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住まい×介護×医療展
住まい×介護×医療展2020in関西

申込日　　2020年 　　月 　　日
早期申込締切日　2020年 3 月31日
一次申込締切日　2020年 6 月30日
最終申込締切日　2020年 8 月31日

FAX.03-3543-6853
mail : info@koureisha-jutaku.com 第11回

〔旧高齢者住宅フェア〕

₁₁月₁₉日㊍・₂₀日㊎

出
案

展
内

インテックス大阪
2020年

イノベーションで拓く介護のミライ

2020in

関西

出展品目
（特別招待券や案内パンフレットなどに記載されます）

出展ゾーン

ご希望の出展イベントを1つ選び□✓をつけて下さい。※2ページ参照

□高齢者住宅フェア　　□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
□介護新ビジネス展　　□在宅医療と認知症予防展　　□人材マネジメント展

□コンパクトブース

出展小間数 □3m×3mブース ［　　　］小間 コンパクトブース □2m×2m［　　　］小間

配布用リーフレット
希望枚数（無料）

（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　□200枚　□300枚　□500枚　□　　　　枚

出
展
規
約

□高齢者住宅フェア
□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
□介護新ビジネス展
□在宅医療と認知症予防展
□人材マネジメント展

賃貸住宅フェア2020in大阪
リフォーム産業フェア2020in大阪

同時
開催 

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、所定のキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
（キャンセル料は会期 30 日前以前で出展料の 100％、40 日前以前で同 80％、50 日前以前で同 50％）
2. 出展内容が当イベントの開催趣旨にそ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.イベント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」の内容にそっていただきます。
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。

広告セットプラン・販促企画申込書（□✓をしてください）
□高齢者住宅新聞広告掲載希望　　□出展者セミナー［30分：5万円（税別）］

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。

27万円（税別）通常ブース（縦3m×横3m）
₂₀₂₀年₃月末までの早期申込
で定価30万円（税別）のところ
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来場対象

開催概要

■高齢者施設事業者
　 介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有

料老人ホーム、グループホーム、特別養護老人ホーム（特養）、
介護老人保健施設（老健）、介護医療院（旧介護療養型医療
施設）、ケアハウス、養護老人ホーム

■サービス付き高齢者向け住宅事業者
■ 訪問サービス
　 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
■ デイサービス、デイケア 
■ ショートステイ

■ 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護　など
■ 在宅介護サービス
　 訪問介護・看護、デイサービス、福祉用具販売・レンタ

ル　など
■ ケアマネジャー
■ ヘルパー
■ 介護機器メーカー
■ 介護コンサルタント　など

■ 病院／■ 在宅関係者支援診療所　などの医師／■ 事務長
■ 看護師／■ 薬剤師／■ 歯科医／■ 薬局経営者
■ ソーシャルワーカー／■ 医療機器メーカー　など

多職種連携をテーマに、イベントの応援団となってくれる介護・医療関連団体・ネットワークが参加します。

住まい×介護×医療展2020in関西の特徴

住まい×介護
×医療展内の

イベント

同時開催
イベント

高齢者施設向けの設備・サービスが一堂に集まる専門展です。
2019年度は「チャレンジする介護マーケット」をテーマに開催。“混迷”“迷走”“悪戦苦闘”を脱却するヒントを提
起します。多数の展示とセミナー・座談会を企画しており、「週刊高齢者住宅新聞」を通じた「出展しやすい」「来場
しやすい」環境作りで、商品のメーカー・取扱企業に、絶好の商談の機会を提供致します。

介護関連

医療関連

その他

不動産・建設関連
■デベロッパー／■不動産・管理会社／■建設会社
■設計会社／■土地所有者／■設備・建材メーカー
■リフォーム会社　など

■ 金融関係／■ 人材サービス／■ 給食・配食サービス／■ 厨房機器メーカー／■ 老人ホーム紹介センター
■ システム・IT関連／■ 自治体／■ 業界団体　など

●会　　期　2020年11月19日（木）・20日（金）
●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
　　　　　　※セミナーは予約不要・当日先着順

