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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
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㈱アイケン
アゼアス㈱
㈱イーズ
㈱イーストアイ
㈱イーズライフ
㈱イガラシ
Well-Being OSAKA Lab
永興電機工業㈱
㈱エス・アイ・シー／㈱Jコーポレーション
NECネッツエスアイ㈱
㈱N.S.C. Trading
エヌ・エス・ピー
NOK
㈱NTTドコモ
FKK㈱
㈱オーストリッチインターナショナル／㈱西文堂
大阪管区気象台
大阪市建設局
大阪市港湾局
大阪市消防局
大阪市水道局
大阪府警察本部／大阪府青少年・地域安全室
(一社)大阪府警備業協会
NPO法人大阪府錠前技術者防犯協力会
NPO法人大阪府防犯設備士協会
㈲大沼プランニング
㈱岡田商事
カグラベーパーテック㈱
㈱カスタネット　そなえる.com
カナレ電気㈱／㈱フカデン
兼松サステック㈱
㈱カノン
㈱鎌倉製作所
カラヤン
関西化工㈱
関西広域連合広域防災局
関電サービス㈱
危機管理産業展（RISCON TOKYO）2019
㈱キノシタ
㈱キャプテンインダストリーズ
近畿地方整備局
クールベストのHPI
クボタ空調㈱
クボテック㈱
グローリーAZシステム㈱
KB-eye
㈱警備保障新聞新社
警備保障タイムズ
㈱ケルク電子システム
高知県／(公財)高知県産業振興センター
　㈲四国浄管
　関㈱
　㈲大協工産
　高階救命器具㈱
　㈱タケナカダンボール
　㈱タナカショク
　㈱フロムハート
　室戸マリンフーズ㈱
㈱コーユービジネス
独立行政法人国際協力機構　関西センター（JICA関西）
5団体防犯建物部品普及促進協議会
コニシセイコー㈱
サンケーシステム㈱
㈱サンコー
三徳商事㈱
CDシステムマーケティング㈱
ジェドスタイル㈱
四国プランニング㈱
㈱ジャパンセル
住宅侵入犯罪等抑止対策協議会

新光産業㈱
㈱Spectee
㈱SmartHR
セキュリティ産業新聞社
セコム㈱／㈱パスコ／エリーパワー㈱
（同）Seven Seas Planet
㈱ダイクレ
第五管区海上保安本部
太陽誘電㈱
㈱ダイワテック
㈱タカオカ
高崎精器㈱
竹内工業㈱
竹田印刷㈱
㈱タニモト
㈱たまゆら／㈱マルサン
中央労働災害防止協会
使えるねっと
槌屋ティスコ㈱
THK
TOA㈱
㈱TTK
東芝メモリ㈱
㈱東洋機器
南海電設㈱
新倉工業㈱
日本工機㈱
日本潜水機㈱
日本ピーマック㈱
日本ガラスフィルム工事業協会
日本BCP㈱
日本ライフライン㈱
㈱ネクスト
㈱NEXT EARTH
浜口ウレタン㈱
パワーオーク㈱
㈱阪神交易
BCI (The Business Continuity Institute) 日本支部
㈱光レジン工業
ひさしっくす
㈱ビデオセンシング
㈱ビブス.jp
フィリップモリスジャパン(同)
㈱フィリップス・ジャパン／フクダ電子㈱
フジワラ産業㈱
プチハウスなな／LLPユニバーサルデザイン企画
　朝日電器㈱
　アルペジオ㈱
　㈱輝章
　錦城護謨㈱
　㈱総合サービス
　㈱武揚堂
　Life create works COCON
㈱フナボリ
防衛省陸上自衛隊中部方面総監部人事部援護業務課
㈱防災備蓄センター
㈱ホクエイ
ミネルヴァベリタス㈱
㈱ミヤサカ工業
メディア・エンタープライズ
㈱メルシー
モーベリーホーム
㈱ヤマト
㈱淀川製鋼所
㈱リアルビズ
㈱リベルタ
りょうざい屋（A-MEC㈱）
㈱レッズクラフト
ロボティックス・センタージャパン／
　SPI（シマヅプレシジョンインスルメンツインク）

