
ゾーン コマ番 出展者、コーナー等
テーマゾーン A-1 テーマゾーンパネル（建設分野の環境と課題）
　　〃 A-2 東雲研修センター
　　〃 A-3 NPO給排水設備研究会
　　〃 A-4 宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)
　　〃 A-5 モデル・テｲでんき
　　〃 A-6 卒ＦＩＴ
　　〃 A-7 一社）日本建築設備診断機構
　　〃 A-8 一財）ベターリビング
　　〃 A-9 一社）ベターライフリフォーム協会
　　〃 A-10 全国建設労働組合総連合（全建総連）
　　〃 　〃 福祉施設ビジネスモデル研究会
　　〃 　〃 ＦＰ＆建築アトリエ
　　〃 　〃 カネカ建設(株)
　　〃 　〃 楓設計室
　　〃 　〃 NPO ＳＯＳ総合相談グループ
　　〃 A-11 ＬＥＤ照明・電材コーナー
　　〃 A-12 国際ビジネスサポート
　　〃 A-13 　ＮＰＯ留学協会
　　〃 A-14 公益社団法人国際観光施設協会
　　〃 A-15 NPO 雅すこやかサポート協会
　　〃 　〃 雅グループ
　　〃 A-16 北⾥⼤学⼤学院　感染症学研究室
　　〃 　〃 NPO 日本ファーストエイドソサェティ
　　〃 A-17 和歌山県湯浅町
　　〃 A-18 エイム(株)〜⽊耐協
　　〃 A-19 ＮＰＯ 水フォーラム
　　〃 A-20 健康企業
　　〃 A-21 リブ・フォー・ライフ美奈⼦基⾦
　　〃 A-22 SHOＨ PLANNING
　　〃 A-23 公社)⻑寿社会⽂化協会
　　〃 　〃 マツ六㈱
　　〃 A-24 設計支援コーナー（ＢＩＭ）
　　〃 A-25 (株)吉桂
　　〃 A-26 ＦＰ＆建築アトリエ
　　〃 　〃 NPO 先端医療福祉開発研究会
　　〃 　〃 一財）防災教育推進協会
　　〃 　〃 福祉施設ビジネスモデル研究会
　　〃 　〃 中・高齢者の健康野菜作りとコミュニティハウスを創る会
　　〃 　〃 ㈱ＫＤライフデザイン研究所
　　〃 　〃 　お野菜コミュニテｲ
　　〃 　〃 東京ファインフーズ
　　〃 　〃 (株)デｲープロ・ケイ
　　〃 　〃 技研電⼦(株)
　　〃 　〃 日本オフィス・サプライ（有）
　　〃 　〃 NPO　くらしと住まいネット
　　〃 A-27 ジオテック㈱
　　〃 A-28 全国管工事業協同組合連合会
　　〃 A-29 一社）建築設備綜合協会
　　〃 A-30 一社）千葉県ＬＰガス協会
　　〃 A-31 一社）団地再生支援協会
　　〃 A-32 一社）日本建材・住宅設備産業協会
　　〃 A-33 筑波⼤学　中内研究室
　　〃 A-34 ㈱清水英雄事務所

ＩＴ B-1 KDDI
　　〃 B-2 NEC
　　〃 B-3 HOPE
　　〃 B-4 内⽥洋⾏
　　〃 B-5 ｅ設備
　　〃 B-6 凸版印刷
　　〃 B-7 コスモソフト
　　〃 B-8 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
　　〃 B-9 ダイキン工業
　　〃 B-10 三菱電機
　　〃 B-11 パナソニック
　　〃 B-12 クリナップ
　　〃 B-13 ゼロックス
　　〃 B-14 ＲＰＡ（アステリア）
　　〃 B-15 ＲＰＡ（キャノン電⼦）
　　〃 B-16 エイフォース
　　〃 B-17 ＯＰＳ（ライトワークス）
　　〃 B-18 カラーチップス
　　〃 B-19 スタッグ
　　〃 B-20 イエプロ
　　〃 B-21 オクト
　　〃 B-22 ＴＯＴＯ
　　〃 B-23 ＩＴ推進会
　　〃 B-24 システムズナカシマ
　　〃 B-25 石⽥データサービス
　　〃 B-26 アクアソフト
　　〃 B-27 コンピューターシステム研究所
　　〃 B-28 コンプケア
　　〃 B-29 安心計画
　　〃 B-30 マイカイソリューションズ
　　〃 B-31 富士通パーソナルズ
　　〃 B-32 日興通信
　　〃 B-33 ドローン

