
本招待券を印刷して会場にお持ちください

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

本展に関するお問合せ先：CareTEX 名古屋事務局/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://nagoya.caretex.jp公式HP

《 本招待券でご入場の場合 》
• 招待券（本用紙）  名刺２枚  をお持ちください。
• 受付で配布する 入場登録用紙  のアンケートに回答し、
  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 》
• 以下に記載のURLもしくは右の二次元コード
  より、 公式サイトにアクセスし、
  来場事前登録をお済ませください。
　※��登録後、来場者専用Webにて「来場事前登録受付証」の� �

印刷が可能になります。

• 来場事前登録受付証  名刺２枚  を受付にご提出ください。

当日の入場が
スムーズに！

・本券１枚で1名様入場可。　・本ご入場券に、名刺2枚を添えて、受付で配布する入場登録用紙の
アンケートに回答の上、展示会場受付にご提出ください。
※一般ユーザー・学生・18歳未満（乳幼児含む）の方、展示会開催会社の方の入場はできません。
※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。
※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。 「招待券」または「来場事前登録受付証」をお持ちでない場合、入場料5,000円が必要です

特別招待券

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

CareTEX名古屋 事務局（ブティックス株式会社）は、名古屋市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://nagoya.caretex.jp　

会場へのアクセス

展示会への入場登録方法

※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。　

名古屋 介護用品展
名古屋 介護施設産業展
名古屋 介護施設ソリューション展

第
４
回

出展商品・サービス 出展社・出展商品一覧はホームページに掲載

名古屋 介護用品展

名古屋 介護施設ソリューション展

ケアフード名古屋

名古屋 介護施設産業展

介護システム名古屋 見守りシステム名古屋

●配食　●給食　●介護食　●治療食　●行事食　●厨房機器　
●非常食　●食器  など

●介護記録　●介護保険請求
●勤怠管理・シフト作成
●多職種連携システム
●服薬管理システム
●送迎支援システム  など

●見守りシステム
●見守りロボット　●ナースコール
●見守りカメラ・防犯カメラ
●離床センサー
●バイタルセンサー  など

■設備･備品
●介護浴槽  ●入浴装置　●リフト・移動補助用具
●家具・インテリア　●足湯・マッサージ器　など

■介護用品
●排泄用品　●入浴用品　●生活支援用品　●介護ロボット  など

■介護予防･リハビリ
●リハビリ用品　●リハビリ機器　●筋力トレーニング　●EMS  など

■感染予防･クリーン用品
●除菌・脱臭関連用品　●衛生用品　など

■ソリューション
●スタッフ採用・教育　●外国人人材
●省エネ・省力化設備・サービス　●防災・BCP対策
●経営支援・売上げアップ　●レクリエーション  など

来場対象者 以下の社長・理事長・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、
管理栄養士・言語聴覚士、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！

■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

■障害者福祉施設 など 
■設計･施工会社 など

■病院･リハビリ施設
●病院･クリニック
●リハビリ施設　
●高齢者医療施設　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･訪問入浴
●訪問看護
●介護タクシー　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･スーパー
●ホームセンター･量販店
●薬局
●商社･卸･通販会社　など

同時
開催 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール

展示会場内 セミナー会場
会 

場

専門セミナー ※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 受講料：無料Webでの事前の受講申込みが必須です プログラムの詳細・
セミナー受講申込みは
http://nagoya.

caretex.jp

自
動
車

電
車

５番出口より
徒歩約５分

丸田町�JCT

高針�JCT

丸田町�JCT

約13分

春岡出口

吹上東出入口

吹上西出入口

吹上公園

P P
P

P

ファミリーマート

名古屋工業大学

ローソン

地下鉄
5番出口

至 高針

飯田街道

飯田街道

ケーズ
デンキ

至 

今
池
千
種
通

吹
上
駅

駐車場P

吹上ホール
名古屋市中小企業振興会館

（展示会場）

地下鉄桜通線

名古屋I.C 東名阪道 名古屋高速

小牧I.C 名古屋高速

名古屋西JCT 名古屋高速

名古屋南JCT 名古屋高速

名古屋駅 吹上駅

四
谷
・
高
針
方
面

吹
上
東
出
口

春岡出口

名
古
屋
市
中
小
企
業
振
興
会
館

吹
上
ホ
ー
ル

※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。

21 2/2（木） 11:30 ～12:00

保険収入だけで
不安じゃないですか？
介護事業者による
保険外収益確保のすすめ

（株）老人ホーム物語

出展商品紹介セミナー

特 2/2（木） 15:00 ～16:30
熱く語ろう。「Withコロナの新常態で高まる高齢者住宅の魅力！」
＠リビング・オブ・ザ・イヤー2022	 主催：高齢者住宅経営者連絡協議会

