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ケアウィーク ’23

介護業界 日本最大級！ 業界のプロのための商談展 介護･ 高齢者施設に必要な設備･備品･サービスを一堂に展示！

で解決できます！

介護業界 日本最大級!
業界のプロのための展示会

介護用品･設備･リハビリ機器から先端技術･介護レクまで
介護現場で役立つ新商品･サービスを一堂に展示！

以下の社長・役員・施設長・管理者、施設開発・運営・仕入・購買のご責任者・担当者、
ケアマネジャー、看護師、PT・OT・ST、介護職員の方は、ぜひご来場ください！

商品をご覧になりながら、商品選定や出展社との商談ができます！

介護･高齢者施設
●有料老人ホーム
●サービス付き	 	
　　高齢者向け住宅
●特別養護老人ホーム
●老人保健施設
●グループホーム　など

在宅介護事業者
●デイサービス
●ショートステイ
●居宅介護支援事業所
●訪問介護・訪問看護　など

流通関係者
●福祉用具販売･貸与
●福祉用具卸･レンタル卸
●百貨店・量販店
●ホームセンター・スーパー
●調剤薬局・ドラッグストア
●商社・通販会社　など

ご来場のメリット設備導入の相談をしたい
価格･納期の交渉をしたい
OEM･共同開発をしたい
コスト削減をしたい

新商品を比較検討したい
新規取引先を開拓したい
見積の依頼をしたい
商品を購入･仕入したい  など

来場事前登録・出展商品の詳細は  ▶▶▶ http://caretex.jp ケアテックス

国際 介護用品展  介護施設産業展
介護施設ソリューション展

第
９
回

東京ケアウィークは、本展および同時開催全展の総称です。
’23ケアテックス

東京

介護業界 日本最大級介護業界 日本最大級のの
オンライン展示会オンライン展示会をを
同時開催中!同時開催中! caretex365.jp

24 時間 365 日 いつでも どこでも介護業界の今を知ることができる24 時間 365 日 いつでも どこでも介護業界の今を知ることができる
今すぐアクセス !
会員登録はこちら▶

※会場の定員ガイドラインにより入場を制限する可能性があります。　※一般ユーザー･学生･18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。
※展示会開催会社の方、出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固くお断りします。　※本券1枚で1名様入場可。本券1枚ですべての同時開催展に入場可。

会期：2023年3月22日（水）～24日（金） 9：30～17：00 
会場：東京ビッグサイト 南展示棟    　主催： ブティックス（株）

受付開始  9：00

本展における新型コロナウイルス
（COVID－19）感染症対策について

東京ケアウィーク事務局（ブティックス株式会社）は、東京都および指定のガイドラインに基づき本展を開催します。
本展の感染拡大防止対策の詳細につきましては、右のURLにてご確認ください。	http://caretex.jp　

病院･リハビリ施設 設計･施工会社 など

来場事前登録でスムーズにご入場いただけます。 

障害者福祉施設
●障害者福祉施設
●放課後等児童デイサービス
●就労支援事業所　など

特別講演特別フォーラム
特 3/22（水） 15:00 ～16:30

熱く語ろう。「介護の革新 うち自慢」わたしは DX だー！ うちは AX やでぇ～
＠リビング・オブ・ザ・イヤー2023

・日本の介護（株）	代表取締役／リビング・オブ・ザ・イヤー実行委員長　昆野	仁
・（医）フォルクモア	常務理事	事務局長　森川	悦明　・（株）長谷工シニアウェルデザイン	取締役専務執行役員　幸谷	登

・メディカル・ケア・サービス（株）	執行役員	事業開発担当　三重野	真

特 3/24（金）  【前編】13:40 ～14:40      【後編】 15:00 ～16:00
地域課題はビジネスチャンス！？ 自治体と取り組むヘルスケア事業
～社会貢献だけではない自治体連携の魅力に迫る～

・経済産業省	関東経済産業局	次世代産業課　・府中市	高齢者支援課、協働共創推進課
・八王子市	高齢者いきいき課　・エーテンラボ（株）　・（株）ベスプラ　・（株）日立製作所

67 3/24（金） 10:00 ～11:00
ロボット介護機器開発等推進事業 - 海外・国内展開
に向けた臨床評価ガイダンス等の策定

AMED	ロボット介護機器開発等推進事業

60 3/23（木） 10:50 ～11:20
人手不足問題の解決に！
外国人人材の活用について

（株）FPパートナー

52 3/22（水） 10:50 ～11:20
ケアカルテ×ハナストで介護DXの推進
～介護記録は次のステージへ～

（株）ケアコネクトジャパン

70 3/24（金） 13:20 ～13:50
なぜ利用率が30%も伸びたのか？
簡単に質の高い機能訓練・レクを実践！

（株）エクシング

63 3/23（木） 13:20 ～13:50
外国人介護人材の導入事例のご紹介と
特定技能介護の2023年問題と対策

ポールトゥウィン（株）

53 3/22（水） 11:40 ～12:10
新事業検討中の方必聴！　今、注目の保険適用事業

「児童発達支援事業」参入の魅力とは？
（株）コペル

72 3/24（金） 15:00 ～15:30
令和時代の「介護施設DX」とその必須条件とは

（株）フルノシステムズ

64 3/23（木） 14:10 ～14:40
離床3秒検知＋睡眠解析で巡回・転倒・排泄対策が
大幅改善する見守りセンサー導入事例

エフ・アイ・ティー・パシフィック（株）

55 3/22（水） 13:20 ～13:50
欧米でトップクラスの導入実績を誇る、

「在宅高齢者向け見守りシステム」をご紹介
Essence	SmartCare	Ltd.

65 3/23（木） 15:00 ～15:30
BCP対策の決定版！ 省スペース・抗ウイルス・エコの
3 拍子揃った防災商品のご紹介

関西ペイント（株）

57 3/22（水） 15:00 ～15:30
入居者様、ご家族、スタッフの皆様に喜ばれる
ソニーのソリューションご紹介

ソニーマーケティング（株）

出展商品紹介セミナー

主催：高齢者住宅経営者連絡協議会

専門セミナー
東京ビッグサイト 展示会場内 セミナー会場会場

16 3/23（木）10:00 ～11:00
産官学を挙げて
フレイル予防を推進しよう！
～国民全体への
　働きかけについての提言～
東京大学	高齢社会総合研究機構
機構長・未来ビジョン研究センター	教授
飯島 勝矢	氏

1 3/22（水）10:00 ～11:00
新しい政策指針

「認知症施策推進大綱」で
医療・介護領域は
どう変わるか？
アルツクリニック東京	院長／
順天堂大学	名誉教授
新井 平伊	氏

東京ケアウィーク 基調講演

※本セミナーを受講希望の方は、Webにて来場事前登録を済ませた後、セミナー受講申込みを
行ってください。事前の受講申込みがない場合、セミナーの受講はできません。 （定員の空き状況
により、当日受付を行う場合があります） ※定員になり次第、申込みを締切ります。お早めにお申
込みください。（申込み状況はWebにてご確認ください）

受講料：無料  Webでの事前の受講申込みが必須です

15 3/22（水） 15:00 ～16:00
口から食べることを支えるオーラルマネジメント
～口腔アセスメントとケアの実践～
東京医科歯科大学大学院	地域・福祉口腔機能管理学分野	教授　松尾	浩一郎

介護の食コース

※敬称略　※都合により、講師･プログラム内容が変更となる場合があります。あらか
じめご了承ください。　※講演内容のビデオ撮影･録音は固くお断りします。の数字はセッション番号です。

19 3/23（木） 10:00 ～11:00
人手不足対策と働き方改革を実現する、
新時代の厨房システムとセントラルキッチン方式
新調理システム推進協会	事務局長／ニチワ電機（株）	専務取締役　西	耕平