TOTO Ｃ-1 ＴＯＴＯ㈱
　　〃 〃 　セラトレーディング㈱
　　〃 〃 　ＹＫＫ　ＡＰ㈱

空調・電機 D-1 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京㈱
　　〃 〃 　オーケー器材㈱
　　〃 〃 　ダイキン福祉(株)
　　〃 D-2 東芝キヤリア㈱
　　〃 D-3 ㈱空調タイムス社
　　〃 D-4 日⽴グローバルライフソリューションズ㈱
　　〃 D-5 ㈱日本イトミック
　　〃 D-6 ＭＡＸ(株)
　　〃 D-7 一社）日本冷凍空調設備工業連合会
　　〃 〃 　アサダ㈱
　　〃 〃 　新コスモス電機㈱
　　〃 〃 　㈱イチネンＴＡＳＣＯ
　　〃 〃 　㈱ＦＵＳＯ
　　〃 D-8 ＰＡＣインストール実演コーナー
　　〃 〃 　オーケー器材(株)
　　〃 〃 　ダイキン工業(株)
　　〃 〃 　⼤谷商会(株)
　　〃 D-9 パナソニック㈱ライフソリューションズ社
　　〃 D-10 東京電⼒エナジーパートナー㈱
　　〃 D-11 三菱電機住環境システムズ㈱
　　〃 D-12 ㈱コロナ
　　〃 D-13 (株)PERSH

住設・建材 E-1 ㈱タカショー
　　〃 E-2 ㈱ＫＶＫ
　　〃 E-3 ＳＡＮＥＩ㈱
　　〃 E-4 コンビウィズ㈱
　　〃 E-5 ㈱カクダイ
　　〃 E-6 ＳＭＢ建材㈱
　　〃 〃 　アイカ工業㈱
　　〃 〃 　城東テクノ(株)
　　〃 E-7 ㈱ミナミサワ
　　〃 E-8 ㈱水生活製作所
　　〃 E-9 ジャパン建材㈱

キッチン＆バス F-1 マイセット㈱
　　〃 F-2 タカラスタンダード㈱
　　〃 F-3 住友林業㈱
　　〃 F-4 　㈱ハウステック
　　〃 F-5 クリナップ㈱
　　〃 F-6 ㈱ＬＩＸＩＬ
　　〃 F-7 イースタン工業㈱
　　〃
ガス・温水 G-1 東京ガス㈱
　　〃 G-2 ㈱パロマ
　　〃 G-3 ㈱ノーリツ
　　〃 G-4 サンポット㈱
　　〃 G-5 リンナイ㈱
　　〃 G-6 パーパス㈱

癒しコーナー H-1 エコ　de　カフェ
H-2 酸素水
H-3 ケッズスポーツマッサージ

給水システム Ｉ-1 ㈱荏原製作所
　　　〃 Ｉ-2 ㈱鶴⾒製作所
　　　〃 Ｉ-3 テラル㈱
　　　〃 Ｉ-4 ㈱川本製作所

Ｉ-5 サイエンス㈱
　　　〃 Ｉ-6 新明和工業㈱
　　　〃 Ｉ-7 寺⽥ポンプ

産機・土⽊ J-1 ⼤明工機㈱
 〃 ㈱ＭＩＥテクノ
 〃 ㈱村松
 〃 日本アスコ㈱
 〃 ㈱アイエス工業所
 〃 日本ダイヤバルブ㈱
 〃 ㈱日阪製作所
 〃 日本測器㈱
 〃 ㈱ナゴヤ
 〃 ㈱ヨシタケ
 〃 アムト㈱
 〃 ㈱フジトク
J-2 ｴﾏｿﾝﾊﾞﾙﾌﾞｱﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
J-3 巴バルブ㈱
J-4 旭有機材㈱
J-5 ＳＭＣ㈱
J-6 日本フイツシヤ㈱
J-7 ㈱フジキン
J-8 南国フレキ工業㈱