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

特別フォーラム

4 2/2（木） 11:30 ～12:30
多職種連携がうまくいく！
ケアマネジャーに求められる
ファシリテーションスキル
（一社）愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会�常任理事／

愛生館グループケアプランセンターひまわり
統括所長　磯村�直美

ケアマネジャー向けコース

7 2/2（木） 13:30 ～14:30
介護の現場で地域包括ケアの
構築を目指す
～介護保険創設時の担当者の立場から～
（福）サン・ビジョン�理事長／元�厚生労働省保険局長

唐澤�剛

特別講演

9 2/2（木） 15:10 ～16:10
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

3 2/2（木） 10:10 ～11:10

人手不足と労働環境を改善する
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

介護の食コース

8 2/2（木） 13:30 ～14:30
おいしく楽しく食べる
嚥下調整食の工夫
東海学園大学�健康栄養学部管理栄養学科�准教授

徳永�佐枝子

12 2/3（金） 10:10 ～11:10
誤嚥性肺炎予防のための
口腔ケアと食事介助
藤田医科大学�ばんたね病院�看護部長室�看護科長

摂食・嚥下障害看護認定看護師　三鬼�達人

11 2/3（金） 10:10 ～11:10

外国人介護人材受け入れへ向けて
～現状と課題から解決策を考える～

愛知県介護福祉士会�会長／
同朋大学�社会福祉学部�教授　下山�久之

人事・教育コース

13 2/3（金） 11:30 ～12:30

ICTのリテラシー向上は
職員定着向上につながる！
人事面から推進するICT化のポイント

社会保険労務士法人THINK�ACT／
（株）経営志援�代表取締役／社会保険労務士／

社会福祉士　志賀�弘幸

6 2/2（木） 13:10 ～14:10

介護業界M&Aの舞台裏
～失敗しないためのM&A活用術～

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

経営者向けコース

10 2/3（金） 9:50 ～10:50

未来介護
～2040年における介護経営のあり方～

有限責任監査法人トーマツ�リスクアドバイザリー事業本部
ヘルスケア�シニアスタッフ　熊田�圭佑

15 2/3（金） 13:10 ～14:10
目指せ、コロナからのV字回復！
介護事業再生の
プロが話すここだけの話

（株）シーツーコンサルタント�代表取締役
村山�達也

1 2/2（木） 9:50 ～10:50

迫る完全義務化のカウントダウン！
今からでも間に合うBCP策定

竹上経営コンサルティングオフィス�代表
竹上�将人

施設運営コース

17 2/3（金） 13:30 ～14:30
はたらくデイ
～ご利用者の“生き甲斐”を
　生み出す場所として～

（福）フラワー園�ゼネラルマネージャー／
特別養護老人ホームあんのん�施設長　吉田�貴宏

2 2/2（木） 10:10 ～11:10

DXの導入・推進で介護現場革新！
特別養護老人ホーム
ささづ苑かすがの職場改革

（福）宣長康久会�理事長／
特別養護老人ホーム�ささづ苑�施設長　岩井�広行

介護のテクノロジーコース

16 2/3（金） 13:30 ～14:30
ウェルネスバレーが取り組む
福工連携
～オープンイノベーションプラットフォーム
　で介護現場の課題解決へ～
愛知県大府市�産業振興部�ウェルネスバレー推進室長

戸田�稔彦

18 2/3（金） 14:50 ～15:50

SOMPOグループが進める
介護リアルデータプラットフォーム構想
～介護品質の向上と
　生産性向上につながるDXとは～

SOMPOケア（株）�ソリューション事業部�理事部長
中島�邦彦

5 2/2（木） 11:50 ～12:50
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

業界動向コース

14 2/3（金） 11:50 ～12:50
豊田市官民連携介護予防事業
『ずっと元気！プロジェクト』における
取り組みと成果
豊田市役所�企画政策部�未来都市推進課　丹羽�広和�����
（株）ドリームインキュベータ�アソシエイトマネジャー

大西�智之

19 2/3（金） 15:30 ～16:30
認知症と共存する社会
～高齢社会を生きるための課題として～

（国研）国立長寿医療研究センター�研究所長
櫻井�孝

（予定）

会場へのアクセス

’23名古屋
介護業界 東海エリア最大級のBtoB展示会！

会期：2023年2月2日（木）・3日（金） 9：30～17：00
会場：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール　　　主催： ブティックス（株）

介護システム名古屋
見守りシステム名古屋

第
５
回

ケアフード名古屋第
５
回

高齢者向け  配食・食事関連サービス 展示商談会

（受付開始 9:00）

当社より
ご招待します

出展ブース(株)マルエイ／(株)関電工 5-22