出展者一覧 ※4月15日現在

防犯防災総合展事務局
お問い合わせ 〒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 06-6944-9915　FAX 06-6944-9912　E-mail infobbk@tvoe.co.jp

http://www.bohanbosai.jp

必要事項をご記入の上、展示会場受付にご提出ください。

来場登録欄

A. 各種監視カメラ・設備・用品
B. 防犯ガラスフィルム等各種建具・部品
C. 入退室管理・認証・各種防犯システム
D. 盗難防止用品・部品
E. 各種センサー

F. 錠前・鍵
G. テロ対策用品
H. 緊急情報通報システム
I . 情報セキュリティ
J. 防犯灯等照明設備・器具

K. 護身グッズ
L. ドローン・ロボット技術
M. マイナンバー保護関連製品・システム
N. 各種犯罪対策車両
O. その他（　　　　　　　　　　　）

②ご興味のある「防犯対策」製品・技術は？ （複数回答可）

A. 地震計/緊急地震速報関連機器
B. 耐震・免震に関する技術・設備・部品
C. 備蓄・非常用食品・飲料
D. 仮設テント・シェルター・設備
E. 浄水器等各種生活用品
F. 通信・情報システム/安否確認システム・機器
G. 地震予知のための技術
H. 施設保守設備・機器

I . データ復旧技術
J. 消防・救助・医療・緊急に関する設備・機器
K. BCPなど各種コンサルティング
L. 高齢者・障害用各種災害対策機器
M. 災害用トイレ
N. 飛散防止フィルム
O. サイン・シェルター等避難設備/用品
P. 非常用電源

Q. 水害対策製品
R. ドローン・ロボット技術
S. 各種災害対策車両
T. 熱中症対策・労働安全衛生関連製品
U. 働き方改革・健康経営関連製品
V. その他（　　　　　　　　　　　　）

③ご興味のある「防災対策」製品・技術は？ （複数回答可）

G. HP・Facebook
H. 知人・友人からの紹介
I . その他（　　　　　　　　　　　　）

A. 主催者からの案内（メール・招待状）
B. 出展者からの案内
C. 関係団体からの案内（　　　　　　　）

D. 新聞・雑誌等の広告・記事（媒体名：　　　　　　）
E. 交通広告
F. TV・ラジオより

④本展示会をどのようにして知りましたか？ （複数回答可）

A. 製品・技術の情報収集のため
B. 製品・技術の購入検討のため

C. シンポジウム・セミナー/講演会
D. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑤ご来場の目的は？ （複数回答可）

A. 決裁権を持っている B. 検討に関与する C. 関与しない
⑥商品・サービス導入について

A. 希望する B. 希望しない
⑦「防犯防災総合展 2020」の出展案内資料を希望しますか？

①あなたの業種は？ ※あてはまるものに○印をつけてください。
A. 官公庁（国・中央省庁・地方自治体）
B. 消防・警察・防衛機関
C. ライフライン関係
　 （電気・ガス・水道・情報・通信・交通）
D. 学校・教育・研究機関、施設

E. 医療機関、介護・福祉施設
F. 公共・商業等各種集客施設
G. 管理業・警備業（不動産・マンション・ビル等）
H. 建設・設計会社、事務所、工務店
I . 製造業（防犯・防災関連）

J . 流通業（防犯・防災関連）
K. その他民間企業 （金融機関など防犯・防災分野以外）
L. 各種協会・組合・団体
M. 一般
N. その他（　　　　　　　　　　　　　）
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※ご登録いただいた情報は、今後、主催者や事務局が行う関連展示会・イベント等のご案内および事務局から
の面談アポイント申込みに利用させていただきます。ご了承の場合のみご登録ください。

インテックス大阪
6/6 -7木 金
10：00-17：00

HPにて事前登録受付中

入場無料
登 録 制

詳しくはHPへ

自治体・行政関係者限定
「防災製品体験会」開催！
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建築材料・住宅設備総合展

