
持続可能な福祉社会へ

介護事業者に役立つ
最新製品・サービスが集結

著名講師らによる
介護・医療の経営セミナーは約40講座

主催：株式会社高齢者住宅新聞社主催：株式会社高齢者住宅新聞社

入場無料・セミナー聴講無料

出展者一覧（カテゴリー別五十音順）

●運営サポート
アルテ&ラール［入居様の環境をより快適に「美術館級絵画の

装飾・レンタル」］
kajika［パジャマ、移乗補助具］
カレア［介護予防、BCP関連］
木万屋商会（介護の応援）［動画・パンフレット・WEB制作］
ソコスモ［高齢者住宅マッチング検索サイト］
第6回日台介護産業交流サミット実行委員会［AIバイタルアラー

ト(Jubo)、3Dカメラ×歩行・運動分析（龍骨王)、在宅用心
拍血糖尿酸TC血圧測定機(Imedtac（慧誠智醫）)他　※全
て台湾企業］

TRデータテクノロジー［福祉施設・高齢者住宅データベース］
tete［Wiping shampoo（洗い流さないシャンプー）モニタリ

ング］
デンタルサポート［訪問歯科診療サポートサービス］
東都葬祭［家族で送るお葬式・身元保証サービス］
HITOWAホールディングス［訪問マッサージ「KEiROW」、お

そうじ本舗、見守りシステム「LIFELENS」、食材ECサイト「MY 
PANTRY」］

高齢者住宅保証［施設入居時の連帯保証サービス］
薬進［お薬カレンダー、介護記録作成・服薬管理アプリ］
社会福祉法人奉優会［社会福祉法人の実践事例の紹介（コンサ

ルティング）］
香港貿易発展局［香港で開催する国際展示会および国際会議の

ご案内］
ミライプロジェクト［care sweet訪問美容サービス］
やさしい手［全国の賃貸オーナーへ自立型高齢者住宅の提案］
ラックヘルスケア［人材不足、生産性向上、介護負担軽減、ケ