●会　　場　インテックス大阪
●出展予定　社数・小間数 50社・70小間
●来場予定者数（登録券ベース）　2,000人

（賃貸住宅フェア6,000人、リフォーム産業フェア4,000人　3社合計12,000人）
●主　　催　高齢者住宅新聞社

来場者内訳

関東
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関西
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関連

設備・建材・
システム・
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2019 in 関西 来場者数（カウンターによる実数）
（賃貸住宅フェア、リフォーム産業フェア、住まい×介護×医療展　3社合計）

9月5日（木）　4,370名
（うち「住まい×介護×医療展」580名）

9月6日（金）　4,140名
（うち「住まい×介護×医療展」655名）

総来場者数　計8,510名
（うち「住まい×介護×医療展」1,235名）

2019 in 東京 来場者数（登録券ベース）
7月23日（火）2,676名 　 7月24日（水）3,311名

総来場者数　計5,987名

「高齢者住宅フェア」
―高齢者住宅の運営を支える―

高齢者施設から在宅介護事業者まで、運営をサ
ポートする商品・システムが一堂に会します。

運営支援／施設運営サポート　高齢者サポートシステム　介護 FC　開業支援　紹介センター
レクリエーション

差別化サービス／美容　ファッション　セラピー　学習　旅行
建設・不動産／建設会社　不動産・管理会社　ハウスメーカー　設計会社
経営支援／経営コンサル　リスクマネジメント　保険　少額短期保険

省エネ・コスト削減（太陽光発電 LED照明　センサー式照明　節水器）

「介護テック・介護用具・設備展」
―もっと便利に福祉用具・介護設備―

システム関連／介護保険システム　業務支援システム　商圏分析システム
見守り／ナースコール　マットセンサー　徘徊防止センサー　カメラ
生産性向上／ロボット　AI　IoT　VR
睡眠センサー
福祉用具・介護用品／ 消臭・除菌商品　衛生商材 感染予防・クリーン用品（空気清浄機　除菌・衛生用品

　洗濯乾燥機）　衣類・靴・生活支援用品（衣類　靴　サポーター　補聴器　自助具）
歩行補助用品／車椅子　電動車椅子　歩行器　杖　シルバーカー
ベッド用品／ベッド　マットレス　シーツ　寝具　床ずれ予防　体位変換機
入浴用品／シャワーチェア　浴槽台　手すり　滑り止め用品　入浴剤　洗剤
排泄関連／ポータブルトイレ　便座　消臭剤　おむつ　失禁パンツ
水回り商品／浴槽　洗面　トイレ　入浴関連商品　移乗補助　福祉車両　厨房機器
内装・外装／壁材　床材　室内ドア　エクステリア　家具／テーブル　椅子　カーテン
防災・危機管理／火災報知器　消火設備　地震対策用品　空調システム　AED

最新テクノロジーを駆使した様々な介護設
備・介護用具を紹介します。利用者へのサー
ビス向上とともにスタッフの負担軽減にも
効果を発揮。
最先端技術（VR、AI、IoT、ロボットなど）
で介護現場の改革を図る展示会です。

「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―
ニーズの増大にあわせて、新規参入が相次いでいる介護業界。
新たな取り組みを紹介します。

健診事業　保険外サービス　メンタルヘルス　教育　葬儀
出張サービス／訪問理美容　訪問マッサージ　講座　教室
生活援助・活動援助／食事　洗濯　清掃　配食　家事代行
移送　電気交換　ペットの世話　移動販売

「介護予防フェア」―予防で健康寿命延伸―
要介護状態にならないように総合的に支援する「介護予防」「日常生活支援」を提案していきます。

リハビリ機器　認知症予防　口腔ケア　教材　フィットネス　体操　ロコモ対策

「栄養サポートフェア」―栄養から健康を考える― 配食　給食　介護食　治療食　食材・卸　食器
栄養補助食品　健康食品　口腔ケア　など「栄養」「食事」をテーマにサポート商品・サービスを紹介します。

