27万円

通常ブース（縦3m×横3m）
₁₂月₂₀日までの早期申込で
定価30万円（税別）のところ

mail : info@koureisha-jutaku.com

（税別）
2020年

月

日

早期申込締切日 2019年12月20日
最終申込締切日 2020年 5 月29日

この出展者名は展示会広告、 WEBサイト、 パンフレットなどの出展者一覧に記載いたします。（法人表記は省略させていただく場合があります）

出展者名

※屋号及びブランド名も可

出展担当者

会社名

部

署

役

氏

名

職

所在地

〒

FAX

8月4日 ・5日

携帯電話番号

URL

東京流通センターA～D

Mail

東京都大田区平和島6-1-1

※請求先が上記と異なる場合のみご記入ください

請求先

会社名
所在地

部
〒

出展ゾーン
出展小間数
配布用リーフレット
希望枚数（無料）

署

氏

名

複数のテーマで開催予定

−

TEL
出展品目

4月23日㊍・24日㊎に開催を予定していま
したが、新型コロナウイルス感染の影響を
受けて延期しました。

2020年

−

TEL

FAX

★高齢者住宅フェア

Mail

—高齢者住宅の運営を支える—

★介護テック・介護用具・設備展

（特別招待券や案内パンフレットなどに記載されます）

—ＩＣＴ・
ＩoＴ・ＡＩ
・ロボティックスで変わる介護
ご希望の出展イベントを1つ選び□
✓をつけて下さい。

□高齢者住宅フェア
□介護新ビジネス展

□通常ブース 3m×3m［

］小間

□コンパクトブース 2m×2m［

（希望枚数に制約はありません）下の中から□
✓をして下さい。

□100枚

福祉用具・介護設備でもっと便利に—

□介護テック・介護用具・設備展 □栄養サポートフェア □介護予防フェア
□在宅医療と認知症予防展 □人材マネジメント展 □保育フェア

□200枚

□300枚

□500枚

□

★栄養サポートフェア
—栄養から健康を考える—

］小間

★介護予防フェア

枚

—予防で健康寿命延伸—

★介護新ビジネス展

□をしてください）
広告セットプラン・販促企画申込書（✓

□高齢者住宅新聞広告掲載希望

—サービスの質と生産性を高めるサービスやＦＣを紹介—

□出展者セミナー［30分：5万円（税別）］

★在宅医療と認知症予防展

□をしてください）
住まい×介護×医療展2020in関西［2020年11月19日
（木）
・20日
（金）
インテックス大阪］
（✓

□出展希望

第₁₅回

□出展検討

□出展しない

同時開催予定

□不明

出展規約

◦介護・医療セミナー
◦介護研修会
◦ケアワンコンテスト
◦応援隊フェスタ

1. 出展申し込み以降、やむを得ずキャンセルされる場合は、出展料全額をお支払いいただきます。
2. 出展内容が当フェアの開催趣旨に添わないと主催者で判断した場合、出展をお断りすることがあります。また、出展ブースの
転貸は固く禁じます。
3. 出展小間料金は、指定口座にお振込みください。
4. フェア開催までの準備及び当日の展示・運営に関しては、
後日送付致します「出展者マニュアル」の内容に沿っていただきます。
5. 出展申し込み後、専用 HP へのリンクを随時行います。あらかじめご了承ください。

主催 ㈱高齢者住宅新聞社

TEL.03-3543-6852 FAX.03-3543-6853
https://www.koureisha-jutaku.com

主催

—看取り・認知症社会を考える—

★人材マネジメント展
—人材不足解消に役立つマネジメント—

★保育フェア
—保育現場の課題を解決—

㈱高齢者住宅新聞社
TEL.0₃︲₃5₄₃︲₆₈5₂ FAX.0₃︲₃5₄₃︲₆₈5₃ https://www.koureisha-jutaku.com

窓口：企画開発部 kikaku@koureisha-jutaku.com

イノベーションで拓く介護のミライ

当社（展示社）は、展示会に申し込みます。また、本申込書に記載された展示
会出展規約および主催者が必要と認めるその他の追加規約を順守することに同
意します。主催者事務局は、この出展申込書を受理確認後、「請求書」と「出
展者マニュアル」を発送致します。