アの質向上など施設運営の課題に対してのソリューション］
●介護DX、AI、業務支援システム　

アクシバース［勤務シフト自動作成サービス「Shiftmation（シ
フトメーション）」］

エクサホームケア［自立支援サポートAIアプリ「Carewizトルト」］
エクセレントケアサポート［見守り支援機器「ライブコネクト」、

転倒骨折リスク低減商品「ころやわ」］
エコナビスタ、グローリー［ライフリズムナビ＋Dr.、転倒検知

センサー、離設事故防止システム］
大塚商会（メディケアIT研究会）［介護DX、見守りIoT、AI分析、

介護プラットフォーム・介護請求・介護記録システム、シフト
勤怠管理、電子カルテ］

礫川システムデザイン事務所［独居高齢者見守りシステム］
航和［介護DX（最新技術、見守り、IoT、ロボット、介護記録、

介護スマートルーム）］
セントワークス［コンフォーム・パッケージ、看護のアイちゃん］
ソニーマーケティング［居室向けAV機器、施設内サイネージシ

ステム、リモート面会ソリューションなど］
第一興商［生活総合機能改善機器DK ELDER SYSTEM「FREE 

DAM HD」］
パラマウントベッド［「眠りSCAN」、「眠りSCANeye」］
PHC［リモ ート操 作 可 能 な 遠 隔 医 療 システム「Teladoc 

HEALTH」］
ブルーオーシャンシステム［ケア記録システム「Blue Ocean 

Note」］
ベイサン［大容量防災バッテリー「R-ARCA」、リチウムイオンバッ

テリー「ARCA HX」］
ベター・プレイス［福祉・医療従事者のための企業年金基金「は

ぐくみ基金」］
三菱総研DCS［高齢者施設向けコミュニケーションロボット
「Link&Robo for ウェルネス」］

robottte［残業時間削減ツール「HRモンスター」、介護の漫画
サイト「キモチのリセットボタン」］

●人材サービス・採用　
アスモ・テクノサービス［建物設備コンサルティング、介護事業

運営支援］
アルバイトタイムス（Achieve Myanmar）［在日ミャンマー人

材の採用支援、特定技能ビザでの人材紹介、登録支援機関と
しての支援業務代行］

RBパートナーズ［特定技能の人材紹介、インドネシア人材、フィ
リピン人材、ネパール人材、日系フィリピン人材、留学生人材
の紹介等］

エスプールヒューマンソリューションズ［総合人材アウトソーシン
グ、一般労働者派遣、有料職業紹介、特定技能派遣］

ONODERA USER RUN［特定技能制度に特化した人材紹介、

ビザ申請、就職後の支援までワンストップでサービス提供］
ガイダブル［介護研修プログラムを修了した在留外国人の紹介］
一般社団法人全国メディケア事業協議会、ウェルグループ［介

護施設・障がい者施設に向けた外国人採用・育成及び介護ロ
ボット・ICT機器導入支援］

ソナエル［高齢者向け住まい紹介事業者］
Take Action［感謝・称賛・福利厚生などを通じて、組織変革

を促す社内SNS「THANKS GIFT」］
特定技能の窓口トクマド［特定技能外国人の紹介と支援を行う人

材マッチングプラットフォーム］
ノーザンライツ［採用コンサルティング］
リクルーティング・デザイン［特定技能外国人人材の紹介・支援］

●給食・食事サービス　
おぎそ［リサイクル強化磁器］
カシデリ［高齢者介護施設専用の日替わりおやつ献立「カシデリ」］
クックデリ［介護施設向け食事提供トータルサービス］
シップヘルスケアフード［介護施設向け完全調理済の食材「ドリー

ムキッチン」］
ゼロカラ［凍結機・脱塩機の紹介、それに付随した試食品］
SOMPOケア、SOMPOケアフーズ［高齢者施設向け完調品の

配食 安心で安全の食材で簡単でおいしい食事を提供］
エバースマイル［介護食品］
日本医療食研究所［給食委託「ニュークックチル」］
ハリウッド化粧品［プロテイン「ポカプロ習慣」］
グローバルキッチン［高齢者施設向け調理済み冷凍食材］
武蔵野フーズ［塩分カロリー調整食、たんぱく調整食、やわら

か食、おせち、冷凍スープ、具付きラーメン、ウドン、そば］
●建材・設備　

VIPグローバル［血行促進用医療器具］
金星［入浴介助支援装置「ピュアット」］
KTX［止水板］
三和［24時間循環温浴器「24BATH」］
Panasonic［高齢者施設向けユニットバス「アクアハートF-eX_

K」］
マックス［浴室暖房・換気・乾燥機、壁掛型遠赤外線暖房機］
もりや産業［ポータブル手洗器「どこでもTEARA」］

●感染症対策　
ウィンキューブインターナショナル［曇り止め・洗浄・抗ウイルス「く

もりのちハレ」］
セロリー［抗ウイルス対応の介護ユニフォーム「ifory」］
ホタルクス［防災用シーリングライト「HotaluX AID」、UV-A

光除菌器「HotaluX TOUCH」］
ラーフエイド［感染症予防・ニオイ対策「ラーフエイド施工」「エ

アコン用ラーフエイドフィルター」］
関西ペイント［接触感染対策テープ、抗ウイルス置くだけマット］

●福祉用具・介護用品　
アグロワークス、ソーイングボックス、空調服［ユニフォーム］
ENEOSマテリアルトレーディング［介護用品オンラインショップ
「eケアマーケット」］

南大阪リビング［福祉用具貸与］
やさしい手［カジュアル介護コンサル、居宅介護の新システム、

他産業への福祉用具ビジネス提案］
●病院・診療所・薬局・介護事業者　

池田尚敬情報交換センター［情報交換センター］
テン十字接骨鍼灸院グループ［訪問マッサージ］
医療法人元気会わかさクリニック［在宅医療］
医療法人社団高輪会［訪問歯科］
一般社団法人日本デイサービス協会［デイサービス5選］
医療法人社団平成医会［企業のメンタルヘルスサポート］

