住まい×介護×医療展

2018in関西
―介護産業が新しい未来を創る―
平成30年

10月11日㊍・12日㊎

インテックス大阪 4、
5号館

◆第9回高齢者住宅フェア2018in関西
◇在宅医療と看取り展
◆栄養サポートフェア
◇介護予防フェア
◆施設環境改善フェア

同時開催：介護・医療セミナー／応援隊フェスタ

◇人材マネジメント展

３社合同の総合展示会
同時開催
賃貸住宅業界最大級の祭典!!

賃貸住宅フェア2018in大阪
主催：㈱全国賃貸住宅新聞社

全国のプロが集まる日本最大級の住宅・建築・建材のイベント

リフォーム産業フェア2018IN大阪
主催：㈱リフォーム産業新聞社

出展案内
Web
サイト

主催

高齢者住宅新聞

㈱高齢者住宅新聞社

検索

「住まい×介護×医療展 2018」

東京本社 TEL.03‑3543‑6852 FAX.03‑3543‑6853
http://www.koureisha-jutaku.com
大阪支局 TEL.06‑6210‑3071 FAX.06‑6220‑0076

住まい×介護×医療展 2018 in 関西 出展のご案内
開催概要
■会

期 2018年10月11 日（木）
・12日（金）

■時

間

■入 場 料
■会

住まい・介護・医療に携わる人たちが集う専門紙主催の展示会イベント

10:00～17:00（2日間共）

です。
施設の環境改善・サービス向上、人材育成・研修、介護予防等に関す

入場無料・セミナー聴講無料

場 インテックス大阪 4、5号館

（大阪市住之江区南港北1-5-102）

■主

住まい×介護×医療展とは

る介護事業者や専門職向けの商材・サービスを紹介するほか、業界の最
新動向が学べるセミナーを開催します。

催 （株）高齢者住宅新聞社

■同時開催

経営者から介護士、看護職、薬剤師、管理栄養士、PT・OT、福祉用具

賃貸住宅フェア2018in大阪
（主催：㈱全国賃貸住宅新聞社）
、
リフォーム産業フェア2018IN大阪

相談員等の専門職、
福祉専門学校生などが一堂に集います。

開催までのスケジュール

（主催：㈱リフォーム産業新聞社）

■出展予定社数・小間数
■来場予定者数

7月31日（火） 第一次出展申込締切

30社・50小間

（３イベント合算250小間）

延べ１万人（3イベント合算数）

出展料金、申込期日

お申込み後、
請求書を随時送付
出展マニュアル随時配布

来場者募集開始 新聞、ネットなどのメディアを中心に来場動員・PR活動を展開

定価 : 280,000円
（1小間・税別）
小間サイズ : 間口3m × 奥行き 3m

9月下旬

会場レイアウトを発表し、
小間位置を通知

第一次出展申込締切

10月10日（水） 準備・搬入日

申込期日
2018年

7月31日（火）

出展申込締切
申込期日
2018年

250,000
280,000

円（1小間・税別）

【電気設備】
二次側電気工事と電気使用料
は、
出展者の負担となります。

【給排水設備】
幹線工事および二次側配管工
事と水道使用料は、出展者の
負担となります。

10月１2日（金） 会期2日目（終了後、撤去・搬出）

出展申込方法と出展料金のお支払いについて
お申込みをいただいた企業様へ順次請求書をお送りします。お支払いは開催前となります。
特別装飾代金は造作会社から開催後にご請求いたします。