申込日

出展
案内

住まい×介護×医療展

FAX.03-3543-6853

住まい×介護×医療展2020in東京

2020in東京

「住まい×介護×医療展」
2019in東京実績

2019年 来場者数（登録券ベース）

2,676名
7月24日（水） 3,311名
総来場者数 計5,987名
7月23日（火）

その他

大学・行政
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6%

来場者エリア

6%

北海道

6%
2%

東北

金融機関・サービス %

九州

設備・建材・
システム・
食事関連

17%

2%

中・四国

5%

東京

関西

17%

48%

不動産・建設
関連

中部

15%

19%

セミナー参加で情報収集

加藤晃喜代表取締役

アルテライフ 中村亮介専務執行役員

秋田県の角館でグループホームや訪問介護、有料老人ホー
ム、デイ、放課後デイなどを運営しています。支援している
障害児・障害者の高齢化も進んできました。今、行政的には
別システムですが、本来はそれぞれが別ではなく、シームレ
スに支援できる体制がよいと考えています。このイベントには
ここ４．５年、必ず来ています。目的は情報収集。最新の情
報収集や意見交換ができる場であってほしいと願っています。

イベントは以前から知っており、今回は介護の現場で
使える実際的な知識を得たいと思い、セミナーをメイン
に来ました。10 月の特定処遇改善加算についてのセミ
ナーなどは、自分の知識と照らし合わせ、自分の理解度
を確認する上で有意義なものでした。また、以前から保
険外サービスについて考えており、それにまつわるセミ
ナーを聴き、その重要さを改めて認識いたしました。

たんぽぽ

24%
介護・医療機関

来場者の声

最新の情報を求め

関東
（東京除く）

29%

当イベントでは 2018 年より来場者数のカウントをセンサーでのカウントから来場

登録券方式を採用

開催概要

来場者内訳

住まい×介護×医療展 2019 in 東京

人材マネジメント展

高齢者住宅フェア

商談もスムーズに進展

事業者との関係構築に

ユアブライト 山下美和社長

登録券回収枚数でのカウントに変更致しました。

今年初めて出展しました。当社のブースに立ち寄ら
れた方の多くは、理事長や取締役など決定権をもつ
方でしたので、その場でアポイントメントが取れたり、
ブース内で一気に商談へと進展したりなど、大変内容
の濃いものとなりました。多数の名刺交換があっても
その後に繋がらなければ意味がありません。今回の
展示会は、とても即効性があり満足度が高かったです。

◆会
期 2020年8月4日㊋・5日㊌
◆時
間 10:00～17:00（2日間共）
◆入 場 料 入場無料・セミナー聴講無料
◆会
場 東京流通センターA〜D

ミライプロジェクト 中野路子取締役部長

出展者の声

当社は介護資格を取得した美容師を育成する
教育機関を運営しています。このたび、卒業生
による訪問サービスを開始したことから、今回
初出展しました。介護事業者の方々にお話しを
伺う中で、介護の知識を持った美容師によるサー
ビスのニーズを改めて実感したほか、介護周辺
事業者との繋がりも構築することができました。

東京都大田区平和島6-1-1

◆出展予定社数・小間数 150社・180小間
◆来場予定者数（登録券ベース） 8000人
◆主
催 （株）高齢者住宅新聞社
［住まい×介護×医療展 ２０１9 in 東京］