●保険外サービス　
フロンティアスピリット［シニア向けペットサービス］
日本介護美容セラピスト協会［ビューティタッチセラピーのご紹

介・導入のご提案・事例の紹介・ハンドセラピーの体験］
●開設コンサル・建築　

公益財団法人JKA［売上金の一部を社会に還元する補助事業・
導入支援事業］

シニアリビング・ソリューション［高齢者施設開設・運営支援］
●リハビリ・介護予防機器　

Panasonic［施設向け 歩行トレーニングロボット］
●業界ネットワーク　

活き活き倶楽部［異業種交流会］
みま〜も［おおた高齢者見守りネットワーク］
未来をつくるkaigoカフェ［介護・医療に携わる人たちの対話の場］

東京ビッグサイト 西1・2ホール東京ビッグサイト 西1・2ホール
東京都江東区有明3-11-1東京都江東区有明3-11-1

77月月2626日火・日火・2727日水日水 10時〜17時10時〜17時（各日）（各日）2022年2022年

第第1515回回

住まい×介護×医療展住まい×介護×医療展 2022in東京 2022in東京

賃貸住宅フェア2022賃貸住宅フェア2022
リフォーム産業フェア2022リフォーム産業フェア2022

同時開催

来場予約受付開始！！来場予約受付開始！！

公式サイトでセミナーや出展者公式サイトでセミナーや出展者
情報を掲載しています。情報を掲載しています。

社判スペース
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※スケジュール等は講演者・主催者の都合により変更になることがあります。

7月27日水

7月26日火 出展者セミナー
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第6回 日台介護産業交流サミット団塊世代消費市場を掴む
最後の「巨大市場」ビジネス
� （住宅・有料老人ホーム等）を考える