23 3/23（木） 11:40 ～12:40
週に 2 回、たったの 5 分で誤嚥性肺炎をゼロに！
介護現場で実践できる口腔ケア

（株）クロスケアデンタル	代表取締役／
クロスケアデンタルクリニック	院長　瀧内	博也

35 3/24（金） 10:00 ～11:00
高齢者の食支援と栄養ケア
～食の楽しみと安全性の両立を～
国立国際医療研究センター病院	リハビリテーション科医長　藤谷	順子

42 3/24（金） 13:20 ～14:20
学会分類2021対応！
かんたん＆美味しい嚥下調整食の栄養ケア

地域栄養ケア	PEACH厚木	代表／管理栄養士　江頭	文江

5 3/22（水） 11:40 ～12:40
経済産業省における
福祉・ロボット介護機器産業政策について

経済産業省	商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課	医療・福祉機器産業室	室長補佐　南須原	美恵

介護のテクノロジーコース

20 3/23（木） 11:40 ～12:40
最先端テクノロジーは導入よりも活用がカギ！
～介護 ICT 導入後、成果を生むためのポイント～

（福）友愛十字会	砧ホーム	施設長　鈴木	健太

24 3/23（木） 13:20 ～14:20
見えて来た令和6年改正を見据えて、
いま備えるべきICT活用とは

（株）ビーブリッド	代表取締役／
（一社）日本ケアテック協会	専務理事・事務局長　竹下	康平

33 3/24（金） 10:00 ～11:00
VR／メタバースで変わる介護・医療と社会のあり方

東京大学	名誉教授／東京大学	先端科学技術研究センター
サービスVRプロジェクト	プロジェクトリーダー　廣瀬	通孝

36 3/24（金） 11:40 ～12:40
介護現場における生産性向上の推進について
～介護ロボット等テクノロジーの普及促進の取り組み～
厚生労働省	老健局	高齢者支援課	介護業務効率化・生産性向上推進室	

介護ロボット政策調整官　佐々木	憲太

8 3/22（水） 11:40 ～12:40
科学的根拠に基づく認知症予防と健康管理
～超高齢社会の健康増進・維持を支える最新知見～

桜美林大学	老年学総合研究所	所長・大学院	教授　鈴木	隆雄

介護予防コース

27 3/23（木） 13:20 ～14:20
ｅスポーツを活用した高齢者の
フレイル予防と自治体・高齢者施設での取り組み

（株）プレイケア	代表取締役社長　川﨑	陽一

39 3/24（金） 11:40 ～12:40
科学的介護の時代の「認知症予防」
～ 5つの認知機能とその低下への対策～
（一社）神戸健康大学	理事／（株）トータルブレインケア	代表取締役社長

河越	眞介

4 3/22（水） 10:00 ～11:00
一人ひとりの「生活への意欲」を活かすケアプラン
～利用者が自分らしく生きる支援～

日本介護支援専門員協会	副会長／
東京都介護支援専門員研究協議会	理事　牧野	和子

ケアマネジャー向けコース

34 3/24（金） 10:00 ～11:00
ケアマネジメントの惑星の直列
～適切なケアマネジメント手法を中心とした大改定～

国際医療福祉大学大学院	教授　石山	麗子

2 3/22（水） 10:00 ～11:00
迫る2025年問題と介護人材不足に対応する
経営者の資質とは

淑徳大学	総合福祉学部	社会福祉学科	教授　結城	康博

経営者向けコース

11 3/22（水） 13:20 ～14:20
介護業界 M＆A 成功・失敗の分岐点
～成功率 UPへの重要ポイント徹底解説～

ブティックス（株）	介護M&A支援センター	専務取締役　速水	健史

17 3/23（木） 10:00 ～11:00
10年先を見据えた経営戦略立案のポイント

（株）CSアビリティ	代表取締役　鈴木	真一

13 3/22（水） 15:00 ～16:00
認知症の進行を防ぐために介護の現場でできること
～高齢者向け在宅医師の立場から～

（医社）至髙会	たかせクリニック	理事長　髙瀬	義昌

在宅医療コース

7 3/22（水） 11:40 ～12:40
経過措置終了まで、あと1年！

“絵に描いた餅”にしないためのBCP策定と見直し
（株）安全な介護	代表取締役　山田	滋

施設運営コース

25 3/23（木） 13:20 ～14:20
マニュアルではなくミッションで動け！
あおいけあ流「人が成長する組織」のつくり方

（株）あおいけあ	代表取締役　加藤	忠相

31 3/23（木） 15:00 ～16:00
身寄りのない高齢者へ介護サービスを届けるために
～セルフネグレクト等でお金の活用ができない事例増加への対応～

ブティックス（株）	エグゼクティブプロデューサー　天野	桂介
司法書士リーガル・パートナー	代表司法書士　堀内	貴敬

45 3/24（金） 15:00 ～16:00
入居者から選ばれる老人ホームの作り方
～入居者からは老人ホームはどう見えているのか～

（株）ASFON	TRUST	NETWORK	常務取締役　小嶋	勝利

26 3/23（木） 13:20 ～14:20
経済学で考える障害者就労支援
～組織の成長戦略とつなげるために～

慶應義塾大学	商学部	教授　中島	隆信

障害福祉コース

38 3/24（金） 11:40 ～12:40
発達障害のある子が福祉制度を活用しながら
自分らしく生きるには？

（一社）こども発達支援研究会	代表理事　前田	智行

3 3/22（水） 10:00 ～11:00
職場全体で取り組もう、ハラスメントへの意識改革！
～人がいない、人が辞めると嘆く前に～

（株）ねこの手	代表取締役　伊藤	亜記

人事・教育コース

30 3/23（木） 15:00 ～16:00
介護福祉士を目指す外国人を応援し、
介護現場で活躍してもらうための仕組みづくり

（一社）外国人介護職員支援センター	代表理事　井上	文二

44 3/24（金） 15:00 ～16:00
業績向上につながる介護現場の人材マネジメント
～職員・組織の成長が好循環サイクルをつくり出す～

（株）ウエルビー	代表取締役　青木	正人

18 3/23（木） 10:00 ～11:00
デイ・在宅事業者の成長戦略の描き方
～勝ち残る事業所の共通点とは～
（株）船井総合研究所	シニアライフ支援部	マネージング・ディレクター