出展企業一覧
（イベント順、50音順）

「高齢者住宅フェア2019（第14回）」

●湖山医療福祉グループ［湖山医療福祉グループの

Dr.］●エス・エム・エス / カイポケ［保険請求だ

高齢者施設］●産経新聞社［高齢者住まいアドバイザー

けではなく、経営全般をサポートする介護ソフト「カイポ

検定他］●ジェイアンドシー（髪や）
［訪問理美容サー

ケ」
］●エヌウィック［自動排泄処理装置「マインレット

ビス］●シニアホーム相談センター［老人ホーム紹

爽」
］●エフ・アイ・ティー・パシフィック［介護業

介センター］●
（独）
住宅金融支援機構［サービス付

務効率化システム「モノミル・ケア」
］●大塚商会

き高齢者向け賃貸住宅の建設資金融資］●伸こう会グ

ディケア IT 研究会［ICT、IoT、センサー、ロボット］

ループ［コンサルティングほか］●第一興商［カラオ

● CaiTech（カイテク）［バーチャル施設見学・介

ケ機器］●大和ハウス工業［郊外住宅地におけるまち

護求人サイト Caitas（カイタス）
］●カナミックネット

●アイオン［軽くて丈夫なカーボン素材 GPS 機能付

づくり］●ディスカバリーモノー［質屋が行う生前・

ワーク［カナミッククラウドサービス］●ジーコム［無

遺品整理］●医療法人徳真会グループ［歯科訪問

線式ケアコールシステム「ココヘルパ」シリーズ］ ●

悦堂［高齢者施設へやわらかいお菓子の揃った菓子デリ
バリーサービス（カシデリ）
］●アクアクララ［ウォーター
サーバー］●アシストメイプル［生前整理 / 施設入退
居支援サービス］●アルシステム［空気清浄機、オゾ
ン消臭機］●

eWeLL［訪問看護支援サービス「iBow（ア

診療］●トップメゾン［輸入建材を使ったデザイン性に

Z-Works［見守りセンサーシステム］●TRデータテ

優れた医療・介護施設の設計・施工・コンサルティング／

クノロジー／日本統計センター［福祉施設・高齢者

サ高住「シニアカーサ」
］●日刊スポーツ新聞社［ボッ

住宅データベース］●三菱商事［けあピアノート］●

チャ］●日台介護産業交流サミット

2019 実行

や さし い 手［ い ま ど こ ちゃん、H2 シ ス テ ム ］ ●

委員会事務局／インターリハ／日本介護総研／

Rehab for JAPAN［リハプラン「個別機能訓練加算

日本ヒューマンサポート［日台介護産業交流サミット

支援ツール」
］
●早稲田エルダリーヘルス事業団［歩

認 証 カメラによる 徘 徊 者 早 期 発 見 補 助 シ ス テ ム

2019( 台日長照產業高峰會 ) ／認知トレーニングエルゴ

行解析デバイス AYUMI EYE］

「KOKORO」
、みんなで探そう地図アプリ］●医療法人

メーター／新電力・コスト削減サポート／化粧品・サプリ］

イボウ）
」
］●インターネット・イノベーション［顔

笑顔会 NexWel 笑顔のおうちクリニック［電子
カルテをプラットホームとした医療・介護・患者を繋ぐ「見
守り」と遠隔診療］●
グ］●

edu.style［おしゃれ医療用ウィッ

EVERWALL ダイアトーマス［機能性塗り壁

材・ニオイの吸着分解、調湿効果］●エフ・ジェイ・

紹介センター］●パラマウントベッド［
「眠り SCAN」
「Waltwin（ワルツイン）
」
］●

VIP グローバル［福利

「栄養サポートフェア」
―栄養から健康を考える―
●おぎそ［強化磁器食器］●クックデリ［介護施設向

厚生用管理医療器具］●福島工業［とろみサーバー、

け食事提供トータルサービス］●クリニコ［栄養補助食

適温配膳車］●香港貿易発展局［香港で開催する国

品・とろみ剤］●サンコー食品［高齢者施設への献立

際展示会のご案内］●三井ホーム［木造建築］●ミ

付食材、湯煎食材の自社便配達と食堂の運営管理］●

ライプロジェクト［訪問美容サービス］●ユーエス

SOMPO ケアフーズ［高齢者施設向け調理済冷凍食

計画研究所［医療・介護施設の開業コンサルティング・

品「デリパック」
］●大京食品

レクター［洗浄水、除菌水生成器「ウォシュビィ」］●カ

建築設計］●ラカリテ［高齢者施設の設計］●ロル［写

東ベスト / 三島食品 / 堂本食品［キッチンの人手不

レア［介護人財紹介 , 介護予防事業コンサルティング］

真を活用した自分史作成］

足へのソリューションを提供する総合食品問屋］●太陽

ケイ［洗面台、キッチン、お風呂等の住宅設備機器］●
MMB［発見マイスタイル！15 分でわかる高齢者ホーム］
●エルムズクリエイト［家財整理、お片付け］●エ

●社会福祉法人基弘会［設計コンサルティング］●
きずな［両面・すべり止デザイントレイ］●グリーンウェ
ル［ジアグリーン］●経営承継支援［中堅・中小企業
の継続・発展に資する M&A 仲介・助言業務］●ココチ