台湾から日本介護業界へ進出したい
AI/ICT企業が集結！（現地と中継）

進んでいる介護事業者の生産性向上・
ICT活用の取り組みを探る

　施設介護、在宅介護の双方において
将来を見据えて取り組むべき事とは　

集合住宅での高齢者支援
在宅看取り９０％を超える実践と課題

★高齢者住宅新聞の人気コラムニストが語る★
在宅医が考える、超高齢社会
日本が目指すべき医療のカタチ

介護人材不足確保対策
外国人材の受け入れ整備について

小規模M＆Aによる成長戦略
3年で7社買収、3年連続2倍成長を
遂げた経営手法とは

口腔機能向上加算によるデイサービスの差別化戦略
24年度改定に向けた訴求ポイントと
算定ポイント

医療法人が手掛ける地域のコミュニティスペース
新型コロナの経験を踏まえて

2022年在宅医療診療報酬改定のポイント
今後の在宅医療の方向

介護現場における生産性向上について

認知症グループホームの課題と展望
令和３年度介護報酬改定の施行後
状況と資格認定制度について

新たな高齢者の住まいへの挑戦
地域を巻き込む「ノビシロハウス」

コロナ禍における在宅介護・施設介護
の看取り

ＳＯＭＰＯの介護リアルデータプラットフォームを中心と
したテクノロジー活用による介護DXの実現

高齢者施設・住宅産業の現状と展望
新たな成長戦略、介護DX、
プラットフォーム戦略を交えて

社会課題の解決が生み出す
経済的価値とは？（仮）
すべての人が心ゆたかに生きる社会を目指して

国民皆歯科健診と訪問歯科について

withコロナの保険外サービス
これからの福祉業界に求められる事業とは

介護現場の課題をテクノロジーを使い解決
ICT、AI、介護スマートルーム活用事例
の紹介

24年介護報酬改定を踏まえた
人材マネジメント

職員のエンゲージメントを高める組織づくりとは

賃貸住宅安心経営
 高齢者入居の最新システム

補助金を活用した介護事業所の設立ノウハウ
土地建物のオーナーに向けた介護事
業所の設立のスキームと実例

【大改革】24年同時改定の方向性を
徹底解説

身体拘束ゼロが真に目指すもの
　家族をケアのパートナーに

満室を継続できる高齢者住宅がやっていること！
顧客満足・従業員満足を高めるための
仕組み作り

ソニーが考えるDX化推進によるこれからの高齢者施設
エンターテインメント×テクノロジーの
導入で生活の質向上

香港の医療・健康産業の動向および
　　　 日本企業にとってのビジネス機会

「曇って困ること」の解決商品提案
メガネ・フェースシールド曇って
困っている方へ

独自の外国人雇用プラン作成について
地域や会社の形態や状況に合わせた
採用方法

【新しい人材戦略】福祉業界で広がる退職金
制度「はぐくみ基金」とは
エンゲージメント向上・離職率低下に
つながる活用事例をご紹介

ソニーが考えるDX化推進によるこれからの高齢者施設
エンタテインメント×テクノロジーの導入で生活の質向上

介護業界における動画活用の現状と今後について
動画を「作った」その先にあるもの

高齢者向け住まい等の紹介事業のあり方に
ついて 紹介事業者届出公表制度の創設を踏まえて

紹介事業者相談員向けの基礎学習
ツール「eラーニング」の開発

厚労省老健事業での調査研究を踏まえて

デイサービス経営の人・物・金リアル
ぶっちゃけトーク会

　2024年報酬改定・LIFE対応、人材採用は
どうしてる？しくじり話も聞いてみたい　

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
松本光紀部長／事業推進部長

わかばケアセンター
鈴木勝博COO

ファシリテーター：
ビーブリッド
竹下康平
代表取締役

クラーチ
鮫島智啓
代表取締役

社会福祉法人
青森社会福祉振興団
中山辰巳理事長

ぐるんとびー
菅原健介代表取締役

医療法人社団 悠翔会
佐々木淳理事長

社会福祉法人
こうほうえん
廣江晃
理事長

ケアサポート 
川名学
専務取締役

戸田中央メディカルケアグループ 
人財開発センター 
藤野浩一郎センター長

ONODERA 
USER RUN
加藤順社長

ファシリテーター：高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長

パネリスト：厚生労働省 社会・援護局 
福祉基盤課 福祉人材確保対策室 翁川純尚室長補佐

ドットライン
垣本祐作代表取締役 兼 グループCEO

DSセルリア
北村直也代表取締役社長

医療法人元気会 わかさクリニック
間嶋崇理事長

医療法人社団 永生会
中村哲生在宅医療統括部長・理事長補佐

厚生労働省 老健局 高齢者支援課
須藤明彦課長

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会
佐々木薫常務理事

あおいけあ
加藤忠相代表取締役

パネリスト：聖隷訪問看護ステーション藤沢 所長 看護
師 米倉直美氏／ Recovery International 業務部副
部長 ステーション管理者 看護師 柴山宜也氏／日本プ
ライベート看護 看護師 黒澤祥江氏／湖山医療福祉グ
ループ 経営理事 看護師 小松順子氏／医療法人社団き
きょう会 巣鴨ホームクリニック 理事長 清水健一郎氏
ファシリテーター：国際医療福祉大学大学院 教授 白澤
政和氏／高齢者住宅新聞社 網谷敏数社長
協力：一般社団法人シニアビジネスネットワーク

SOMPOケア
岩本隆博取締役執行役員ＣＤＯ

（最高デジタル責任者）

KPMGヘルスケアジャパン
松田淳代表取締役・パートナー

学研ココファン
小早川仁代表取締役 CEO

医療法人社団 高輪会 歯科医師　
成平恭一氏

御用聞き 古市盛久代表／かなえるナース 前田和哉代表／
シンクハピネス 糟谷明範代表／ミライ道場 奥平幹也代表
ファシリテーター：未来をつくる kaigo カフェ 高瀬比左子代表