バルブ・機材 K-1 ㈱⼤和バルブ
　　　〃 K-2 アズビル⾦門㈱
　　　〃 K-3 ㈱アカギ
　　　〃 K-4 ㈱ベン
　　　〃 K-5 愛知時計電機㈱
　　　〃 K-6 ㈱キッツ
　　　〃 〃 三吉バルブ㈱
　　　〃 〃 東洋バルヴ㈱
　　　〃 K-7 森永エンジニアリング㈱
　　　〃 K-8 ⻑野計器㈱
　　　〃 K-9 ㈱日邦バルブ
　　　〃 K-10 ㈱ＦＭバルブ製作所
　　　〃 K-11 兼工業㈱
　　　〃 K-12 ミヤコ㈱

菅・継手 L-1 積水化学工業㈱
　　　〃 　　　〃 積水アクアシステム㈱
　　　〃 L-2 昭和電工建材㈱
　　　〃 L-3 ㈱タブチ
　　　〃 L-4 ブリヂストン化工品ジャパン㈱
　　　〃 L-5 ㈱テクノフレックス
　　　〃 L-6 未来工業㈱
　　　〃 L-7 前澤給装工業㈱
　　　〃 L-8 前澤化成工業㈱
　　　〃 L-9 ＳＦＡ Ｊａｐａｎ㈱
　　　〃 L-10 アキレス㈱
　　　〃 L-11 因幡電機産業㈱
　　　〃 L-12 アロン化成㈱
　　　〃 L-13 ㈱オンダ製作所
　　　〃 L-14 ホーコス㈱
　　　〃 L-15 下⽥エコテック㈱
　　　〃 L-16 シーシーアイ㈱
　　　〃 L-17 日栄インテック㈱
　　　〃 L-18 ㈱水空間
　　　〃 L-19 ㈱川⻄水道機器
　　　〃 L-20 ユーシー産業㈱
　　　〃 L-21 ㈱ヘルメチック
　　　〃 L-22 倉敷化工㈱
　　　〃 L-23 ㈱ベンカン
　　　〃 L-24 ㈱⻑谷川鋳工所
　　　〃 L-25 伊藤鉄工㈱
　　　〃 L-26 ㈱協成
　　　〃 L-27 ㈱吉年
　　　〃 L-28 日本製鉄㈱
　　　〃 L-29 日⽴⾦属㈱
　　　〃 L-30 ショーボンドマテリアル㈱
　　　〃 L-31 ㈱ＵＡＣＪ銅管販売
　　　〃 　　　〃 ㈱ＵＡＣＪ銅管
　　　〃 　　　〃 東洋フイツテング㈱
　　　〃 L-32 ㈱栗本鐵工所
　　　〃 L-33 (株)イノアック住環境
　　　〃 L-34 ㈱ＴＯＺＥＮ
　　　〃 L-35 ㈱アトムズ
　　　〃 L-36 フローバル㈱
　　　〃 L-37 レッキス工業㈱
　　　〃 L-38 (株)ウオーターエイジェンシー
　　　〃 L-39 タカヤマ⾦属工業㈱
　　　〃 L-40 (株)バイタル
　　　〃 L-41 ㈱東洋機工
　　　〃 〃 　高砂熱学工業㈱
　　　〃 〃 　東尾メック㈱
　　　〃 L-42 東尾メック㈱