デザイン＋ ANKE MEDIA［建築設計、メディア］

2

●日本老人ホーム紹介センター［日本老人ホーム

「介護テック」

―ICT・IoT・AI・ロボティクスで変わる介護―

工器［携帯型吸引機「キュータム」、空圧マッサージ器「メ
ドマー」
］●ピジョンタヒラ［車いす、個別昇降テーブル］

～メンタル・休職離職・感染症の予防対策～］●ジャム

●フィリップモリスジャパン［加熱式たばこ（火災の

システム［外国人向け日本語 Text. 介護プラス］●湘

リスクが低減する可能性のある製品）
］

南 介 護 人 材 協 同 組 合［ 介 護 技 能 実 習 生 ］ ●

/メ

―高齢者住宅の運営を支える―
き杖］●アイカ工業［介護施設向け建材］●青木光

全調理済食材「クックパック」のご案内］●名阪食品［介
護食・やわらか食］

/ マルハニチロ / 日

化学［高発酵性食物繊維「サンファイバー」］ ● DIC
ライフテック［スピルリナ ナチュラル］●日清医療
食品［食宅便］●日本医療食研究所［給食委託］●

●インフォコム［ショートステイ予約管理、見守り、介

フィブロ製薬［特定保健用食品「ゼリージュース イサ

護転職サイト等］●エコナビスタ［ライフリズムナビ＋

ゴール」
］●フジ産業

/ フーヅリンク /AIHO［完

「介護予防フェア」
―予防で健康寿命延伸―
●アクア［光明石温泉システム］●インターリハ［認
知トレーニングエルゴメーター、コグニバイクプラス他リ
ハビリテーション機器］●サロンオールディーズ［ま
ゆっこ、
リハ型デイサービス］●豊丸産業［
「トレパチ！」
、

「在宅医療と認知症予防展」
―看取り
・認知症社会を考える―

ビス］●健康経営推進産業医会［オンライン産業医

Myanmar Unity［ミャンマー人介護技能実習生の送
り出し機関 Myanmar Unity］●セブン銀行［外国籍
就労者向け銀行口座および海外送金サービス］●ニッ

●エムスリーナースサポート / 医療法人社団平

ソーネット 福祉の教室「ほっと倶楽部」［＜人材・

郁会［訪問看護・在宅ホスピス］●コアフロント［オー

教育＞働きやすい職場づくり］●パワーリンク協同組

「元気はつらつ トレパチ！テーブル」
］●ヤマハ音楽振

ラルセブン・口腔内保湿ジェル、マウスウォッシュ］●医

合［外国人材］●マネージリテラシー［介護求人コ

興会［ヤマハの音楽体操プログラム「まちかどエクササ

療法人社団高輪会グループ、デンタルクルーズ

ンサルティング］●ユアブライト［外国人人材紹介サー

［訪問歯科診療］
●テン十字接骨鍼灸院グループ［訪

ビス］●ライフケア医療介護事業協同組合［外国

イズ」
］

「介護新ビジネス展」
―サービスの質と生産性を高めるサービスやFCを紹介―

問マッサージ］●日本調剤［服薬支援システム、在宅
医療］●医療法人白報会グループ［訪問診療、病院、
総合クリニック、介護施設運営］●フレアス［在宅医療、

●ダスキンライフケア［介護保険外サービス「ダス

姿勢矯正と体幹能力アップ］●みよの台薬局グルー

キンライフケア」
］●東都葬祭［家族で送るお葬式］●

プ［調剤薬局、在宅医療］● Libra［介護施設の誤薬

一 般 社 団 法 人 日 本 介 護 美 容セラピ スト協 会

防止に有効な薬剤管理システム「ラーテル」
］●医療法

［ビューティタッチセラピー］●一般社団法人日本介

人元気会 わかさクリニック［総合クリニック、訪問

護旅行サポーターズ協会［旅行介助士資格のご案内］
●ブルーミングケア［夜間個室対応型デイサービス
「ブルーミングケア」
］●プレイケア［
「通いの場」創り
と保険外サービス創造支援］●メルシー［管理医療機器・