沓澤	翔太

デイ・在宅事業者向けコース

37 3/24（金） 11:40 ～12:40
介護報酬・加算取得を諦めない、
デイサービスの経営戦略

ベストリハ（株）	取締役　山本	健太

10 3/22（水） 13:20 ～14:20
DXで実現する持続可能な介護・医療現場
～現役医師が提案する人材不足に打ち勝つ方策～

ドクターメイト（株）	代表取締役医師　青柳	直樹

41 3/24（金） 13:20 ～14:20
データで描く、未来の介護
～ SOMPOケアが推進する介護リアルデータプラットフォーム～

SOMPOケア（株）	取締役執行役員CDO（最高デジタル責任者）
岩本	隆博

9 3/22（水） 13:20 ～14:20
認知症ケアにデジタルデータと人工知能を活用する

静岡大学	創造科学技術大学院	特任教授／
（一社）みんなの認知症情報学会	理事長　竹林	洋一

業界動向コース

14 3/22（水） 15:00 ～16:00
介護ビジネス業界の展望
～介護保険以外の収益源等高齢者関連ビジネスの動向～

ティー・オー・エス（株）	代表取締役　髙山	善文

29 3/23（木） 15:00 ～16:00
24年同時改定 介護業界大変革のゆくえ
～キーワードは軽度者改革・科学的介護・自立支援・生産性向上～

（一社）全国介護事業者連盟	理事長　斉藤	正行

32 3/24（金） 10:00 ～11:00
令和6年 介護保険制度改正の全解説と対策テーマ

小濱介護経営事務所	代表／（株）ベストワン	取締役　小濱	道博

43 3/24（金） 15:00 ～16:00
施設看取りが急増  ～人生の最終段階での「死」の意思決定に
大きな変化、リビングウイルとACPの時代に～

福祉ジャーナリスト　浅川	澄一

6 3/22（水） 11:40 ～12:40
これからの介護施設の新築・建替え・改修のポイント
～エネルギー問題、建築コスト上昇を踏まえて～

（株）ユーエス計画研究所	代表取締役　繁野	民輝

施設開発コース

21 3/23（木） 11:40 ～12:40
急拡大するシニアレジデンスの本質と成功のポイント
～ 30兆円のアクティブシニア市場を狙え！～

（株）三菱総合研究所	主席研究員	チーフプロデューサー　松田	智生

12 3/22（水） 13:20 ～14:20
紛争に発展させない、
介護現場でのクレーム・トラブルへの予防と対応

弁護士／埼玉医科大学医学部非常勤講師　長野	佑紀

22 3/23（木） 11:40 ～12:40
介護事業＆異業種・周辺業種の

「介護業界への新規参入・展開拡大」のポイント
（株）スターパートナーズ	代表取締役／

脳梗塞リハビリステーショングループ	代表　齋藤	直路

28 3/23（木） 15:00 ～16:00
地域への貢献で高齢者は元気に生きる！
～その知恵と経験を活かしたまちづくり～

國學院大学	教授　西村	幸夫

超高齢社会のまちづくりコース

40 3/24（金） 13:20 ～14:20
病院完結型から地域完結型の医療介護へ
～遠隔診療 メタバース Industry4.0 で変わる街づくり～

京都大学	特命教授　岩尾	聡士

南展示棟 4F

南展示棟 1F

CareテクノロジーCareテクノロジー 東京   

介護施設ソリューション展介護施設ソリューション展

●見守りシステム　●見守りセンサー
●ナースコール　●徘徊防止システム
●離床センサー　●バイタルセンサー　
●転倒検知システム　●見守りカメラ
●睡眠モニタリングシステム　など

●訪問販売サービス
●配食サービス
●障害児事業所向けシステム
●就労支援事業所向けシステム
●フランチャイズ
●コンサルティング
●療育支援関連商品

見守りシステム東京

障害福祉サービス東京

●介護統合システム　●介護保険請求
●介護記録 - 電子カルテ　●ケアプラン作成
●勤務シフト作成管理　●各種アプリ
●多職種連携システム　●人事労務ソフト
●コミュニケーションツール　など

介護システム東京

ケアフード東京
●配食　●給食　●治療食・栄養調整食
●介護食・嚥下食・食事補助食
●飲料・飲料サーバー　●非常食・備蓄食　
●食材・卸　●食器・厨房機器・厨房製品　など

介護レク東京
●音楽　●楽器　●塗り絵　●ペーパークラフト
●脳トレ・認知症予防　●訪問セラピー　など

介護ロボットから介護施設向けのシステムや見守り、
障害福祉向けの設備・備品などが4Fに集結！

介護用品や介護施設向けの設備・介護予防・レクリエーション・食事・感染症対策などが1Fに集結！

■人材採用・定着支援■人材採用・定着支援ゾーンゾーン
●人材紹介　 ●教育研修　●福利厚生●人材紹介　 ●教育研修　●福利厚生
●外国人人材　●●外国人人材　●採用支援・コンサルティング採用支援・コンサルティング　など　など

■感染症対策■感染症対策ゾーンゾーン
●空気清浄器　 ●除菌・衛生用品　など●空気清浄器　 ●除菌・衛生用品　など

Careテクノロジー 東京  次世代 介護テクノロジー展

■移乗支援ロボット　■見守りロボット■移乗支援ロボット　■見守りロボット
■排泄支援ロボット■排泄支援ロボット
■コミュニケーションロボット■コミュニケーションロボット
■配送ロボット　■オンライン研修■配送ロボット　■オンライン研修
■ ICT 製品サービス　■ IoT 製品サービス■ ICT 製品サービス　■ IoT 製品サービス
■ AIを活用した製品サービス　など　■ AIを活用した製品サービス　など　

■フィットネス・トレーニング機器 / 用品■フィットネス・トレーニング機器 / 用品
■リハビリ機器 / 用品■リハビリ機器 / 用品
■歩行サポート・歩行訓練用品■歩行サポート・歩行訓練用品
■脳トレ・認知症予防用品■脳トレ・認知症予防用品
■運動プログラム / メソッド　など■運動プログラム / メソッド　など

ヘルスケアJAPAN 介護予防総合展

Care CITY 超高齢社会のまちづくり展

南 4 ホール　   出入口

南 2 ホール　   出入口南 1 ホール　   出入口

《会場レイアウト図･主な出展品目 》
会場： 東京ビッグサイト  南展示棟
※		レイアウトは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

介護施設産業展介護施設産業展
■設備・備品■設備・備品
●介護浴槽　 ●入浴装置●介護浴槽　 ●入浴装置
●ベッド　 ●移乗補助●ベッド　 ●移乗補助
●リフト　●ストレッチャー●リフト　●ストレッチャー
●福祉車両●福祉車両
●服薬支援･与薬カート　など●服薬支援･与薬カート　など

■インテリア・建材■インテリア・建材
●家具・インテリア●家具・インテリア
●建材　●階段昇降機●建材　●階段昇降機
●施設改修・住宅改修　など●施設改修・住宅改修　など

■ソリューション■ソリューションゾーンゾーン
●省エネ・コスト削減　●アウトソーシング　●省エネ・コスト削減　●アウトソーシング　
●助成金申請　など●助成金申請　など

■防災・ＢＣＰ対策■防災・ＢＣＰ対策ゾーンゾーン
●防災備蓄品　●非常用トイレ●防災備蓄品　●非常用トイレ
●無停電電源装置　●ガス発電機●無停電電源装置　●ガス発電機
● BCP コンサルティング　など● BCP コンサルティング　など

NEW

■介護用品■介護用品
●車椅子　●杖･歩行器●車椅子　●杖･歩行器
●マットレス･ベッド用品●マットレス･ベッド用品
●入浴用品●入浴用品
●トイレ･おむつ●トイレ･おむつ
●衣類･靴･  ●衣類･靴･  
　生活支援用品　など　生活支援用品　など

■ユニフォーム■ユニフォーム
●ユニフォーム●ユニフォーム
●ナースシューズ　など●ナースシューズ　など

国際  介護用品展 介護用品展

超高齢社会を支える超高齢社会を支える
｢まちづくり｣のための商品･技術･サービス｢まちづくり｣のための商品･技術･サービス

在宅医療を支えるソリューション・在宅医療を支えるソリューション・
最新機器・サービス最新機器・サービス

高齢者の｢健康で長生き｣を支援する商品・サービス高齢者の｢健康で長生き｣を支援する商品・サービス

介護に役立つ最先端テクノロジー介護に役立つ最先端テクノロジー

HOME Care 在宅医療総合展

HOME Care 在宅医療総合展  ※CareCITY内

■在宅医療に関する各種サービス・機器・用品
●電子カルテ・記録システム　●在宅医療・訪問介護のためのシステム
●在宅医療・訪問看護のための機器・用品　など

■生活支援・高齢者支援サービス
●生活支援・訪問サービス　●独居老人の見守りサービス
●各種相談・相続支援　●終活関連商品・サービス　など
■地域包括ケア　■自治体向けサービス・ソリューション