「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― 人材採用　人材派遣　人材紹介　外国人材紹介
人材育成／研修　出版　教材
メンタルヘルスケア／労務管理スタッフの採用・教育・定着への商材・サービスのほか、2017年11月に

スタートした介護技能実習制度についても紹介していきます。

「在宅医療と認知症予防展」―看取り・認知症社会を考える― 訪問診療　訪問歯科　調剤薬局　ドラッグストア　製薬会社
訪問マッサージ　認知症予防機器・用品　訪問服薬在宅ケアの現状と問題点解決への提案のほか、認知症予防の未来を探ります。

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
回収枚数でのカウントに変更致しました。

登録券方式
を採用

出展対象

「賃貸住宅フェア2020in大阪」主催：株式会社全国賃貸住宅新聞社
　賃貸住宅経営者・管理会社向けのイベント。アパート・マンション用各種機器や、賃貸住宅管理効率化のための各種
システム、相続・税務関連、遊休地活用など様 な々商品・サービスが一堂に。

「リフォーム産業フェア2020㏌大阪」主催：株式会社リフォーム産業新聞社
　リフォーム事業者・工務店・設計会社・建材メーカーなど向けの総合展示会。キッチン・フローリングなどの各種住設機
器のほか、建物調査診断・施工管理アプリなど、最新アイテムを紹介。

介護・医療の交流ひろば 応援隊フェスタ
介護・医療セミナー 業界に影響力のある政治家、官僚、大手事業者が登壇

「住まい×介護×医療展」前回実績

「住まい×介護×医療展」
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フジモトゆめグループ 社会福祉法人隆生福祉会 藤本加代子理事長

高齢者施設でのロボット活用
〜介護は「3K職場」からプラス思考の「5K」「7K」へ〜

ジャーナリスト 浅川澄一氏

ＡＣＰ（人生会議）とリビングウィルは
どう違うのか？

日本クレアス税理士法人 大藪直史氏

もっと知っておきたい
「特定処遇改善加算」

◎NPO法人あい・ライフサポートシステムズ（第三者評価機関・エンディングノート）◎青山メディカルグループ※エタンセル／ Japan Vietnam 
MCHR Consultant ／関西医療介護協同組合（介護現場の人材確保・育成／介護記録アプリ）◎アカリエヘルスケアカンパニー（「採用支援」HRモ
ンスター）◎アクセスHR（外国人人材〔フィリピン人〕紹介）◎アルシステム（空気清浄機・床暖房・自動消火設備）◎eWell（訪問看護支援サー
ビス「iBow」）◎一般社団法人移心の風（介護タクシー）◎エス・エム・エス／カイポケ（介護業務支援ソフト「カイポケ」）◎edustyle（医療用ウィッ
グ）◎司法書士法人おおさか法務事務所（認知症サポート・成年後見）◎大塚商会（ICT、IoT、センサー、ロボット）◎ONODERA GROUP（介
護外国人人財紹介、給食事業）◎介護サプリ（ケア記録アプリ、持ち物チェックアプリ）◎介護ナビおおさか（介護情報サイト・助成金対応型社員
研修）◎介護のキャンパス／ヒューマンライフ（介護人材育成・研修）◎川商（高齢者向け住宅運営など介護事業）◎ぎんのコンシェルジュ（高齢
者の生きがい創出プロジェクト「ぎんのコンシェルジュ」）◎医療法人光誠会（在宅医療）◎コルぺエコー（介護用入浴剤「身心休の湯」）◎三幸福
祉カレッジ（介護の資格取得・人材教育・研修）◎一般社団法人幸せ介護創造ファクトリー（「持ち上げない介護」など介護研修プログラム）◎ジェ
イテクト（自立推進歩行器）◎シャープナリカワ（車いす用立ちあがり補助装置）◎DASUケア LAB（排泄ケア支援）◎つえ屋（杖・ステッキ）◎
TRデータテクノロジー／日本統計センター（福祉施設・高齢者住宅データベース）◎とーたるさぽーと（高齢者住宅入居相談）◎医療法人社団日
翔会 摂食介護支援プロジェクト（摂食介護支援プロジェクト）◎日本クレアス税理士法人（福祉・介護事業に特化した税理士法人）◎日本トリム（電
解水素水整水器・高濃度電解水素水サーバー）◎日本老人ホーム紹介センター（高齢者住宅入居相談）◎プロパティ・ケア（洗わない入浴「マイク
ロバブルトルネード」「ミラブル」）◎ヘルシーオフィスフー（栄養・食事コンサルティング）◎ヘルプズ・アンド・カンパニー（実地指導対策コン
サルティング）◎まこと法律事務所（終活トータルサービス）◎ Mother（施設と利用者のマッチングシステム「みっけあ」、介護専門営業代行サー
ビス）◎三嶋商事（介護食・治療食）◎南大阪リビング（床ずれマット・車椅子用クッション）◎Myanmar Unity（ミャンマー人技能実習生）◎
メディカル朋（中国人医療人材紹介）◎ユアブライト（外国人人材紹介サービス）◎よろずやサンズ（イベント・集客サービス）◎ライフサポート
／ダイバーシティ事業協同組合 & ベトナム VNJ（外国人機能実習）◎Rehab For JAPAN（リハプラン〈個別機能訓練加算支援ツール〉）