診療、地域コミュニティ創出］

「人材マネジメント展」

―人材不足解消に役立つマネジメント―

フットケア機器の体感スペース］●介護付旅行サービ

●アカリエヘルスケアカンパニー［『 採用支援 』

ス 夢たび［介護旅行］●ルネサンス［リハビリ特化

HRモンスター］●天晴れ介護サービス総合教育研

型デイサービス］●ワイズ

究所［実地指導完全対応！法令遵守チェックリスト & 帳票

脳梗塞リハビリセンター

［保険外リハビリ施設『脳梗塞リハビリセンター』］

「介護用具・設備展」

―もっと便利に福祉用具・介護設備―
●コンフォートアライアンス［羽毛布団］●日東

パッケージ / 人事考課にも使える！社会人基礎 & 介護技術
マニュアル / いつでも、どこでも、何度でも学習できる音
声教材シリーズ / 研修 & コンサルティングパッケージ］●

AYA ホールディングス［中国人人材紹介、メガネ、
補聴器］●介護管理職求人紹介センター［人材サー

人材（介護技能実習生）
］

【介護研修会】
一般社団法人高齢者住宅協会 / 一般社団法人全
国介護付きホーム協会 / 一般社団法人全国個室
ユニット型施設推進協議会 / 公益社団法人全国有
料老人ホーム協会 / 公益社団法人東京都看護協
会 / 公益社団法人日本認知症グループホーム協
会 / 公益社団法人日本理学療法士協会

【応援隊フェスタ】
ア ロ ー チャート 研 究 会 ／ 活 き 活 き 倶 楽 部 ／
KAIGO LEADERS ／カンボジア日本技術大学／

在宅ケア もの・こと・思い研究所／四国ライフエ

ンディング協会／生活を支える看護師の会／たま
ケ ア Live ／ 日 本 エ ル ダ ー ラ イ フ 協 会 ／ 日 本

kaigo スナック協会／日本フィリピンボランティア
協会／ BMS 研究会／ミライ在宅委員会／未来を

つくる kaigo カフェ／ Rbi FLOWER ART
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前回実績

2019in東京

介護・医療セミナー &同時開催イベントレポート

介護・医療セミナー 約80講座

産経新聞「100歳時代プロジェクト」

昨年に続き、介護・医療系団体とのコラボ企画として、介護研修会を実施し
ました。各団体が実践する研修会、講習会などを学べる場となりました。

₁₀₀歳時代の介護を考える～『未来の年表』をテーマに～
パネラー

高齢者住宅新聞社
網谷敏数社長

介護業界で求められる人材の育て方
パネラー

応援隊フェスタ

コーディネーター

一般社団法人人口減少対策総合研究所 河合雅司理事長
（産経新聞客員論説委員）
／
湖山医療福祉グループ 湖山泰成代表／元衆議院議員 山崎摩耶氏
（前旭川大学教授）

SOMPO ケア 遠藤健社長／一般社団法人高齢者住まいアドバイザー協会 満田将太代表／
リクルートキャリア 事業開発室 HELPMAN JAPAN 事業推進ユニット 坂田祐一ユニット長