Care CITY  超高齢社会のまちづくり展

招待券
招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円が必要です

当社よりご招待します

主催者／ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 
三田国際ビル17階（総合受付：11階） Ⓢ



出展社・出展商品一覧 2022年12月20日現在
※以下の他にも多数の企業 ･ 商品が出展します。 より詳しい出展商品の情報（写真付き）はWebから！ ケアテックス http://caretex.jp

介護用品展 介護施設ソリューション展

介護施設産業展

介護レク東京

障害福祉
サービス東京

Careテクノロジー
次世代  介護テクノロジー展

ケアフード東京

（株）aba
排泄センサー・介護ロボット
非装着で尿便検知！ 排泄記録の可視化
＆アセスメントも簡単！

（株）いぶき
介護者向けマスク
水濡れに強く、顔に張り付きにくい立体
形状。入浴介護の強い味方

（株）エイディーディー
ヘルスケア製品
-120℃の超低温で身体を冷却！ 血流改
善と代謝向上に！

HONESTIES（株）
介護肌着
裏表のない前開き肌着、裏表前後のな
いインナーをご覧いただけます。

（株）オフィス・ラボ
福祉施設家具
持ち上げない介護にピッタリの介護椅子
を体感ください。

（株）カラーズ
車いす
介護事業×町工場　外出がラクな介助
型車いす「COLORS」です！

ケアフォート（株）
感染対策・臭気対策
使用済み紙おむつ・PPE の安全な廃棄
方法のご提案

（有）salvia
くつした
ゴムを使わずしめつけない、適度な伸
縮性で素足のような履き心地！

重光商事（株）
繊維製品・衛生用品
繊維製品の専門商社です！ その他衛生
用品など商品群は多岐に渡ります

スケーター（株）
食事用品・身の回りの便利用品
食事を手助けする用品など各種サポー
トグッズを出品しております。

セロリー（株）
介護士向けユニフォーム
介護士さんに安心・快適をユニフォーム
でご提案します

WOO-EAST（株）
水素ガス生成器
業界最高濃度「水素ガス生成器」のご紹
介です。

中央化成品（株）
歩行車・置型手摺・杖
歩行車・手摺の最新モデルを展示予定 
です。

東京メディカル（株）
入浴・排泄ケア・不織布タオル
お肌に優しい衛生的な清拭不織布タオ
ル。感染対策予防に！

（株）トマト
ストレッチャー・トイレベッド
分離式の寝入浴用ストレッチャーと電
動昇降式トイレベッドを展示！！

ナガイレーベン（株）
メディカルウェア・介護ウェア
高いパフォーマンスを維持できる高品質
な商品をご提案いたします。

（株）ナチハマ
介護用浴用タオル
エポクリン加工を施した、水だけで汚れ
を落とすことのできるタオル！

（株）ニコラス
ポータブルトイレ用品
ポータブルトイレのニオイは泡で事前に
解決！

西山工業（株）
フードスチーマ―（保温庫）
簡単操作のフードスチーマーを２タイプ
ラインナップ

日本セイフティー（株）
排泄
自動ラップ機構を搭載したトイレとおむ
つ回収機の展示を行います。

（有）ハンド
介護するされる両方楽な補助具
身体が動かない人を楽な生活を送るた
めに立ち上げました

（有）ヒサヅミ
介護寝具・サポートクッション
企画デザインから生産まで、自社で一貫
したオリジナルの介護グッズ

（株）フジカ
炭素遠赤共鳴温熱ドーム
炭素遠赤外線共鳴波で温熱・デトックス・
大量血行 脳と身体を良好に

（公財）ふじのくに医療城下町推進機構 ファルマバレーセンター
静岡県介護福祉機器用品の展示
静岡県内の介護福祉機器を開発する企
業様の商品を展示します。

（株）BLUEREO
電動歯ブラシ・吸引機
世界初！ バキューム機能付き電動歯ブ 
ラシ

（株）マリモ
介護・福祉・フットケア靴下
特許出願中！ 健康×おしゃれを叶える
心と身体のための靴下が新登場！

万栄国際（株）
医療副資材
同業他社より QCD 重視

（株）メディコン
排尿ケア
介護業界初進出！ 女性専用の体外式排
尿カテーテルをご紹介します

（株）メルシー
フットケア機器
コンパクト設 計で 全 身 の ケアが 出 来 
ます！

やまと興業（株）
会話補助器
対面の会話に特化した会話装置、聴こ
え♪ルンですの紹介です。

（株）アイガー産業
介護用浴槽ベッドトイレ
入浴タイムズ plus トイレ　介護用浴槽
ベッドとトイレ合体モデル

（株）アマノ
特殊浴槽
入浴者の身体レベルや浴室スペースに
合わせたご提案をいたします。

アルジョ・ジャパン（株）
移乗・入浴支援機器
移乗・入浴ケアに関するご相談をお待ち
しております。

Air Aroma Japan（株）
空間アロマ
香りの専業メーカーが介護施設における
空間演出をご提案いたします。

エア・ウォーター（株）
入浴機器
様々なシャワー入浴機器のラインナップ
を展示しています。

（株）がまかつ
排泄支援（排泄動作支援）
従来の２人介護から１人介護が可能とな
ります。

（株）キッドコーポレーション
消臭剤・ステンレスミラー
身体に優しい天然由来の植物性乳酸菌
の力でニオイのお悩み解決します。

（株）金星
入浴介助装置
入浴時間３０％削減！ こすり洗い不要
のウルトラファインバブル入浴。

酒井医療（株）
介護浴槽
シャワー入浴装置「アラエル」を展示いた
します。

（株）シルバー産業新聞社
新聞・書籍
介護保険制度・市場・商品の最新情報を
お届けします

シルバー新報／（株）環境新聞社
専門紙・専門雑誌
介護保険の制度や現場の情報満載の週
刊新聞・月刊雑誌

積水ホームテクノ（株）
介護・自立支援設備 wells
ご入浴者の自立支援と介助する方のご
負担を軽減致します。

（株）東和モータース販売
福祉車両・リフト付き送迎車
現場の声から生まれた、自社オリジナル
のレイアウト車です！

日本ケアリフトサービス（株）
介護リフト・福祉介護機器
JCLS 最新介護リフト「 SOEL で介護に
安心と安全を 」。

日本工業出版（株）
書籍・専門誌
関連書籍の割引販売および専門誌の無
料配布を行います。

（株）Field Alliance
感染予防・除菌・消毒
どこにも触ることなく清 潔なウェット
ティッシュを取り出せます。

（株）ＦＵＪＩ
移乗サポートロボット・リフト
座位間の移乗動作、トイレ・脱衣所など
での立位保持をサポート。

三菱電機（株）
チューブ洗浄乾燥機
介護の手間を減らす、家庭用チューブ洗
浄乾燥機のコンセプト展示。

みらい福祉創造グループ／（株）MFSG