住まい×介護×医療展2019in関西 開催データ 住まい×介護×医療展2019in東京 開催データ

ナッセ 瀬下裕美経営戦略室室長

介護事業者勝ち組戦略
〜特定処遇改善加算・特定事業所加算取得ノウハウ公開〜

ユアブライト 山下美和社長

業態別！ニーズ別！正しい介護外国人チーム
づくりの導入方法

医療法人慶春会いたみホームクリニック
山田浩史院長

在宅医療における排尿ケア

ヘルプズ・アンド・カンパニー 西村栄一代表

厚労省ガイドラインで実地指導はどう変わった
のか、介護事業者は何をすればいいのか

医療法人桜希会 谷口卓史介護事業統括兼理事

ミャンマー人11人を受入れて
〜技能実習生活用に際して事業所がなすべきこと、
見えてきた問題点〜

エス・エム・エス 介護経営支援事業部 古谷和之氏

管理者に任せるために知っておきたい、
営業活動の基礎

eWell 北村亜沙子常務

あなたのステーションは大丈夫？
〜訪問看護経営の3つの落とし穴〜

次世代アシスト「チャットボット（自動応答システム）」
を活用した採用プラットフォーム
〜人材不足を低コスト・低負担で一気に解決〜
アカリエヘルスケアカンパニー 高槗健一社長ネオリンクス 中野健一郎社長

介護甲子園優勝事業所が語る
「職員のやる気を引き出す、いい社風のつくり方」

介護・医療セミナー一覧

介護・医療セミナー　全80講座

企業出展ブース（カッコ内は出展内容）

●アイオン［軽くて丈夫なカーボン素材　GPS 機能付き杖］
●アイカ工業［介護施設向け建材］●青木光悦堂［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（アイボウ）」］●インターネット・
イノベーション［顔認証カメラによる徘徊者早期発見補助シ
ステム「KOKORO」、みんなで探そう地図アプリ］●医療
法人笑顔会 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］● edu.style［おしゃれ医療用ウィッグ］
● 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・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］●エレクター［洗浄水、除菌水
生成器「ウォシュビィ」］●カレア［介護人財紹介 , 介護予防
事業コンサルティング］●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］●湖山医療福祉グループ［湖山医療福祉グループ
の高齢者施設］●産経新聞社［高齢者住まいアドバイザー
検定他］●ジェイアンドシー（髪や）［訪問理美容サー
ビス］●シニアホーム相談センター［老人ホーム紹介セ
ンター］●（独）住宅金融支援機構［サービス付き高齢者
向け賃貸住宅の建設資金融資］●伸こう会グループ［コ
ンサルティングほか］●第一興商［カラオケ機器］●大和
ハウス工業［郊外住宅地におけるまちづくり］●ディスカ
バリーモノー［質屋が行う生前・遺品整理］●医療法人
徳真会グループ［歯科訪問診療］●トップメゾン［輸入
建材を使ったデザイン性に優れた医療・介護施設の設計・施工・
コンサルティング／サ高住「シニアカーサ」］●日刊スポー
ツ新聞社［ボッチャ］●日台介護産業交流サミット 
2019 実行委員会事務局／インターリハ／日本介
護総研／日本ヒューマンサポート［日台介護産業交流
サミット 2019( 台日長照產業高峰會 ) ／認知トレーニングエ
ルゴメーター／新電力・コスト削減サポート／化粧品・サプリ］
●日本老人ホーム紹介センター［日本老人ホーム紹介
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［福利厚生用管理医療
器具］●福島工業［とろみサーバー、適温配膳車］●香
港貿易発展局［香港で開催する国際展示会のご案内］●
三井ホーム［木造建築］●ミライプロジェクト［訪問美
容サービス］●ユーエス計画研究所［医療・介護施設の