L-43 (株)バイタル

比較コーナー Ｍ

工具 N-1 橋本総業㈱工具課
　　〃 N-2 アサダ㈱
　　〃 N-3 育良精機(株)
　　〃 N-4 (株)オーエムアイ
　　〃 N-5 （株）オグラ
　　〃 N-6 (株)カンツール
　　〃 N-7 (株)⼤谷商会
　　〃 N-8 (株)新コスモス電機
　　〃 N-9 (株)コクサイ
　　〃 N-10 やまびこ産業ジャパン(株)
　　〃 N-11 (株)シブヤ
　　〃 N-12 (株)昭和商会
　　〃 N-13 ニシガキ工業(株)
　　〃 N-14 ㈱TJMデザイン
　　〃 N-15 土牛産業㈱
　　〃 N-16 トンボ工業㈱
　　〃 N-17 日本ヒルティ㈱
　　〃 N-18 ボッシュ㈱
　　〃 N-19 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工（株）
　　〃 N-20 マックス㈱　　　※
　　〃 N-21 三笠産業㈱
　　〃 N-22 (株)昌美堂
　　〃 N-23 ユニカ㈱
　　〃 N-24 京セラインダストリアルツールズ販売(株)
　　〃 N-25 ㈱テクノ販売
　　〃 N-26 ㈱レヂトン
　　〃 N-27 新潟精機（株）
　　〃 N-28 (株)三⾦
　　〃 N-29 アックスブレーン㈱
　　〃 N-30 デウォルト
　　〃 N-31 ㈱コクサイ
　　〃 N-32 ㈱ユ・ニーズ
　　〃 N-33 ヒット商事㈱
　　〃 N-34 アルインコ(株)
　　〃 N-35 LENOX・ＩＲＷＩＮ
　　〃 N-36 ㈲エル・ビィ
　　〃 N-37 ウッドウエル
　　〃 N-38 ㈱兼古製作所
　　〃 N-39 (株)ドリームクリエイト
　　〃 N-40 (株)ツノダ
　　〃 N-41 スリーエムジャパン（株）
　　〃 N-42 （株）オノマシン
　　〃 N-43 ㈱アイガーツール
　　〃 N-44 旭ダイヤモンド工業㈱
　　〃 N-45 ㈱エヌ・エス・ピー
　　〃 N-46 ㈱ＭＣＣコーポレーション
　　〃 N-47 トップ工業㈱
　　〃 N-48 和勝
　　〃 N-49 ㈱ベッセル
　　〃 N-50 ㈱ホーシン
　　〃 N-51 (株)マイゾックス
　　〃 N-52 ヤマヨ測定機㈱
　　〃 N-53 シンワ測定㈱
　　〃 N-54 ㈱ミヤナガ
　　〃 N-55 (株)ハタヤリミテッド
　　〃 N-56 マルフク　　　※
　　〃 N-57 柏⽊工機㈱
　　〃 N-58 (株)ハタヤリミテッド
　　〃 N-59 ウイニングボアー(株)
　　〃 N-60 新⻲製作所(株)
　　〃 N-61 (株)三共コーポレーション
　　〃 N-62 ミタニコーポレーション㈱
　　〃 N-63 ポリマーギヤ(株)
　　〃 N-64 日本レヂボン(株)
　　〃 N-65 山真製鋸㈱
　　〃 N-66 マヤ工業㈱
　　〃 N-67 (株)モトユキ
　　〃 N-68 タンゴ
　　〃 N-69 ＡＵＣコーポレーション(株)
　　〃 N-70 （株）菱和
　　〃 N-71 中正機械（株）
　　〃 N-72 マイト工業(株)
　　〃 N-73 ＭＡＣＣＨＯ
　　〃 N-74 トラスコ中山(株)
　　〃 N-75 アシックスジャパン(株)
　　〃 N-76 スリーエムジャパン（株）
　　〃 N-77 （株）スイデン
　　〃 N-78 新富士バーナー（株）
　　〃 N-79 ムラテックＫＤＳ（株）
　　〃 N-80 工進関東販売（株）
　　〃 N-81 呉工業（株）
　　〃 N-82 ㈱ＮａＩＴＯ
　　〃 N-83 日進ゴム(株)
　　〃 N-84 三洋試験機工業(株)
　　〃 N-85 (株)新コスモス電機
　　〃 N-86 (株)カスタム
　　〃 N-87 (株)マザーツール
　　〃 N-88 ⻑谷川工業(株)
　　〃 N-89 ミズノ(株)
　　〃 N-90 ＴＯＮＥ(株)
　　〃 N-91 サンゴバン(株)
　　〃 N-92 マルヤマエクセル(株)
　　〃 N-93 (株)アカツキ製作所