ミラー一体型同時昇降洗面台
ミラー＋洗面化粧台同時電動昇降を展
示します！

（株）モリトー
介護リフト・安全懸架装置
移動・移乗・歩行のテーマに特化した最
新機種をご紹介いたします。

矢崎化工（株）
手すり・リフト
立位姿勢から足の踏み替えでお困りの方
は是非お試しください。

（株）ユーエス計画研究所
施設の建築設計・コンサル
福祉施設専門の建築設計事務所！ 事業
計画／建物のこと、ご相談下さい。

（株）ラクト
足温浴（業務用水なし足湯）
水なしで手間いらず。靴下のまま入れる
足温浴。介護施設で大人気！

（株）ワーロン
抗菌・抗ウイルス性強化障子紙
長寿命、防炎性、メンテ可能、抗菌・抗
ウイルス性障子紙のご紹介。

（株）ワクレア/ 佳雅（株）/ 日東商事（株）
入浴装置・入浴用品
ミクロの気泡でこずらずきれいに・スタッ
フの介助負担減を実現します。

アーネストサービス（株）
次亜塩素酸生成装置
感染症対策に必須！ 新型コロナにも有
効です！

（株）RD グローバルリンク
外国人人材・人材定着サービス
直近3年の紹介人材離職率0％！ 定着
する特定技能人材をご紹介。

IBS 事業（協組）／OS SELNAJAYA
外国人職業体験、特定技能
施設のニーズに対応できるインドネシア
人を中心とした外国人材の提案。

AchieveMyanmar（アルバイトタイムス）
ミャンマー人材紹介＆支援業務
介護職に最適と注目される、在日ミャン
マー人材に特化したサービス。

（株）イグジット
BCP 策定支援サービス
もう嫌！ 300時間以上かかる BCP 策
定をイチからサポートします。

（株）井戸屋
災害用マンホールトイレ・井戸
業界最高の衛生水準！ 井戸を活用した
災害用水洗トイレシステムです。

いまここ（株）
施設入居に伴う片付け
施設入居の際の荷物を選別、片付け。
不用品処分 / 買取りまで。

岩谷産業（株）
停電用 LP ガス非常用発電機
補助金を活用して施設の停電対策（BCP
策定）を行いませんか？

エコテクソリューション（株）
節水・経費削減
ただつけるだけで利益が生まれる節水。
シャワー蛇口の水道代削減に。

（株）FPパートナー
介護施設ソリューション
マネードクター×ネオキャリアで人材確
保から定着までをフルサポート。

（有）エムズシステム
スピーカー
音のエアコン、癒し・自然な音が拡がる
波動スピーカー。

介護Ｍ&Ａ支援センター／運営：ブティックス

事業承継サポート
大切な会社の将来のために事業承継の
準備を始めませんか？

Guidable（株）
在留外国人人材サービス
在留外国人特化型求人サイトGuidable 
Jobs！

（株）河本総合防災
防災用品全般
BCP 策定に伴うあらゆるご相談に対応
いたします。

関西ペイント（株）
長期備蓄型防災段ボールトイレ
特殊梱包で長期備蓄。省スペース収納
の抗菌抗ウイルス段ボール製品。

クズミ電子工業（株）
BCP 対策機器
無停電電源装置、空間除菌装置の展示
を行います。

クリロン化成（株）
防臭袋
おむつが臭わない袋 BOS の防臭力をぜ
ひブースにてご体感ください。

（株）コペル
FC・新事業
社会貢献型新事業を検討中の企業様必
見！ 業務委託型プランもあり。

（株）小森樹脂
臭い漏れを防ぐオムツのゴミ箱
臭い漏れを防ぐ事を一番に考え開発し
たゴミ箱とゴミ袋です。

The Cares Expo Taipei
ケア専門展マッチングサービス
台湾唯一ケア産業専門展！2023年9月
7日～9日台北で開催。

（株）シーエープラント
常用 / 非常用ガス発電機
災害・BCP 対策に！ 豊富なラインアッ
プから最適な機種をご提案！

（株）シニアリビング・ソリューション
コンサルティング・FC
高齢者住宅の運営コンサルティング・フ
ランチャイズを行います。

（株）スターパートナーズ
介護専門コンサルティング
保険外リハビリ参入・BCP 策定・業務効
率化診断・採用教育定着支援。

住友化学園芸（株）
ウイルス・菌除去剤
ウイルス・菌を99.99％除去し効果持続
30日！ 100％天然成分。

ソニーマーケティング（株）
AV 機器
居室向けテレビレンタルプランや AV 機
器をご体感いただけます！

タイ王国　介護学校協会
介護技能実習生
タイ王国公認の介護学校協会です。

大和物産（株）
手袋、クロス等日用消耗品
日用 消 耗 品を 幅 広く取り揃えており 
ます。

タカラ印刷（株）
医療機関用連絡網アプリ
医療機関や介護施設の緊急時や通常時
の連絡に特化した携帯アプリ。

チタニストラボラトリーズ（株）
消臭・除菌スプレー
光があたる度に原因を分解し続ける超
強力消臭除菌スプレーをご紹介。

（有）TG テクニカ
オゾン式空気清浄機
大量のマイナスイオンと微量のオゾンを
発生させ除菌・脱臭をします。

Htet Oo Co.,Ltd（ミャンマー人材紹介）
ミャンマー介護人材紹介
日本語・介護技術に優れた特定技能外
国人を自信をもって紹介します。

東海機器工業（株）
感染対策機器
日本の将来「医療福祉」を支える洗浄消
毒機器メーカーでございます。

トクティー（株）
外国人材求人サイト
特 定 技 能 人 材 求 人 プ ラットフォーム

【Tokuty】で人材不足解消！

日本特殊陶業（株）
オゾン発生器
オゾンのちからで菌・ウィルス・においを
抑制します。

（株）野中理化器製作所
感染症対策商品
オゾン発生装置をメインに多岐にわたる
感染症対策商品を紹介します。

（株）パスカル
BCP 対策・安否確認システム
災害時の安否確認・集計・報告がスマホ
で簡単スピーディーに行えます。

（株）ハッピー・メンター
人材紹介
インドネシア・ベトナム・バングラデシュ
から介護人材の紹介。

（株）ＶＩＰグローバル
フットケア医療器具
５分で５Km の懸命歩行。

プールス（株）
自動オシボリ機

「衛生面の向上」と「オペレーションの効
率化」に役立ちます。

富士瓦斯（株）／（株）関電工
ＬＰガス発電機
プラス・ワン（ＬＰガス発電機）で災害へ
の対応力を強化。

（株）フック
リラックスウエアー
実用新案取得のファッション性に富んだ
リラックスウエアー。

ポールトゥウィン（株）
医療介護人材の紹介
外国人医療介護人材は10年の豊富な経
験と実績のある当社へ！

（株）ヤマト
スペースヤマトのご紹介
純国産管理医療機器のご紹介。お気軽
にブースまでお立ち寄りください。

アイサービス（株）
配食サービス
製造メーカーが提供する完全調理済み
食材。嚥下対応食、禁止食も対応。

（株）青木光悦堂　カシデリ
おやつ・食事・おやつレク