セラピー］●一般社団法人日本介護旅行サポーター
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・フットケア機器の体感スペース］
●介護付旅行サービス 夢たび［介護旅行］●ルネサ
ンス［リハビリ特化型デイサービス］●ワイズ 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」］

●コンフォートアライアンス［羽毛布団］●日東工器
［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］●フィリッ
プモリスジャパン［加熱式たばこ（火災のリスクが低減す
る可能性のある製品）］

●エムスリーナースサポート / 医療法人社団平郁
会［訪問看護・在宅ホスピス］●コアフロント［オーラル
セブン・口腔内保湿ジェル、マウスウォッシュ］●医療法人
社団高輪会グループ、デンタルクルーズ［訪問歯科
診療］●テン十字接骨鍼灸院グループ［訪問マッサージ］
●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、姿勢矯正と体幹能力アッ
プ］●みよの台薬局グループ［調剤薬局、在宅医療］
● Libra［介護施設の誤薬防止に有効な薬剤管理システム

「ラーテル」］●医療法人元気会 わかさクリニック［総
合クリニック、訪問診療、地域コミュニティ創出］

●アカリエヘルスケアカンパニー［「採用支援」HRモ
ンスター］●天晴れ介護サービス総合教育研究所［実
地指導完全対応！法令遵守チェックリスト & 帳票パッケージ / 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［人材サービス］●健康経営推進産業医
会［オンライン産業医～メンタル・休職離職・感染症の予防
対策～］●ジャムシステム［外国人向け日本語 Text. 介護
プラス］●湘南介護人材協同組合［介護技能実習生］
● 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］●ニッソーネッ
ト 福祉の教室「ほっと倶楽部」［＜人材・教育＞働きや
すい職場づくり］●パワーリンク協同組合［外国人材］
●マネージリテラシー［介護求人コンサルティング］●
ユアブライト［外国人人材紹介サービス］●ライフケア
医療介護事業協同組合［外国人材（介護技能実習生）］

開業コンサルティング・建築設計］●ラカリテ［高齢者施設
の設計］●ロル［写真を活用した自分史作成］

●インフォコム［ショートステイ予約管理、見守り、介護転
職サイト等］●エコナビスタ［ライフリズムナビ＋Dr.］●
エス・エム・エス / カイポケ［保険請求だけではなく、
経営全般をサポートする介護ソフト「カイポケ」］●エヌウィッ
ク［自動排泄処理装置「マインレット爽」］●エフ・アイ・
ティー・パシフィック［介護業務効率化システム「モノミル・
ケア」］●大塚商会 / メディケア IT 研究会［ICT、
IoT、センサー、ロボット］● CaiTech（カイテク）［バー
チャル施設見学・介護求人サイト Caitas（カイタス）］●カ
ナミックネットワーク［カナミッククラウドサービス］●ジー
コム［無線式ケアコールシステム「ココヘルパ」シリーズ］
● Z-Works［見守りセンサーシステム］●TRデータテ
クノロジー／日本統計センター［福祉施設・高齢者住
宅データベース］●三菱商事［けあピアノート］●やさし
い手［いまどこちゃん、H2 システム］● Rehab for 
JAPAN［リハプラン「個別機能訓練加算支援ツール」］●
早稲田エルダリーヘルス事業団［歩行解析デバイス 
AYUMI EYE］