同
時
開
催

主催 ： 防犯防災総合展実行委員会 ・ 一般財団法人大阪国際経済振興センター ・ テレビ大阪
内閣府政策統括官(防災担当)、警察庁、復興庁、総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、防衛省、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福井県、三重県、関西広域連合、
全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会、独立行政法人国際協力機構(JICA)、(公財)公共政策調査会、(公
財)全国防犯協会連合会、(公財)地震予知総合研究振興会、(公財)日本消防協会、(公社)日本技術士会、(公社)土木学会、(公社)日本地震学会、(公社)日本缶詰びん詰レトルト食
品協会、(公社)日本防犯設備協会、(公社)日本気象学会、(公社)日本PTA全国協議会、(公社)日本地震
工学会、(一社)全国警備業協会、(一社)日本損害保険協会、(一社)日本建築学会、(一社)日本建築材料
協会、(一社)日本応用地質学会、(一社)公共ネットワーク機構、(一社)ADI災害研究所、特定非営利活動
法人日本防災士会、全国消防長会、大阪商工会議所、全国都市教育長協議会、全国連合小学校長会、
全日本中学校長会、全国高等学校長協会、日本私立小学校連合会、日本私立中学高等学校連合会、大
阪大学大学院・工学研究科、関西大学社会安全学部、東京大学地震研究所、京都大学防災研究所、京
都大学防災研究所 自然災害研究協議会、アジア防災センター、日本経済新聞社（順不同・予定）

（公社）土木学会
CPDプログラム認定

後援 ：

防犯防災総合展 2019にご招待します
招待者名

小間番号

招待状

最新の製品・サービスが一堂に！出展内容等詳細はHPへ西日本最大級！危機管理の総合展示会
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Coming Soon

天気予報の見方・聞き方
～気象解説者が伝える防災情報の活用法～ 火事を知り、火災から身を守る！
（一社）ADI災害研究所 理事
（ウエザーマップ所属気象予報士）
片平 敦氏

避難行動要支援者登録と
個別避難計画の進め方
（一社）ADI災害研究所 理事長　
伊永 勉氏

近畿地方整備局における
防災対策
国土交通省 近畿地方整備局　
総括防災調整官　粟津 誠一氏

防災・減災のための
総務省の取組（仮）
総務省 近畿総合通信局 
防災対策推進室 室長
横田 幸男氏

地域防災を考える
LLPユニバーサルデザイン企画 代表　
栂 紀久代氏

防犯環境の整備に向けた
取組について
住宅侵入犯罪等抑止対策協議会
大阪府警察本部 生活安全部
府民安全対策課 課長補佐　喜多 康人氏

大阪における特殊詐欺被害の
現状と被害防止について
大阪府警察本部 府民安全対策課 
特殊詐欺対策室担当課長補佐　
嶋田 潤一氏

イオングループBCM（事業継続マネジメント）の
取組みについて
イオン（株） グループ総務部 
地域連携推進グループ マネージャー　
上田 奈穂子氏

進化し続ける緊急地震速報で
南海トラフ地震に備える
大阪管区気象台 気象防災部 地震情報官
石井 嘉司氏

平成30年の対策をふまえた
今後の対応について
大阪市 危機管理室

次の巨大災害に備える
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科
教授・研究科長　
室崎 益輝氏

我が家を守るCP製品
5団体防犯建物部品普及促進協議会
日本サッシ協会 防犯普及促進部会
小竹 次男氏

国際防災におけるJICAの取組みと民間企業との連携
独立行政法人国際協力機構 
関西センター（JICA関西）　
・業務第一課 課長 国際防災研修センター（DRLC） 
 課長　本間 穣氏
・JICAコラボデスク 業務総括　明路 達紀氏

災害時に備えて
食品の家庭備蓄を始めよう
～乳幼児や高齢者など要配慮者の方を持つ
　家庭向けの情報もご紹介～

農林水産省 食料安全保障室

元Paramedic(米国救急救命士）による、
“突然死”からの蘇生率50％以上になる
最新の仕組みー新しい会社のまもりかた
（株）フィリップス・ジャパン 
Emergency Care & Resuscitation 
クリニカルスペシャリスト  成川 憲司氏