高齢者の好きな柔らかいおやつが毎月 
２００種類以上の中から選べます。

アステピア（株）
介護食・嚥下食・やわらか素材
凍結含浸法を用いたやわらか弁当「ソ
フィーチェリスタ」新発売！

（株）伊藤園
伊藤園　とろり緑茶　１L
おいしく手軽に飲めるとろみ付き緑茶飲
料ができました！

（株）SL Creations
冷凍食品・自販機
入居者、従業者へのサービス向上と入
居募集の強みにもなります。

カゴメ（株）
食事補助食
手軽においしく野菜不足解消！ 会場で
ご試飲ください。

クックデリ（株）
介護施設向け完全調理済み食品
湯煎、盛り付けだけで美味しい食事を
どなたでも簡単に提供できます。

グローバルキッチン（株）
高齢者施設向け調理済み食材
栄養のプロが監修したおいしいお食事
で導入実績4300施設以上！

（株）COCORO　CORPORATION
介護施設向け調理済み食品配食
チルド食中心の調理済み配食。常食と
同一メニューの展開食もお届け。

（株）シニアライフクリエイト
調理済み冷凍惣菜提供サービス
事例紹介や導入モデルをご用意してお待
ちしております。

（株）ジョイント
施設給食　OEM 受注生産
施設給食に最適な食事のご案内　設備
不要の簡単調理。

ソフトム（株）
クラウド給食・栄養管理ソフト
施設版クラウド栄養システムで管理栄養
士様の業務効率 UP。

SOMPO ケア／SOMPO ケアフーズ
配食サービス
完全調理済みの美味しい冷凍食材「デリ
パック」ぜひご試食ください。

大和製罐（株）
介護食
エバースマイル初の業務用商品「白玉ス
イーツ・炭酸とろみ」展示予定。

宝食品（株）
安心安全でおいしい長期保存食
即食できて、7年保存可能な長期保存
食の試食商品案内を行います。

（株）土井勝
高齢者向けお食事
土井勝先生のレシピをベースにつくりあ
げた「旬の家庭料理」。

ニチワ電機（株）
厨房
ご飯・麺類と全ての料理をおいしく再 
加熱！

日本ケアミール（株）／ムーミーくん
介護食（ムース食）
お一人様からご利用出来るよう一日3食
を1パックにセットしました。

日本トリム
高濃度電解水素水整水器
抗酸化の水素を高濃度で生成出き、胃
腸症状改善の管理医療機器です。

HITOWAフードサービス（株）
配食サービス／給食受託
お食事から始まるホーム運営の課題解
決最適ソリューション。

三井物産（株）
介護施設向け配食サービス
複数メーカーの人気商品をまとめてご
案内する「このいろ」です！

（株）武蔵野フーズ
宅配食・チルド弁当・冷凍惣菜
個人様・施設様へ安心安全なお食事を
毎日お届けしております。

（株）八重洲ライフ
高齢者施設向け調理済食材
スーパー和食に学んだ多彩な4菜献立と
豊富な行事食。

（株）ヤクルト本社
乳製品、ジュース
不足しがちな栄養の補給ができる商品
をご紹介します。

（株）ヤマダフーズ
嚥下・咀嚼しやすい納豆
食べやすい納豆と味付けでそのまま食
べられる納豆をご紹介します。

ヨシケイ開発（株）
施設様向け配食サービス
4つのメニューラインナップ！ 1日1人
当り659円よりお届けします。

（株）イングカワモト
介護レク用　脳トレグッズ
回想法を取り入れたカードゲームを新発
売！

カモ井加工紙（株）
マスキングテープ
マスキングテープを使用した介護レク
キットのご提案。

（株）キュービック
クイズ・脳トレ
クイズや脳トレで認知症予防！ まった
く新しい介護レクをご提案。

銀鳥産業（株）
脳トレ・玩具
定額制のアクテビティ用品レンタルサー
ビス。

（一社）国際箸学会
脳トレゲーム　機能訓練
お箸のゲームで楽しみながら指先の機
能回復・認知症予防。

鈴木楽器販売（株）
音楽療法楽器
音楽ウェルネスレクリエーション・誤嚥
予防・セロトニン活性化。

豊丸産業（株）
介護レク機器
楽しくトレーニング！（新）エアロビック・
トレパチ！ 登場！

（一社）日本アクティティブコミュニティ協会 /ＢＣＣ（株）
レクリエーション介護士
資格保有者3万5千人を突破！ 介護レク
を体系立てて学べる資格です。

（一社）日本介護美容セラピスト協会
高齢者美容・保険外サービス

「心と体の美容療法」ビューティタッチセ
ラピーが体験できます。

（株）マルアイ
介護レク素材の定期便・ぬりえ
企画や準備の手間を大幅に軽減！ どな
たでも簡単にレクが行えます。

ラヴィーナ（株）
レクリエーション商材・ネイル
安全なシニア向けネイル品、ネイルペン
をご紹介！ 美容レク商材です。

（株）アネビー
遊具・発達支援器具
遊具メーカーだからこそ！ 発達支援環
境を遊びの視点からご提案します。

（株）共栄ブレーン
相談・就労支援記録システム
日々の支援・作業記録から実績集計・各
種帳票作成まで一元管理！

（株）シニアライフクリエイト
フランチャイズ加盟募集
高齢者専門宅配弁当『宅配クック１２３』
について説明しています。

タイヘイ（株）
障がい者施設様向け食材配達
自社便による献立付食材・簡便調理済み
食材・介護食等のご提供！！！

（株）チヨダ
靴の訪問販売サービス
施設へ訪問し履き心地の良い靴選びを
お手伝いいたします。

（株）ネットアーツ
成長療育支援システム HUG
障がい児通所支援の運営・請求業務を
一元管理するシステムをご紹介。

（株）横山工房
療育机・療育椅子・療育用家具
家具で差別化を実現！ 療育に最適な家
具！ 開閉自在パーテーション。

（株）リクルート
障害福祉業界向け請求ソフト

【都内展示会初出展】障害福祉に特化し
たクラウド型請求・記録ソフト。

（株）LITALICO
記録請求ソフト・施設運営支援
介護から障害福祉まで、開業・業務効率
化・研修・施設広報をサポート。

（株）アーク
医療機器や搬送ロボの開発支援
商品のデザインから少量生産に至るま
で最適な開発をご提供いたします。

アールジービー（株）
音声システムと AI センサー

“Alexa”を活用し、音声で実現した業
務効率化システム！

（株）ヴォクセラ
AI 介護マネージメント
AI 画像解析による次世代介護ソリュー
ション V ケアのご紹介。

AMED ロボット介護機器開発等推進事業
ロボット介護機器 普及活動
ロボット介護機器の開発導入のお役立
ち情報を多数用意しております！

SMK（株）
スマート薬箱 ( 服薬支援器 )
服薬アラーム & 服薬記録が可能なクラ
ウド連携服薬支援器。

NOK（株）
排尿検知センサー
排尿検知センサーで自動記録や外漏れ
の困りごと解決に貢献します！

エバ・ジャパン（株）
ターゲットスペクトルカメラ
最先端のセンシング技術！( 血管可視
化、バイタル評価など )