コーディネーター

ケアワンコンテスト

湖山医療福祉グループ
湖山泰成代表

桑木晋

武久洋三

副理事長

会長

7/23㊋
特別会場①
一般社団法人人口減少対策総合研究所 河合雅司理事長
（産経新聞客員論説委員）
／
湖山医療福祉グループ 湖山泰成代表／元衆議院議員 山崎摩耶氏
（前旭川大学教授）
／SHIP（Shinjuku Healthcare Incubation Park）／tomito architecture ／ 社 会 福 祉
法人ウエル千寿会／ツバメアーキテクツ／シンクハピネス／国土交通省 住宅局 坂田
昌平企画専門官／京都大学 三浦研教授／積水化学工業住宅カンパニー 高齢者事業
推進部 岸英恵部長／ TOTO 前島信之担当部長／高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長
特別会場②
長谷工総合研究所 吉村直子取締役主席研究員／あなぶきメディカルケア 大谷佳久
社長／リビングプラットフォーム 金子洋文社長／ KPMG ヘルスケアジャパン 松
田淳代表取締役パートナー／大和リアル・エステート・アセット・マネジメント
山内章会長／湖山医療福祉グループ 湖山泰成代表／ SOMPO ケア 遠藤健社長／
一般社団法人高齢者住まいアドバイザー協会 満田将太代表／リクルートキャリア
事業開発室 HELPMAN JAPAN 事業推進ユニット 坂田 祐一ユニット長／カマチ
グループ 一般社団法人巨樹の会 桑木晋副理事長／東邦大学医療センター大森病院
盛田俊介副院長／医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック品川 西和男院長／グ
ローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 湯原淳平シニアマネジャー・看護師
／医療法人社団東京巨樹の会東京品川病院 リハビリテーション科 杉山陽一部長
A会場
全国訪問介護協議会 荒井信雄会長（さくらケアエグゼクティブアドバイザー）／経
営承継支援 笹川敏幸社長、林大輔シニア M&A コンサルタント
―日台介護産業交流サミット2019―
一般社団法人全国介護事業者連盟 斉藤正行専務理事／台日產業技術合作促進會 林
峻暉秘書長／綠之園健康事業股份有限公司 津﨑徹總經理／早稲田エルダリーヘル
ス事業団 筒井祐智社長／社会福祉法人慶生会 永井正史理事長／社会福祉法人伸こ
う福祉会 足立聖子理事長／医療法人社団芙蓉会 前田俊輔代表／エコナビスタ 渡
邉君人社長／台灣受恩股份有限公司 劉庭軒總經理／晶翔機電股份有限公司 倪昌德
總經理／世大化成股份有限公司 劉育瑋營業部長
B会場
ブロードキャスト 和田隆昌災害危機管理アドバイザー／マネージリテラシー 横山
健社長／社会福祉法人仙台市社会事業協会高齢者総合福祉施設仙台楽生園ユニッ
トケア施設群 佐々木薫副会長理事 総括施設長／医療法人白報会グループ 山下元
幸診療部長／エムスリーナースサポート 吉田豊美社長
C会場
医療法人健康会 廣田幸二経営企画課長／デロイトトーマツファイナンシャルアド
バイザリー ライフサイエンス・ヘルスケア 田中克幸ヴァイスプレジデント／医療
法人元気会 わかさクリニック 間嶋崇理事長／大阪市立大学大学院 梶本修身特任
教授／一般社団法人日本遠隔医療介護協会 前田俊輔理事長
D会場・日台交流シンポジウム
小濱介護経営事務所 小濱道博代表／医療法人社団永生会 中村哲生特別顧問／杏林
大学 保健学部理学療法学科 一場友実准教授／一般社団法人日本音楽健康協会 戸
塚圭介理事長／日本介護医療院協会 鈴木龍太会長（医療法人社団三喜会 鶴巻温泉
病院理事長）
E会場
ねこの手 伊藤亜記社長／訪問診療ネットワーク本部 金子伸一本部長
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中村秀一
理事長