未病対策 温故知新
～100年人生のセルフケアを捉える
（株）キリン堂　
未病医療サポート室 室長
杉本 幸枝氏

大阪市消防局 予防課:調査鑑識

大規模災害を想定した企業情報の保全と
早期復旧への取り組み
住商モンブラン（株） 総務部IT企画課・課長　横田 昌宏氏

有事の際のクラウドバックアップ
使えるねっと（株） 取締役パートナー事業部本部長　篠田 知範氏

防犯カメラの死活監視システム
太陽誘電（株） 新事業推進部
飯塚 文隆氏

個人情報漏洩インシデントの調査結果から分かる、
攻撃者に狙われる個人情報とは
（株）エヌ・ティ・ティ・データ （ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会）　
セキュリティ技術部 情報セキュリティ推進室/
NTTDATA-CERT課長　大谷 尚通氏

・ミネルヴァベリタス（株） 代表取締役／
  BCI 日本支部 代表理事　松井 裕一朗氏
・BCI 教育・研修部門責任者　Steph Morris氏
・BCP Asia 創業者・代表取締役／
  BCI アジア支部 委員長　Henry Ee氏

企業における
サイバーセキュリティ対策について
大阪府警察生活安全部サイバー犯罪対策課 
管理官　田岡 創氏

ISO 22301の
有効活用と最新動向
～事業継続マネジメントシステム～
JQA認定ISO22301 主任審査員　
中村 春雄氏

図上演習入門： 
その真価と醍醐味
（株）イージスクライシスマネジメント 
代表取締役　林 祐氏

東南アジアにおける
事業継続マネジメントの最新動向
BCP Asia 創業者・代表取締役／
BCI アジア支部 委員長 
Henry Ee氏

RIZAP実践型健康セミナー
RIZAP（株） RIZAPウェルネスプログラム　
専任トレーナー

会社で“腸活”！健康の秘訣は
「腸内フローラ」にあり
（株）バイオバンク 統括部長
高畑 宗明氏

「企業価値と健康経営」
～中長期的な企業成長を支える
　健康経営を推進するためには～
（株）日本政策投資銀行
サステナビリティ企画部 健康経営格付主幹
橋本 明彩代氏

意欲的に働きたい女性が活躍する職場作り
～現役育児中ワーママのリアルな思い～
主催：ぷちでガチ！育休ＭＢＡ
関西学院大学 経営戦略研究科 准教授、 
関西学院大学 女性活躍推進研究センター センター長
関西学院大学 ハッピーキャリアプログラム主宰
大内 章子氏
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企業が安全配慮義務を怠ってしまうと
どうなる？弁護士が伝える救護面での
企業のまもり方
(株)フィリップス・ジャパン 法務部・部長（弁護士）　
岡本 優子氏

台風接近時に備えた「計画運休」の
実施などの安全対策の推進について

平成３０年度の地震・台風をふりかえって
～今後の災害に備えるヒント～
■コーディネーター：
　（一社）ADI災害研究所 理事長　伊永 勉氏
■パネリスト：
　・和歌山県那智勝浦町 総務課 防災対策室 室長　寺本 斉弘氏
　・神戸市危機管理室 計画担当課長　中山 徹氏
　・（社福）岡山市社会福祉協議会 
　　生活支援総合相談課 課長　奥田 元和氏
　・認定NPO 法人ピースウィンズ・ジャパン 統括室　会沢 裕貴氏
　・大阪市立大学大学院 特任教授・学長補佐　宮野 道雄氏

南海トラフ大地震を見据えた
社内での備え／地域での備え
(株)デンソー 
豊橋製作所 豊橋東製作所 所長　
古海 盛昭氏

西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）
鉄道本部安全推進部 次長　
冨本 直樹氏

昨年の災害に学び本音を語り
必ずくる震災に備える
名古屋大学 減災連携研究センター
教授・センター長　
福和 伸夫氏

平成30年7月豪雨に際しての
倉敷市の対応
高梁川東西用水組合 副管理者　
原 孝吏氏

地震調査研究推進本部の活動
文部科学省 研究開発局　
地震・防災研究課 地震調査管理官　　
林 豊氏

事前の想定の倍以上発生する人的被害
～南海トラフ巨大地震～
関西大学　
社会安全学部社会安全研究センター長　
特別任命教授　河田 惠昭氏

国難災害に備える　
～防災省（庁）創設の提案～（仮）
関西大学 社会安全学部社会安全研究センター長　
特別任命教授　河田 惠昭氏

熱中症対策に気候情報を
活かしてみませんか？
大阪管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課長　
経田 正幸氏