　　〃 N-94 (株)佐藤計量器製作所
　　〃 N-95 (株)ニチネン
　　〃 N-96 象印チェンブロック(株)
　　〃 N-97 ㈱マキタ
　　〃 N-98 (株)イチネンMTM
　　〃 N-99 (株)イチネンＴＡＳＣＯ
　　〃 N-100 スリーアールソリューション(株)
　　〃 N-101 サンコーテクノ㈱
　　〃 N-102 東都スリーボンド㈱
　　〃 N-103 ㈱ハウスビーエム
　　〃 N-104 工機ホールディングス㈱
　　〃 N-105 ㈱ワキタ
　　〃 N-106 ダンドリビス(株)
　　〃 N-107 (株)日本住研
　　〃 N-108 東日本ブラザーズ
　　〃 N-109 ヤンマー建機(株)
　　〃 N-110 ネキアツールカンパニー
　　〃 N-111 レッキス工業（株）
　　〃 N-112 AITOZ(株)
即売・物産 Ｏ-1 パナソニックコンシューママーケティング㈱）（家電）
　　〃 Ｏ-2 三菱電機住環境システムズ㈱（家電）
　　〃 Ｏ-3 シャープマーケティングジャパン㈱ホームソリューションズ社
　　〃 Ｏ-4 東芝エルイーソリューション㈱
　　〃 Ｏ-5 ㈱フジ医療器（健康器具）
　　〃 Ｏ-6 ブルマン㈱（健康器具）
　　〃 Ｏ-7 ⼤和興業㈱（ダイソン・タイガー）
　　〃 Ｏ-8 ㈱ダンロップスポーツマーケティング（ゴルフ用品）
　　〃 Ｏ-9 ㈱エヌ・ケイ・キャピタル（ｺﾞﾙﾌ日用品）
　　〃 Ｏ-10 アキレス㈱
　　〃 Ｏ-11 ㈱シティーライフ(美容）
　　〃 Ｏ-12 シモンズ(株)（ベット）
　　〃 Ｏ-13 コラントッテ㈱
　　〃 Ｏ-14 廣畑（時計・貴⾦属・健康ジュエりー）
　　〃 Ｏ-15 ㈱エムジェイ
　　〃 Ｏ-16 ㈱アラミック（シャワーヘッド）
　　〃 Ｏ-17 ユピテル（ナビ・GPSレーダー・ドレイブレコーダー）
　　〃 Ｏ-18 ㈱メルシー（コンパクトマッサージ器）
　　〃 Ｏ-19 (株)KANDA-オーリラ-
　　〃 Ｏ-20 ファミリーイナダ（AIマッサージチェア）
　　〃 Ｏ-21 セールスオンデマンド（空気清浄器ブルーエア）
　　〃 Ｏ-22 釣り具
　　〃 Ｏ-23 ヤマゼンクリエイト㈱（iRobot)
　　〃 Ｏ-24 ツインバード工業㈱
　　〃 Ｏ-25 杉⽥エース㈱
　　〃 Ｏ-26 ㈱宮本商店
　　〃 Ｏ-27 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱
　　〃 Ｏ-28 ㈱銀座山形屋トレーディング（砂川産業様経由）
　　〃 Ｏ-29 近畿日本ツーリスト
　　〃 Ｏ-30 ㈱ミライ
　　〃 Ｏ-31 モンベル
　　〃 Ｏ-32 ロゴス
　　〃 Ｏ-33 ㈱タカムラ（福島ﾌﾙｰﾂ）
　　〃 Ｏ-34 岩手県産㈱東京支店
　　〃 Ｏ-35 ㈱河京（福島物産）
　　〃 Ｏ-36 ㈱エヌティエス(米沢牛卸　肉の上杉）
　　〃 Ｏ-37 (株)佐々直（宮城　笹かま）
　　〃 Ｏ-38 柏⽊工機(株)(梅干し・ハム）
　　〃 Ｏ-39 あおもり北彩館　
　　〃 Ｏ-40 (株)グルメ杵屋
　　〃 Ｏ-41 ㈱レ・リシェス
　　〃 Ｏ-42 利久（牛タン）
　　〃 Ｏ-43 ㈱やまやコミュニケーションズ（福岡明太⼦）
　　〃 Ｏ-44 ㈱うおはん　（HATブース兼）
　　〃 Ｏ-45 ピーロート・ジャパン㈱（ワイン）
　　〃 Ｏ-46 三ツ輪産業㈱（メロン）
　　〃 Ｏ-47 ㈱⼤商⾦山牧場　酒⽥営業所
　　〃 Ｏ-48 ⼤村商会
　　〃 Ｏ-49 Sweet-Baum㈱
　　〃 Ｏ-50 ⼤沢ホールディングス
　　〃 Ｏ-51 ふるさとサポート
　　〃 Ｏ-52 モンシュール

Ｏ-53 ブロック対抗コーナー

スポーツ広場 Ｐ テニス、サッカー
　　〃 Ｑ ストラックアウト
　　〃 Ｒ ゴルフ試打
　　〃 Ｓ 健康
　　〃 Ｔ ストリートラグビー
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