（株）ケアコネクトジャパン
介護版電子カルテ
ICT/IoT 連携により付加価値 UP！ 記
録をツナいでイカす！

（株）Genics
口腔ケア・全自動歯ブラシ
ブラシをくわえるだけで簡易かつ確実に
自動で口腔ケアが可能！

ジャロックホールディングス（株）
配送・配膳・案内ロボット
愛らしい猫型、広告サイネージ付ロボッ
トで皆様を笑顔にします！

ジョージ・アンド・ショーン（株）
見守りシステム
離設を未然に防ぎ一括管理もできる「施
設360°」を発表致します。

（株）Sportip
AI 姿勢・歩行分析　リハケア

【筑波大発】AI 分析から訓練プラン自動
提示。加算申請への活用も。

Senxeed Robotics（株）
ロボット車椅子
国内初輸入！ 完全自動運転可能な最新
ロボット車椅子です。

SOMPO ケア（株）
介護データ統合・分析サービス
データで介護品質と業務効率化を支援
する「egaku」をご紹介。

TPR（株）
コミュニケーションロボット
会話のできる抱っこロボ！ 癒し＆バイタ
ル測定で日々のケアをサポート。

東電タウンプランニング（株）
カメラと AI で業務サポート
カンタン自動作成！ 施設ご利用者様の
動画付きお便り通信。

トリプル・ダブリュー・ジャパン（株）
排泄予測機器
世界初！ 排尿のタイミングを事前にお
知らせする介護ロボット。

パラマウントベッド（株）
見守り支援システム
眠り SCAN を活用した見守り支援シス
テムのデモを行います。

（株）ビーブリッド
介護ＤＸ・ＩＣＴの相談窓口
会場展示中製品を中心に専門家がニー
ズをヒアリングの上ご案内します。

ベストリハ（株）/ 稲畑産業（株）
業務効率化システム
新時代のデイサービス特化型システム！
介護施設運営会社が開発。

マッスル（株）
移乗支援機器　SASUKE
抱き上げ式移乗で負担を軽減、密にな
りすぎない優しい移乗を。

（株）メドレー
採用、オンライン研修
動画本数4,000本以上！ 介護の基礎～
応用まで学べる研修サービス。

ユカイ工学（株）
コミュニケーションロボット
かわいい見た目で、無線 LAN 不要、セ
ンサ連携など凄いロボットです。

（株）ReeBenCorporation
介護商材の中国貿易指南
中国特有のコミュニティーを活用した介
護ビジネス戦略サポートを提案。

（有）リビング CG
パノラマプロジェクター
心のケア、リハビリに最適。海外医療論
文では効果証明済みです。

（株）レクア
体感型歩行自立支援システム
体感型歩行自立支援システムアルブルと
周辺システムをご覧ください。

（株）アクシバース
勤務シフト自動作成ツール
AI がシフトを自動作成！ シフト作成業
務を90% 削減します。

（株）ウィズダム
ベッドコントロールシステム
紙やエクセルでのベッド管理（空床管
理）、終わりにしませんか？

ウェッジ（株）
インカム・トランシーバー
ご利用シーンやご予算にピッタリな、商
品を提案致します。

NDソフトウェア（株）
福祉のトータルソリューション
介護システム業界トップシェア！ 業務効
率 UP を実現の支援します。

（株）介護のトリセツ／（株）レイヴン
WEB 申込・連絡一本化ツール
連絡 / 報告一本化！ 申し込みは WEB
完結！ 電子契約でペーパーレス！

カイポケ（（株）エス・エム・エス）
介護ソフト（介護システム）
介護・福祉・医療に対応したクラウド型
介護ソフト・経営支援サービス。

（株）グッドツリー
クラウド型介護ソフト　ケア樹
待望のスマホ対応！ iPhone 記録アプ
リ登場。

（株）クラブネッツ／（有）ハートサービス
請求・連絡帖の DX サービス
郵送業務や封入業務の DX 化によりコ
ストダウンと効率化が可能です。

（株）クロスビット
シフト作成システム
AI がシフトを自動作成し、介護施設の
シフト作成負担を削減します。

（株）CareMaker
訪問スケジュール自動作成 AI

【特指示にも対応】1クリックでルートと
条件を考慮して自動作成。

シューペルブリアン（株）
介護ソフト／介護記録システム
介護ロボットと連 携する iPhone 用介
護記録システムをローンチ！

（株）情報処理システム研究所
介護システム・介護 DX 支援等
利用者家族への情報提供サービス他、
介護 DX の支援サービスを紹介！

Chatwork（株）
介護の課題に応えるチャット
0円で使用できる！ 介護業界の課題に
応えるチャットツール。

（株）TR データテクノロジー
営業・マーケティングツール
事業所の最新データ（月額費・新規開設・
入居率）で営業活動を効率化。

ドクターメイト（株）
医療相談・オンコール代行
ICT で医療相談！ 施設職員の身体的、
精神的負担軽減をサポート。

（株）日本コンピュータコンサルタント
介護事業者向けクラウドソフト

「介舟ファミリー」から介護事業者のテレ
ワーク支援をご提案します。

日本メディカル（株）
介護記録システム
画期的「かんたん入力」と外国人スタッフ
のための「14か国語対応」。

（株）ノアコンツェル
服薬支援システム
新機能搭載！ 実機にてご 案内いたし 
ます。

（株）ビーシステム
介護保険業務システム
介護保険業務ソフト「ファーストケア」で
業務改善をご提案！

（株）ヒューマニクス
介護システム・アプリ
スマホを使った介護計画書への電子同
意アプリ【インフォセント】！

船井総研ロジ（株）
AI 搭載ドライブレコーダー
事故発生率４８％減！ 事故の未然防止
が可能な AI ドラレコです。

freee（株）
労務業務効率化クラウドソフト
勤怠、給与計算・年末調整まで労務業
務を一気通貫で IT 化！

（株）ブルーオーシャンシステム
クラウド型記録管理システム
他社連携可能な記録管理システム【科学
的介護 LIFE 対応】。

（株）フルノシステムズ
Wi-Fi ソリューション
医療・介護現場をスマホ化＋ Wi-Fi 導入
で業務効率向上できます！

（株）南日本情報処理センター
介護トータルシステム
法人全体の介護業務（請求・記録・経営
資料）をオールインワンで提供。

（株）メディケアフォーライフ
服薬支援システム

『誤薬防止システム』は薬局を変えずに
導入できます！ 操作もシンプル。

（株）リード
勤務シフト作成・勤怠管理
福祉業界特化の人事労務管理システム
です！

（株）iSEED
ナースコール・見守りシステム
新世代ナースコール！ スマホ活用のパ
ルモスマートコールを展示します。

（株）アルコ・イーエックス
見守りシステム
介護の負担を6割以上も軽減する見守
りシステムです。

（株）インフィック・コミュニケーションズ
インカム・見守りシステムほか
介護事業者が自社開発のシステムと自
社採用のインカム！ 必見！

（株）ウィングシステムズ
見守りシステム・センサー
プライバシーを考慮した画像と排せつ物
の臭いをリアルタイムに確認。

エイアイビューライフ（株）
自立支援型介護見守りロボット
訪室回数を低減！ 感染症対策にオンラ
イン介護。

エコナビスタ/ グローリー/ 東京ガス
見守りシステム
在宅も施設も高齢者見守りならライフリ
ズムナビ。

Essence SmartCare Ltd.
見守りセンサー・システム
累計7500万台、欧米ではトップクラス
の販売実績。

エフ・アイ・ティー・パシフィック（株）
見守りシステム・ICT 機器
見守り機器・最新のマットレス殺菌装置
等の ICT 機器を出展します。

（株）ケアコム
見守りシステム
ナース コール・見 守 り・記 録 を スマ ホ 
1台で。

コニカミノルタ（株）
見守りシステム・業務支援
映像と伴走支援で実現する業務負担の
削減・ケア品質向上。

（株）サムライソード
リアルタイム見守りシステム
みんなで守る！ 車載にも対応したリア
ルタイム見守りシステム！

ジーコム（株）
ナースコール・見守りシステム
スマホでのコール応対や入居者の異常
通知など高次元ケアをサポート。

（株）Z-Works
見守りシステム
Wi-Fi を使わない安定した通信で「頑張
らない介護」を実現。

（株）JLabs
高齢者施設向けサービス
IoT& コミュニケーションを融合した新
サービスをご紹介します。

システムファイブ（株）
IoT 見守りシステム
＼見守り業務負担軽減／センサー・カメ
ラ連動型見守りシステム。

（株）ＺＩＰＣＡＲＥ
見守り介護ロボット
見守りコンシェルジュまもる～のが 在
宅・施設介護をサポートします。

（株）TAOS 研究所
見守りモニター
転倒防止と認知症介護に最適な対応が
できます。

タカノ（株）
見守りシステム・圧力センサ
寝姿勢を圧力分布表示し、姿勢判定・行
動予測を行う見守りシステム。

TAKEX 竹中エンジニアリング（株）
見守りセンサー
福祉機器と防犯機器をトータルに提案
いたします。

（株）ツカモトコーポレーション
介護用見守りセンサー
睡眠分析に特化した見守りセンサーと
新たなデバイス連携を提案します。

テクノホライゾン（株）
見守りシステム
離床、心拍 / 呼吸、睡眠の質を管理。
オプションでカメラも連動。

トーテックアメニティ（株）
見守りシステム・離床センサー
スタッフ様の負担軽減に！ 業界トップレ
ベルの検知精度と速度！

（株）トーマスドットコム
見守り AI カメラ
AI カメラによる起き上がり転倒検知シ
ステムを発表致します。

日本精密測器（株）
プライバシー配慮型見守り装置
プライバシーに配慮した簡単手軽で確
実な見守り装置をご提案します。

ノーリツプレシジョン（株）／N&F テクノサービス（株）
見守り・介護記録・インカム
施 設 様 の 様々な 悩 み 事 にトータルソ
リューション提案いたします。

