
で解決できます！

介護業界 北海道最大級のBtoB展示会！

会期：2022年7月27日（水）・28日（木） 9：30～17：00
会場：アクセスサッポロ 大展示場※　主催： ブティックス（株）

来場事前登録・出展商品の詳細は ▶▶▶ http://sapporo.caretex.jp

受付開始  9：00

※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。　※前回とは会場が異なりますのでご注意ください。

ケアテックス札幌

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

介護業界 北海道エリア最大級!
業界のプロのための展示会
介護用品･設備からリハビリ機器･ロボット･

システム･見守り･介護食まで、
介護施設･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

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

障害者福祉施設
設計･施工会社 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

ご来場のメリット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

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　など

招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円が必要です

CareTEX札幌	事務局（ブティックス株式会社）は、札幌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://sapporo.caretex.jp　

ケアテックス札幌は、
以下３展および同時
開催展の総称です。’22ケアテックス

札幌

札幌 介護用品展
札幌 介護施設産業展
札幌 介護施設ソリューション展

第
２
回

同
時
開
催
展

来場事前登録（来場日指定）で
スムーズに入場いただけます。 

第２回  ケアフード札幌
第２回  介護システム札幌
第２回  見守りシステム札幌

当社よりご招待します

プログラムの詳細・セミナー受講申込みは
http://sapporo.caretex.jp

アクセスサッポロ 大展示場
展示会場内 セミナー会場

専門セミナー
会 

場

※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。

22 7/27（水） 14:30 ～15:00
動画を残さない
プライバシーに配慮した
最新のAI見守りサービスを
詳しくご紹介

(株)サンクレエ

出展商品紹介セミナー
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▶

出展商品・サービス 出展社・出展商品一覧は裏面に掲載

ケアフード札幌

●配食 ●給食 ●介護食
●行事食 ●厨房機器 ●食器  など

介護システム札幌

●ケアプラン作成　●介護記録
●介護保険請求
●各種業務支援システム
●服薬支援  など

見守りシステム札幌

●マットセンサー ●徘徊防止センサー
●ナースコール ●見守りカメラ
●見守りロボット  など

札幌  介護施設産業展
■設備･備品
●介護浴槽 ●入浴装置 ●リフト
●移動補助 ●空気清浄機 ●インカム  など

札幌  介護用品展 札幌  介護施設ソリューション展
■介護用品
●トイレ・おむつ関連 ●排泄支援
●介護ロボット ●アシストスーツ
●雑誌・書籍  など

■介護予防･リハビリ
●リハビリ用品 ●リハビリ機器  など

■ソリューション
●売上げアップ・経営支援
●スタッフ採用・教育・定着支援
●外国人人材
●防災・BCP対策
●出張サービス
●保険外サービス  など

■感染予防･クリーン用品
●除菌・脱臭関連機器
●除菌・脱臭関連用品
●衛生用品  など

■レクリエーション
●脳トレ　●手芸
●教材
●その他レクリエーション商材  など

13 7/28（木） 15:40 ～16:40

ケアマネジャーとして
男性介護者をどう支援するか

北海道介護支援専門員協会	会長／
さっぽろ社会福祉士事務所	代表　大島	康雄

ケアマネジャー向けコース

5 7/27（水） 13:30 ～14:30
介護職場における業務改善と
介護ロボット・ICT機器の
効果的活用について
全国福祉用具相談・研修機関協議会	副代表／
北海道社会福祉協議会	地域共生社会推進部長

中村	健治

介護のテクノロジーコース

12 7/28（木） 15:10 ～16:10
進む介護の生産性向上事例
～他事業所に学ぶ
　ICT活用の現状と課題～

(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

1 7/27（水） 10:10 ～11:10
生産性と品質向上を実現する
新時代の厨房システムと
セントラルキッチン

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

2 7/27（水） 11:30 ～12:30

認知症の人の
食べる喜びを支えるケア

北海道医療大学	看護福祉学部	(老年看護学)	教授
山田	律子

8 7/28（木） 11:30 ～12:30
経営視点で考える施設給食
～北海道の介護施設が給食部門の
 『黒字運営×働き方改革』を
　実現させた方法～
(株)日本給食業経営総合研究所	副社長執行役員