経済産業省

代表

一般社団法人
医療介護福祉政策研究フォーラム

湖山泰成

事例発表会の頂上決戦
事業者の挑戦・学び場
第 2 回 目 と な る 同 コ ン テ ス ト は、

一般社団法人
日本慢性期医療協会

社長

カマチグループ
一般社団法人巨樹の会

遠藤健

湖山医療福祉グループ

ＳＯＭＰＯケア

医療法人社団悠翔会

佐々木淳

理事長／診療部長

イベントを応援してくれる団体・ネットワーク
が参加。多職種の交流・しゃべり場に

16 の団体やネットワークが集結。介護・医療の在り方や方向性、活動内容などを発
信したり、交流したりしました。

₁₀₀歳時代の高齢者住宅を考える～住まいの改修ガイドライン～

登壇者一覧

業界団体の「総会」を住まい×介護×医療展で
会員の交流・研修の場

介護研修会

全国から寄せられた認知症や看取
り、自立支援などの事例の中から、
7 事例を発表。有識者による審査が

西川和見

7/24氺
特別会場①
国際医療福祉大学 高橋泰学部長 教授、医学博士／一般社団法人医療介護福祉政策
研究フォーラム 中村秀一理事長／経済産業省 西川和見ヘルスケア産業課長／一般
社団法人日本慢性期医療協会 武久洋三会長／医療法人社団悠翔会 佐々木淳理事
長、診療部長
特別会場②
厚生労働省 老健局高齢者支援課 森岡信人課長補佐／湖山医療福祉グループ 湖山
泰成代表／積水ハウス CRE 事業部 医療介護事業推進室 田中博史室長／大和ハウ
ス工業 営業本部 ヒューマンケア事業推進部 瓜坂和昭部長／三井ホーム 医療福
祉・木造施設推進事業部 大坪浩二チーフマネジャー／介護施設研究所 齋藤弘毅社
長／ニチイケアパレス 事業統括本部 事業推進部 事業推進課 野田真課長／ベネッ
セスタイルケア 介護 II エリアカンパニー 東京 III エリア事業本部 東京 III エリア
営業部 坂崎大二部長／アズパートナーズ 事業推進部 入居相談室 浅見泰之ゼネラ
ルマネージャー兼室長／チャーム・ケア・コーポレーション 取締役 事業本部副部
長 首都圏事業部長 小梶史朗氏／アスモ 入居相談員チーフ・マネジャー 小川慶久
氏／ LIFULL senior LIFULL 介護 小菅秀樹編集長／キットカンパニー 平家宏社長
A会場
医療法人尚誠会 松本尚浩理事長／医師、HIMSS & Health 2.0 Country Director,
Japan 上田悠理氏／ワイズ 早見泰弘代表取締役会長・CEO ／ミャンマー・ユニ
ティ 北中彰最高顧問
B会場
作家 福ゐ行介氏／スターコンサルティンググループ 糠谷和弘社長／ライフケア医
療介護事業協同組合 庄司孝正専務理事／社会福祉法人基弘会 川西収治本部長（一
級建築士）／楓の風 小室貴之社長
C会場
日中福祉プランニング 王青代表／東京海上日動 ベターライフサービス 中村勇社
長／社会福祉法人あかね 松本真希子理事長／ ASFON TRUST NETWORK 小嶋
勝利常務／京都大学 経営管理大学院 岩尾聡士特命教授
D会場
プレイケア 川崎陽一社長／ナルド 桜美林ガーデンヒルズ 若菜栄治施設長／
ジャーナリスト 浅川澄一氏／やさしい手 香取幹社長／一般社団法人アジア地域社
会研究所 園田直則代表理事
E会場

24日／高齢者住宅新聞賞
経管栄養から経口摂取～自立支援に向けてのアプローチ～
ツクイ・サンシャイン小田原

（ALSOKグループ・ウイズネット）

行われました。
ヘルスケア産業課長

23日／高齢者住宅新聞賞
『チャレンジ』職員の意識改革のために
みんなの家・中浦和

（一般社団法人全国介護付きホーム協会 代表）

日台介護産業交流サミット2019

〈台日長照產業高峰會〉－日台産業協力架け橋プロジェクト事業－
「『介護がある生活』
の質をＩＴ技術でどう向上させるか」
をテーマにし
た日台事業者によるプレゼンテーションや商談会が開催され、
両国の
業界関係者が交流しました。

新企画

医療介護従事者×薬剤師座談会
～薬剤師のトリセツ～

一般社団法人ミライ在宅委員会・
一般社団法人薬局支援協会
共催で開催
今回初開催の薬剤師座談会。これからの地域包括ケアの要と

新企画

介護業界 人事AWARD
「人事担当者」
に着目
リクルートキャリア共催で開催
人材確保・定着の要を「人事担当者」とし、各法人の優れた

言える薬局や薬剤師との情報共有や、連携の方法について、検討・ 事例の発表と表彰を行いました。人事に注目したイベントは他
提案・発見などさまざまな意見がありました。