●おぎそ［強化磁器食器］●クックデリ［介護施設向け
食事提供トータルサービス］●クリニコ［栄養補助食品・と
ろみ剤］●サンコー食品［高齢者施設への献立付食材、
湯煎食材の自社便配達と食堂の運営管理］● SOMPO ケ
アフーズ［高齢者施設向け調理済冷凍食品「デリパック」］
●大京食品 / マルハニチロ / 日東ベスト / 三島食
品 / 堂本食品［キッチンの人手不足へのソリューションを提
供する総合食品問屋］●太陽化学［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］●フィブロ製薬［特定保健用食品「ゼリー
ジュース イサゴール」］●フジ産業 / フーヅリンク /
AIHO［完全調理済食材「クックパック」のご案内］●名阪
食品［介護食・やわらか食］

●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！」、「元気はつらつ ト
レパチ！テーブル」］●ヤマハ音楽振興会［ヤマハの音楽
体操プログラム「まちかどエクササイズ」］

●ダスキンライフケア［介護保険外サービス「ダスキン
ライフケア」］●東都葬祭［家族で送るお葬式］●一般社
団法人日本介護美容セラピスト協会［ビューティタッチ

［住まい×介護×医療展 ２０１9 in 東京］

出展企業一覧

医療法人誠仁会 りょうき歯科クリニック 領木誠一理事長

利用者のADL・QOL向上に役立つ
口腔ケアのあり方

とーたるさぽーと 岡田伸也社長
高齢者住宅新聞社 西岡一紀編集長

なぜ、あなたの高齢者住宅の空室は埋まらないのか
〜入居相談事業者とマスコミが語るホンネ〜

トークセッション

「高齢者住宅フェア２０１9（第１4回）」
―高齢者住宅の運営を支える―

「介護テック」
―ICT・IoT・AI・ロボティクスで変わる介護―

「栄養サポートフェア」
―栄養から健康を考える―

「介護予防フェア」
―予防で健康寿命延伸―

「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―

「在宅医療と認知症予防展」
―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―

「介護用具・設備展」
―もっと便利に福祉用具・介護設備―

産経新聞「100歳時代プロジェクト」

高齢者住宅新聞社
網谷敏数社長

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

100歳時代の介護を考える〜『未来の年表』をテーマに〜

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〜

介護業界で求められる人材の育て方

コーディネーター

コーディネーター
湖山医療福祉グループ
湖山泰成代表

パネラー

パネラー

「介護センサーサミット」

経済産業省 ヘルスケア産業課 廣兼佑亮課長補佐

エイジングイノベーション
〜最新テクノロジーが実現する介護産業の未来〜

大塚商会 本部SI統括部業務特化支援グループ 豊田雅章部長

介護事業者における介護センサー・
見守りシステム導入をめぐる課題

最新テクノロジー導入のポイント
〜AI、IoT、ロボットが実現する介護サービス〜

業務効率向上に役立つシステム導入
〜労働生産性向上に向けた取組み〜

シンポジウム

共催：大塚商会
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入場・聴講無料

※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。

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

1小間
2灯
1灯
1個
1台
1脚
1個

パッケージ（1小間／9㎡）　

主催高齢者住宅新聞社住まい×介護×医療展 2020 in  関西
展示ブース・小間形状

■スケジュール

■広告セットプラン

■販促企画通常ブース／装飾プラン例・追加料金目安

出展のご案内

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。

出展規格

間口3m×
奥行き3mブース

立体パース

出展料金

平面図
背面側

背面壁 側
面
側

側
面
側

正面

3m

3m

2700
3m

側面壁
3m

300,000円
1小間

税別

出展料金

170,000円
1小間

税別

合計５３,０００円 税別

通常ブース
11/19木・
11/20金11/18水

最
終
申
込
締
切

早
期
申
込
締
切

一次
申
込
締
切

2020年3月末までの
早期申込で27万円（税別）

搬
入
日

開
催
当
日

高齢者住宅新聞

※イベント当日の配布号は
　2020年11月11日号予定

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

出展者による
経営課題解決セミナー
及び実演

出展者セミナー

50,０００円

1枠　30分

縦
37.3cm

横24cm

縦
39cm

横24cm

全面広告

特別
価格83万円

（定価118.5万円）
カラー／

特別
価格55万円
（定価79.2万円）

モノクロ／

横24cm