航和
佐々木航CEO

ねこの手
伊藤亜記代表取締役

やさしい手
香取幹社長

社会福祉法人 奉優会 
山川純一理事　

知プランニング
沖山奉子代表

一般社団法人 全国介護事業者連盟
斉藤正行理事長

NPO法人
メイアイヘルプユー
鳥海房枝理事・事務局長

CSねっと企画
長嶺堅二郎代表

ソニーマーケティング ビジネスソリューション
営業1部 企業営業課　藤井大輔統括課長

香港貿易発展局 東京事務所
後藤亜希郎マーケティング・マネージャー

ウィンキューブインターナショナル
田所宜己代表取締役

ロックブリッジホールディングス
岩橋宏和代表取締役

ベター・プレイス　森本新士代表取締役社長

ソニーマーケティング ビジネスソリューション
営業1部 企業営業課
藤井大輔統括課長

木万屋商会
舟木将展クリエイティブディレクター

●基調講演　長谷工総合研究所 吉村直子取締役 主席
研究員（座談会も登壇）
●座談会　ユカリア 高齢者事業オーナー 中村健太郎
氏／マザアス 吉田肇代表取締役／ LIFULL senior 泉
雅人代表取締役／ソナエル 田中宏信取締役 経営企画
部長／東京ロイヤル 高齢者事業部 嘉門桂介統括執行
役員／ファシリテーター：高齢者住宅新聞社 網谷敏数
社長／協力：高齢者住まい事業者団体連合会

●来賓挨拶　
日華議員懇談会会長 自由民主党政務調査会長代行 
衆議院議員 
古屋圭司氏　

●基調講演
AI/ICTを使った介護の
質の向上と業務効率化（仮）

●来日している台湾企業からのプレゼン＆生討論！
●講演

日台ICTを駆使した新事業モデル紹介
3ヶ月で歩けるようになる合宿型自立支援デイ

 
● on-line 参加の台湾企業からのプレゼン＆討論
主催：日台介護産業交流サミット実行委員会
台湾指導（後援・協賛）： 台湾 經濟部工業局 / 財團法人金屬工

業研究發展中心
共催： 一般社団法人全国介護事業者連盟 / 社團法人台灣高

齡產業創新發展協會 / 高齡者住宅新聞社 / 台日產業
技術合作促進會 / 臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大
聯盟 /HUMAN LINK

●基調講演　日本福祉大学 児玉善郎学長（座談会も登
壇）
●座談会　厚生労働省 老健局 高齢者支援課  東條旭
課長補佐／高齢者住まい事業者団体連合会 光元兼二
事務局長／ソナエル 田中宏信 取締役 経営企画部長
／東京ロイヤル 高齢者事業部 嘉門桂介統括執行役
員／ファシリテーター：高齢者住宅新聞社 網谷敏数 
社長
協力：高齢者住まい事業者団体連合会

スターコンサルティンググループ 糠谷和弘代表取締
役／ DS セルリア 北村直也代表取締役社長／ベストリ
ハ 渡邉仁代表取締役／ Body Pioneer 河合眞哉代表
取締役／ファシリテーター：合同会社 TY パートナーズ 
筒井祐智代表

座談会

座談会

座談会

座談会

座談会

座談会

座談会

★A～D会場は展示ホール内です。会議棟は展示ホールから距離がありますので、ご注意ください。
★会議棟でのセミナーは、展示会場で配布する整理券が必要です。

★A～D会場は展示ホール内です。会議棟は展示ホールから距離がありますので、ご注意ください。
★会議棟でのセミナーは、展示会場で配布する整理券が必要です。

ポラリス
森剛士
代表取締役

KPMGヘルスケアジャパン
松田淳代表取締役・パートナー

ウェルフューチャー
中村暢孝
代表取締役

A会場

　 11:00〜11:50
2030年に向けた介護事業者のDX推進の取り組み

地域共生社会に向けた介護DX戦略

エクセレントケアシステム 
大川寛正取締役

Z-works 
小川誠取締役

（創業者）

　 11:50〜12:40
★高齢者住宅新聞の人気コラムニストが語る★

デイサービス事業者が勝ち残
るためにやるべきこと
スターコンサルティンググループ
糠谷和弘代表取締役

（A 会場 15:00 〜に続く）

★セミナースケジュール 聴講無料／先着順