（株）バイオシルバー
介護ロボット・離床センサー
見守り介護ロボット aams、各種離床セ
ンサーを取り揃えております。

（株）ハピネスコーポレーション
外出、転倒検知カメラ誕生！
Happiness 絆に、（外出）( 転倒）検知
カメラが誕生！

Vayyar Imaging Japan（同）
見守り用レーダーセンサー
カメラ無しで、プライバシーに配慮した
見守り用ミリ波センサー。

（株）日立システムズ
見守り・タブレット記録
介 護 施 設の課 題 解決 支 援とテクノロ
ジーを活用した業務効率化。

（株）ForeAider
見守りセンサー
普段のベッドが最新の見守り環境に。日
本向け UI を公開します。

（株）フューチャーインク
見守りセンサー
高機能ベッドセンサ（体動 + 離床 + 体
位判定機能）最新モデルを展示！

フランスベッド（株）
見守りセンサー
高精度センサー搭載モデルの発表を行
います。

（株）平和テクノシステム
見守りナースコールシステム
ナースコールが24時間365日、施設ま
るごと見守り・集中管理。

（株）マクニカ
見守りシステム
バイタル測定はもちろん、素早い離床検
知で転倒リスクを軽減できます。

名電通（株）
ナースコール
電話設備一体型の見守り・インカム・介
護記録連携ナースコール。

（株）ライフセンサー
見守り・転倒検知システム
準ミリ波センサーに人感センサー追加
で検知性能が向上。

インターリハ（株）
リハビリテーション機器
認知トレーニングエルゴメーター「コグ
ニバイク」新モデル展示します。

（株）ウェルファン
生活支援
手軽・簡単・コンパクト、省スペースで活
用できるリハビリ機器。

H&W サポート（株）
認知症予防改善・機能訓練
認知症予防改善トレーニングができる
DX を活用した機能訓練マシン。

（株）エクシング
機能訓練・レクリエーション
新サービスの健康王国 DX をご体験い
ただけます。

江崎器械（株）
リハビリ機器
世界唯一の電動アシスト搭載リハビリマ
シン！

香川シームレス（株）
健康寿命延伸ひざサポーター
歩行時着用で歩幅、速度が向上する高
齢者用「膝サポーター」を展示。

（株）サロンオールディーズ
リハビリ機器
データが見える化できる最新鋭のトレー
ニングマシン！

（株）テクノブレイン
スペースワンダー
運動機能訓練に最適！ ゴム吊り下げ式
運動ツールです。

（株）トータルブレインケア
脳体力トレーナーCogEvo
認知機能のチェックとトレーニングがで
きるクラウドシステム。

日東工器（株）
家庭用エアマッサージ器
快適なマッサージが行えるエアマッサー
ジ器です。

（株）フロンティア75
認知症予防改善機能性表示食品
認知症予防改善が認められた機能性表
示食品です。

（株）ホーマーイオン研究所
リハビリ機器・運動機器

【立つ・歩く・座る】に必要な下肢の筋肉
を鍛える。

ポラール ジャパン（株）
心拍センサー・時計型心拍計
高精度な心拍計測ウェアラブルデバイス
で身体の状態を見える化。

ラクラク歩行（ウォーク）／加藤貿易（株）
ラクラク歩行（ウォーク）
アクティブシニア用着圧ソックス。

（株）リビングロボット
見守り用ロボット
健康ライフを楽しくサポート、手のひら
サイズの多機能ロボットです。

（株）あいらいふ
老人ホーム・シニア住宅の紹介
シニアライフのお手伝いから初めての施
設探しまでトータルサポート。

クオール（株）
服薬支援システム
誤薬防止の三点照合システムのデモを
行います。施設の方におススメ。

（株）クラウドケア
介護保険外の自費訪問介護
24時間365日、最短1時間前にネット
で簡単に介護を頼めます！

象印マホービン（株）
安否確認・みまもり・ポット
離れて暮らすご家族に、ポットが毎日安
心をお届けします。

出展社名
商品ジャンル
出展商品の特長 など

介護システム東京

CareCITY
超高齢社会のまちづくり展

HOME Care
在宅医療総合展

ヘルスケアJAPAN
介護予防総合展

見守りシステム東京

会場へのアクセス
JR山手線JR山手線

首都高速首都高速11号台場線11号台場線

りんかい線 約14分

りんかい線 約5分

ゆりかもめ 約22分

ゆりかもめ 約8分

JR山手線JR山手線

JR湘南新宿ラインJR湘南新宿ライン

JR京浜東北線JR京浜東北線

JR埼京線JR埼京線

都営浅草線都営浅草線

東京メトロ有楽町線東京メトロ有楽町線

東京メトロ銀座線東京メトロ銀座線

JR京葉線JR京葉線

東京メトロ有楽町線東京メトロ有楽町線

り
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線

都心方面から 台場出入口

約5分
首都高速首都高速湾岸線湾岸線

首都高速首都高速10号晴海線10号晴海線

臨海副都心出入口

豊洲出入口

横浜・羽田
方面から

約5分
首都高速首都高速湾岸線湾岸線
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有明出入口

豊洲出入口

千葉・葛西
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出展社の商品情報を1冊にまとめたガイドブックを無料でお届け。来場前に
出展商品をチェックできるので、会期当日、効率よく会場をご覧になれます。

特典特典11 出展商品ガイドブックを
会期前にお届けします

来場事前登録で３つの

本業界の第一線でご活躍されている講師陣を迎えて開催される
専門セミナーを、全て無料で受講いただけます。

専門セミナーを無料で受講できます
Webでの事前申込みが必要です

特典特典22

出展社ブースへの
来場予約（訪問日時の予約）が取れます特典特典33

出展社ブースへ訪問する日時をあらかじめ予約することができます。来場予約
いただくと、会期当日、ブースで待つことなくスムーズに商談ができます。

展示会への入場方法

本展に関するお問合せ先：東京ケアウィーク事務局／ブティックス（株）
〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル17階（総合受付：11階） TEL：03-6303-9801

http://caretex.jp来場事前登録は

約5分

特典特典

※会場内でのカメラ ･ ビデオなどによる撮影は固くお断りします。
※ 事務局にて撮影する会場風景の写真・動画を、印刷物やビデオに掲載する場合 

があります。あらかじめご了承ください。
※ 展示会開催会社の方・出展社へのセールス・勧誘を目的とした方の入場は固く 

お断りします。

来場事前登録受付証 もしくは 本招待券（お一人につき１枚必要）
どちらもない場合、入場料 5,000 円が必要です。

① 公式ホームページ（以下に記載）もしくは  
右の二次元コードにアクセスし、  
来場事前登録をお済ませください。

② 来場者専用 Webにて  
来場事前登録受付証 を印刷の上、 
名刺２枚 と共に受付にご提出ください。

① 本招待券   名刺２枚 をお持ちください。
② 会場で配布する 入場登録用紙  に記入し、  

上記と共に受付にご提出ください。

《 来場事前登録をWebで行う場合 》

《 招待券をお持ちいただく場合 》

凡 

例

当日の入場が
スムーズに！