南海トラフ地震などの
災害に立ち向かう高知県の挑戦
～「命を守る」対策のさらなる徹底、
   「命をつなぐ」対策の幅広い展開～（仮）
高知県知事　尾﨑 正直氏

新たな労務管理リスク
～使用者賠償責任と雇用関連賠償責任～
東京海上日動火災保険（株）
関西公務金融部 大阪公務課 担当課長
松本 卓也氏

味の素流　働き方改革と健康経営
～多様な人財の活躍を目指して～
味の素（株） 人事部労政グループ 兼
健康推進センター シニアマネージャー
菊地 さや子氏

ランニングストックで
BCP対策
カグラベーパーテック(株) 新規事業部
久保 愛美氏

AI防災の最前線！
AIはどのように防災・減災に
活用できるか。
（株）Spectee　
村上 建治郎氏

AIを活用したSNSからの
危機管理情報の収集と
その有効性（仮）
（株）Spectee　
村上 建治郎氏

平成３０年７月豪雨災害において、
県と自衛隊との連携した活動や
愛媛県の災害対応の取組などについて
愛媛県県民環境部防災局 危機管理監　
西村 和己氏

健康的な人を増やすための
行動変容メソッド
（株）ディー・エヌ・エー CHO室 室長代理　
東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター
平井 孝幸氏

運動・スポーツを軸とした
健康増進
ミズノ（株）
人事総務部・健康経営エキスパートアドバイザー
芦野 晃央氏

「2025年 大阪・関西万博に向けて
企業と行政が連携してできること　～Well-Being～
■不二製油グループ本社(株) 代表取締役社長　清水 洋史氏
■ロート製薬(株) 取締役副社長兼CHO　ジュネジャ・レカ・ラジュ氏

自分たちだけで
簡単にできるＢＣＰ訓練
新建新聞社 取締役
中澤 幸介氏

職場における
熱中症予防に向けて
中央労働災害防止協会

経営者向け情報セキュリティ対策
実践手引きについて
富士通関西中部ネットテック（株）
（ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会）　
ネットワークシステム事業部（西日本支部長）　
嶋倉 文裕氏

主催：関西広域連合広域防災局

主催：防衛省陸上自衛隊中部方面総監部人事部援護業務課

パネルディスカッション Well-Being Osaka Lab 特別対談

犯罪・災害対策から事業継続、熱中症対策・労働安全衛生、働き方改革・健康経営など多彩なテーマで専門セミナー多数開講！

取材事例から見たBCPのポイント
～企業はどう危機を乗り超えたのか～
新建新聞社 常務取締役／
BCI 日本支部 監事
中澤 幸介氏

世界規模で活用されている 
BCMのガイドラインと資格制度
BCI 教育・研修部門責任者 
Steph Morris氏

ビジネスの長期繁栄をもたらす
組織レジリエンス
（Organizational Resilience）
BSI グループジャパン（株） 営業本部長／
BCI 日本支部 理事
鎌苅 隆志氏

オープニングセッション

パネルディスカッション（14:20～15:50）

（13:00～15:00）

■パネリスト： 
　・ミネルヴァベリタス（株）代表取締役／
    BCI 日本支部 代表理事　松井 裕一朗氏
　・BSI グループジャパン（株） 営業本部長／
    BCI 日本支部 理事　鎌苅 隆志氏
　・BCI 教育・研修部門責任者　Steph Morris氏
　・BCP Asia 創業者・代表取締役／
    BCI アジア支部 委員長　Henry Ee氏
■モデレーター： 
　ミネルヴァベリタス（株） 顧問　本田 茂樹氏

BCM を推進する人材育成における現状と課題
大規模災害を想定した企業情報の保全と
早期復旧への取り組み
住商モンブラン（株） 総務部IT企画課・課長　横田 昌宏氏

有事の際のクラウドバックアップ
使えるねっと（株） 取締役パートナー事業部本部長　篠田 知範氏