縦
10.2cm
縦
10.2cm 全3段広告全3段広告

特別
価格25.5万円
（定価32.4万円）

カラー／

特別
価格17万円
（定価21.6万円）

モノクロ／

縦
10.2cm
縦
10.2cm

横12cm

半3段広告半3段広告

特別
価格13.5万円
（定価16.2万円）

カラー／

特別
価格9万円

（定価10.8万円）
モノクロ／

横24cm

縦
17cm

縦
17cm

全5段広告全5段広告

特別
価格40.5万円
（定価54万円）

カラー／

特別
価格27万円
（定価36万円）

モノクロ／

6/30火 8/31月

※価格は消費税別

税
別

ご参加のほど

お待ちしております

コンパクトブース  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

間口2m×奥行き2mブース 立体パース
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東京本社　TEL.03-3543-6852  FAX.03-3543-6853
https://www.koureisha-jutaku.com

東京本社／東京都中央区銀座8-12-15 TEL.03-3543-6852  FAX.03-3543-6853 ㈱高齢者住宅新聞社㈱高齢者住宅新聞社 主催主催

出
展
担
当
者

この出展者名は展示会広告、WEBサイト、ガイドブック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

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　署

役　職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

所在地　
〒　　　　－

TEL　　　　　　　　　　　　　　FAX 携帯電話番号　　　　　　　　　　　

URL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Mail

※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　　　　　　　　　　　　　部　署　　　　　　　　　　　氏　名

所在地　
〒　　　　－

TEL　　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　　　Mail

住まい×介護×医療展
住まい×介護×医療展2020in関西

申込日　　2020年 　　月 　　日
早期申込締切日　2020年 3 月31日
一次申込締切日　2020年 6 月30日
最終申込締切日　2020年 8 月31日

FAX.03-3543-6853
mail : info@koureisha-jutaku.com 第11回

〔旧高齢者住宅フェア〕

₁₁月₁₉日㊍・₂₀日㊎

出
案

展
内

インテックス大阪
2020年

イノベーションで拓く介護のミライ

2020in

関西

出展品目
（特別招待券や案内パンフレットなどに記載されます）

出展ゾーン

ご希望の出展イベントを1つ選び□✓をつけて下さい。※2ページ参照

□高齢者住宅フェア　　□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
□介護新ビジネス展　　□在宅医療と認知症予防展　　□人材マネジメント展

□コンパクトブース

出展小間数 □3m×3mブース ［　　　］小間 コンパクトブース □2m×2m［　　　］小間

配布用リーフレット
希望枚数（無料）

（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　□200枚　□300枚　□500枚　□　　　　枚

出
展
規
約

□高齢者住宅フェア
□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
□介護新ビジネス展
□在宅医療と認知症予防展
□人材マネジメント展

賃貸住宅フェア2020in大阪
リフォーム産業フェア2020in大阪

同時
開催 

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、所定のキャンセル料が発生しますのでご注意ください。
（キャンセル料は会期 30 日前以前で出展料の 100％、40 日前以前で同 80％、50 日前以前で同 50％）
2. 出展内容が当イベントの開催趣旨にそ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.イベント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」の内容にそっていただきます。
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。

広告セットプラン・販促企画申込書（□✓をしてください）
□高齢者住宅新聞広告掲載希望　　□出展者セミナー［30分：5万円（税別）］

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。

27万円（税別）通常ブース（縦3m×横3m）
₂₀₂₀年₃月末までの早期申込
で定価30万円（税別）のところ