になく秀逸な事例ばかりで、参考になったという声が多く寄せ
られました。
グランプリ／ SOMPO ケア
要件定義の策定による 評価・育成ス
キームの構築
準グランプリ／らいふ
慢性的な人材不足に立ち向かう秘策
～シニア活用と地域密着～
準グランプリ／しんまち元気村
処遇・待遇、労働環境を大手一般企業
と同等水準に

公益財団法人日本訪問看護財団 佐藤美穂子常務理事／ニッソーネット 山元美由季
シニアコンサルタント／ユーエス計画研究所 介護建築士 開業コンサルタント 繁
野民輝氏
（所属、肩書きは当時）
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住まい×介護×医療展 2020 in 東京 出展のご案内
出展規格

■広告セットプラン

正面

高齢者住宅新聞
横24cm

費用も装飾もできるだけコンパクトに済ませたい企業向け

2mブース 立体パース

奥行き

2m

1m

12月末までの

通常
ブース

早期申込で 27万円（税別）

通常ブース／装飾プラン例・追加料金目安
パッケージ
（1小間／9㎡）
床面カーペット（W２,９７０×D２,９７０）
蛍光灯（４０Ｗ）

1灯

コンセント（５００W）

1個

1個

５３,０００円

合計
6

税別

※ブース装飾についての目安とお考え下さい。パッケージ料金は変更する場合があります。詳細については
出展申込み後にお送りする
「出展者マニュアル」
をお読み下さい。
注1）
消費税は別途です。
注2）
パッケージ分の電気供給工事費は左記金額に含みます。
注3）
床カーペットは色指定のない場合はグレーとなります。

（定価32.4万円）
特別
万円
モノクロ／価格
（定価21.6万円）

17

全面広告

全5段広告

特別

（定価16.2万円）
特別
モノクロ／ 価格 万円
（定価10.8万円）

9

全3段広告

半3段広告
※価格は消費税別

高齢者住宅新聞 媒体概要
●発行部数／約 3 万部
●発行形態／
定期購読・タブロイド版
毎週水曜日発行
（月4回各20ページ〜）

●主要読者層／施設運営会社、介護サー
ビス会社、医療法人、社会福祉法人、
給食・配食会社、不動産・建設会社、
土地所有者、介護設備、システム関連、
金融関連、自治体 ほか

■販促企画 出展者セミナー

50,０００円

万円

カラー／価格

横12cm

横24cm

先着順

受付カウンター（W９００×D４５０×H９３０） 1台
1脚
カウンターチェア

万円

1枠

※イベント当日の配布号は7月下旬予定

30分

ご参加のほど
お待ちしております
税別

2灯

横24cm

出展者による
経営課題解決セミナー
及び実演

1小間

スポットライト（１００W）

27

特別

カラー／価格

縦10.2cm

正面

55

（定価54万円）
特別
万円
モノクロ／価格
（定価36万円）

縦10.2cm

税別

2m

万円

カラー／ 価格

縦17cm

170,000円

背面壁
2m
側面壁
1m

背面側

特別
万円
カラー／価格
（定価118.5万円）
特別
万円
モノクロ／価格
（定価79.2万円）

縦37.3cm縦39cm

2.125m

平面図

特別

83

側面側

高さ

出展料金 1小間

貴名受

開催当日

税別

8/4 ・
8/5

8/3

最終申込締切

3m

早期申込締切

側面壁
3m

3m

出展者説明会

2m×

間口

高さ

2.125m

背面壁
3m

背面側

側面側

コンパクトブース

平面図

立体パース

側面側

3m×
奥行き
3mブース

間口

2020年
5/29

12/20

搬入日

2019年
11/8

通常ブース

300,000円

入場・聴講無料

■スケジュール

展示ブース・小間形状

出展料金 1小間

高齢者住宅新聞社 主催

住まい×介護×医療展2020in関西 開催決定！
！
2020年11月19日㊍・20日㊎ インテックス大阪
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