■仕様
壁面：システムパネル。白ビニール仕上げ
文字ゴシック体、
黒文字
社名板：白ベース、

（例）

●展示装飾に関する
各種規定
（搬入方法や高さ制限など）
や
追加備品・工事のご案内については、
出展マニュアルでご確認下さい。

■標準設備
バック及び左右パネルボード
テーブル1台（幅1.8m×奥行き 0.6m×高さ0.7m）
折りたたみ式イス 2脚

●展示会場内で金銭の授受を伴う
物品・サービスの提供
（販売行為）
を
行うことはできません。

セット装飾プラン例

※受付カウンター・床カーペット・照明などの備品には
別途費用がかかります。

パッケージ
（1小間／9） ￥５３,０００

標準仕様をベースに、展示スペースをより効果的に活用するプラン

床面カーペット（W２,９７０×D２,９７０）
スポットライト（１００W）
蛍光灯（４０Ｗ）
コンセント（５００W）
受付カウンター（W９００×D４５０×H９３０）
カウンターチェア
貴名受

主催者側では、装飾・施工費の削減と準備の効率化を実現する下記のパッケージブースをご用意しています。
ご希望の出展者は出展マニュアル内「パッケージ小間及びオプション備品申込書」
にてお申込み下さい。
お申込みの場合、下記料金がかかります
（ご請求は造作会社から）
。
※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「出展マニュア
ル」
をお読み下さい。

注2）
パッケージ分の電気供給工事費は
上記金額に含みます。
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。

―高齢者の住まい・介護・医療を考える―

高齢者施設から在
宅介護事業者まで幅
広い層に訴求する商
品・システムが一堂に
会します。

申込み後の取り消し・解約は認められません。万一、参加社の都合により、
申込内容のすべてまたは一部の取り消し・解約をする場合、下記金額を
キャンセル料としていただきます。ただし、
キャンセル料以上に主催者に損
害が生じる場合は、
別途損害賠償を請求させていただくことがあります。

会期の50日前以内
出展料の50%

会期の40日前以内
出展料の80%

「介護予防フェア」―予防で健康寿命延伸―
社会保障費抑制の観点から介護予防が重視されています。高齢者
にターゲットを絞り予防メニューを充実させているフィットネスや
スポーツクラブの取組み、最新のリハビリ機器を紹介します。
出展対象 ： フィットネス、スポーツクラブ、リハビリ機器、予防関連サービス等

出展対象 ：建築、コンサルティング、家具、高齢者住宅運営サポート、業務支援システム等

「施設環境改善フェア」―快適・安全な施設環境を作るために―

「在宅医療と看取り展」―在宅・施設の看取りを考える―

施設環境を快適に、かつ安全に保つ衛生商材やBCP関連商品、エ
ネルギーシステム、保険会社のサービスが一堂に会します。他施設
との差別化や入居者の健康管理に役立ちます。

国が目指す地域包括ケアのカギを握るのが在宅医療。重度者の増
加で看取りができる環境作りも重要になっています。訪問診療や訪
問服薬を手掛ける診療所・薬局や様々な在宅医療機器を紹介します。
ドラッグストア等
出展対象 ： 在宅医療機器、在宅医療機関、薬局、

「栄養サポートフェア」―栄養から健康を考える―
要介護者・虚弱高齢者には栄
養面のサポートが欠かせません。
様々な栄養補助食品や健康食品
とともに、施設向けの食事サー
ビスや在宅向けの宅配弁当を紹
介します。
出展対象 ： 栄養補助食品、健康食品、食事会社、宅配弁当、厨房機器等

出展対象 ：リスクマネジメント（保険）、少額短期保険、衛生商材、ＢＣＰ、エネルギー、ユニフォーム等

「人材マネジメント展」―人材マネジメントで人材不足解消―
職員の採用・教育・定着に対する人材会社のマネジメントを紹介
します。2017年11月にスタートした介護技能実習制度の活用法も相
談できる場となります。
出展対象 ： 人材会社、監理団体、教材等

床面カーペット（W２,９７０×D２,９７０）
スポットライト（１００W）
蛍光灯（４０Ｗ）
コンセント（５００W）
受付カウンター（W９００×D４５０×H９３０）
カウンターチェア
貴名受

