［高齢者住宅入居時・入院時の身元保証］／ゴーゴーお片付け（エルムズクリエイト）
［家財整理］／
医療法人光誠会［在宅医療］／さんぱつや［訪問理美容］／一般社団法人JOS［高齢者住宅入居相談］／
大福鍼灸堂［鍼灸による認知症予防］／つなぐ［訪問介護向け支援システム「Care−wing」］／
とくたけ司法書士事務所［遺言・後見・終活相談］／とーたるさぽーと
［高齢者住宅入居相談］／
豊丸産業［「元気はつらつトレパチ！テーブル」など介護予防機器］／ナッセ［eラーニング介護研修システム「けあすた」］／
行政書士西山法務綜合事務所
「食品衛生法改正に関するコンサルティング」
／医療法人社団日翔会
「在宅NST
（栄養サポートチーム）
」
／
ニッソーネット ほっと倶楽部「介護・医療従事者向け各種研修事業」／ノーザンライツ［人材採用に関する各種支援］／
ハッピーライフ「次亜塩素酸水「アクアトロンジョイズ」／フリーケア［リハビリを使ったコンサルティング］／
フルカウント
［高齢者施設向け出張デパート］／マルモット
［訪課後等デイサービス・介護スタッフ向け研修］／
南大阪リビング［高反発パフクッション・低反発クッション］／ライトラン［介護事業営業支援コンサルティング］／
一般社団法人ライフエンディング・ステージ［相続・成年後見など高齢者の各種支援］／
ライフケア医療介護事業協同組合［外国人技能実習制度など］／リサイクルジャパングループ［家財整理］／
早稲田エルダリーヘルス事業団［歩行解析デバイス「AYUMI EYE」］

（カッコ内は出展内容）

応援隊フェスタ

活き活き倶楽部／大阪地域医療連携合同協議会「大阪連携たこやきの会」／一般社団法人介護エンターテイメント協会／
一般社団法人在宅ケア もの・こと・思い研究所／一般社団法人日本エルダーライフ協会／
一般社団法人日本シニア住宅相談員協会／一般社団法人フットヘルパー協会／一般社団法人薬局支援協会／
一般社団法人Utori Sports Community／一般社団法人ワーシャル
賃貸住宅フェア, リフォーム産業フェア, 住まい×介護×医療展 2018 in 大阪
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