2小間
4灯
2灯
2個
1台
1脚
1個

キャンセル料について

同時開催イベント
「第9回 高齢者住宅フェア2018in関西」

1小間
2灯
1灯
1個
1台
1脚
1個

パッケージ
（2小間／18） ￥94,０００

注1）
消費税は別途です。

10月１1日（木） 会期1日目

円（1小間・税別）

8月20日（月）

標準仕様には、床面のカーペットは含まれておりません。
また角小間の場合は、通路側の袖パネルは付きません。
展示小間内の装飾
（展示台、
棚等）
は、
出展者の負担となります。
※各出展者の間仕切りは、
主催者側で設置します
（システムパネル）
。
※隣接小間がない場合は、
間仕切りはつきません。

9月26日（水） 「高齢者住宅新聞」9月２6日号にて開催記念号を発行

定価より約10％引き

入場・聴講無料

展示ブースについて（標準プラン）

８月20日（月） 出展申込締切
８月上旬

㈱高齢者住宅新聞社 主催

介護・医療セミナー
介護・医療業界の有識者による介護・医療セミナー。「リ
スクマネジメント」
「認知症ケア」
「経費削減」
「海外人材」
「保
険外ビジネス」など、経営者はもちろん、主任クラスから若
手スタッフ、介護・看護の専門職まで学べるセミナーをご用
意します。

「住まい×介護×医療展」応援隊フェスタ
「住まい×介護×医療展」を一緒に盛り上げてくれる介護・
医療関連団体・ネットワークによるイベントです。各団体の
会報や SNS などを通じて、「住まい×介護×医療展」の周知・
広報に協力してもらうと同時に、高齢者住宅新聞も参画団体
の活動を応援します。イベント当日は、各団体が考える介護・
医療の在り方や方向性、活動内容をこのコーナーで発信して
もらうほか、パネルディスカッションも行われます。

会期の30日前以内
出展料の100%

直接入力可能な申込PDFは

こちら

住まい×介護×医療展 ブース出展
2018 in 関西

お申し込みは

申込書

FAX.03-3543-6853 TEL.03-3543-6852

「住まい×介護×医療展 2018 in 関西」出展を □希望する □検討する □不要
出展小間数 □1小間 □2小間 □3小間 □4小間 □5小間 □6小間以上（ 小間）6以上の希望小間数は
カッコ内にご記入ください
〒

ご住所

おわかりの場合
ご記入ください

郵便番号は
ハイフンなしで
入力してください

請求書宛先

請求書宛先が
異なる場合
こちらもご記入
ください

弊社担当者名
部署等

〒

貴社名

代表者名

ご担当部署
緊急連絡先

ご担当者名

（携帯番号など）

TEL

FAX

ご担当者
Eメールアドレス
□介護・医療関連 □設備・資材関連 □水回り関連 □介護予防機器・サービス関連
出展カテゴリ

□業務支援システム関連 □見守りシステム関連 □高齢者住宅施設建築・コンサルティング関連
□食事サービス関連 □運営サポート関連 □その他 →
（特別招待券や案内パンフレットなどに記載されます）

出展品目
（特別招待券や案内パンフレット及び社名板に記載される名称をご記入下さい）

出展会社名
HPアドレス
配布用リーフレット
希望枚数（無料）

http://
（希望枚数に制約はありません）下の中から□
㾎をして下さい。

□100枚

□200枚

□300枚

□500枚以上（

500以上の希望枚数は

枚）カッコ内にご記入ください

※直前でのブースキャンセルは、所定のキャンセル料が発生しますのでこ注意下さい。
（キャンセル料は会期30日前以内で出展料の100%、40日前以内で同80%、50日前以内で同50%）

来場者全員に配布!

出展効果を高める
「住まい×介護×医療展」
特集号への広告掲載（別料金）

）
高齢者住宅新聞（平成30年9月26日号 「住まい×介護×医療展2018in関西」
開催記念号への広告掲載

□希望する □検討する □不要

開催予定

介護シンポジウム 2018（12月）
住まい×介護×医療展 2019 in 東京（2019年7月23・24日）