井上	裕基
(株)らくらホールディングス	代表取締役社長

浅沼	静華

10 7/28（木） 13:10 ～14:10

高齢者の転倒を防ぐ
トレーニングの科学

北海道科学大学	保健医療学部	理学療法学科
教授　田中	敏明

介護予防コース

3 7/27（水） 11:50 ～12:50
アフターコロナを見据えた
これからの介護経営
～2024年改定を
　乗り越えるためのポイント～

(株)ASK梓診療報酬研究所	代表取締役	所長
中林	梓

業界動向コース

11 7/28（木） 13:30 ～14:30

2040年を見据えた
介護福祉経営

北海道老人福祉施設協議会	会長／
(社福)栄和会	常務理事・総合施設長　瀬戸	雅嗣

4 7/27（水） 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)	コンサルティング事業部
エグゼクティブコンサルタント　土居	史和

経営者向けコース

6 7/27（水） 15:10 ～16:10
本物の科学的介護とは
～根拠のある介護実践から
　得られるもの～

北海道介護福祉道場	あかい花	代表
菊地	雅洋

施設運営コース

9 7/28（木） 11:50 ～12:50
介護事業のBCP策定
間違いやすい３つのポイント
～業務分析と具体的事例、
　これからの経営戦略～

(株)スターパートナーズ	代表取締役
齋藤	直路

7 7/28（木） 10:10 ～11:10
ウィズコロナ時代の
職場定着のポイント
～コミュニケーションとメンタルケア～

キャリアコンサルタント／産業カウンセラー
米倉	美和子

人事・教育コース

特 7/27（水） 15:40 ～16:40
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
特 7/28（木） 9:50 ～10:50

介護付きホームで探求する「人の心豊かさ」
～介護のパラダイムチェンジとアップデート～

全国介護付きホーム協会	北海道	支部長／
全国有料老人ホーム協会	北海道連絡協議会	副会長

小嶋	孝之

特別講演

※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 受講料：無料Webでの事前の受講申込みが必須です同時
開催

特典

1
特典

2
特典

3

特典特典来場事前登録で３つの
来場事前登録は来場事前登録は  

http://sapporo.caretex.jphttp://sapporo.caretex.jp

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。

特典特典22 出展社ブースへの訪問日時の
予約（来場予約）が取れます

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。

特典特典33 専門セミナーを
無料で受講できます

Webでの事前申込が必要です

特典特典11
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

札幌

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）



展示会への入場登録方法

本展に関するお問合せ先：
CareTEX札幌事務局／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

来場事前登録（来場日指定）で
スムーズにご入場いただけます。

電車・タクシーでのアクセス

ア
ク
セ
ス
サ
ッ
ポ
ロ

新千歳空港 JR新札幌駅

地下鉄
南郷18丁目駅

JR新札幌駅札幌駅

大通駅

大谷地バスターミナル

地下鉄大谷地駅

タクシー 約7分JR快速エアポート 28分

バス 約40分バス 約40分

JR快速エアポート 8分

地下鉄南北線地下鉄南北線
または東豊線2分または東豊線2分

地下鉄東西線 16分

地下鉄東西線 14分地下鉄東西線 14分

タクシー 約4分

タクシー 約10分

タクシー 約7分

徒歩 約14分

徒歩 約22分

出展社・出展商品一覧 より詳しい出展商品の情報（写真付き）はWebから！　　　　　　　  http://sapporo.caretex.jp2022年4月26日現在　（社名五十音順）
※以下の他にも多数企業・商品が出展します。 ケアテックス札幌

http://sapporo.caretex.jp来場
事前登録は

会場へのアクセス

外国人職業体験、特定技能
施設のニーズに対応した人材の提案、ミスマッチ
を防ぐ3か月職業体験。

IBS事業（協組）

職業体験の提案。■
■ 特定技能の提案。

粘度調整食品・ゼリー調整食品
トロミーナ（粘度調整食品）、ゼリーナ（ゼリー調整
食品）が充実。

（株）ウエルハーモニー

使用事例をご案内致します。■
■ 試供品をご用意しております。

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。

エイアイビューライフ（株）

Webデモのご予約を承ります。■
■ 補助金導入のご相談承ります。

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）エス・エム・エス

最大で18か月無料。■
■ 初期費用・リース契約は不要。

防犯・見守りカメラ
入居者へストレスを与えず見守ります。

（株）NSK

OEM商談承ります。■
■ デモ可能です。

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？

介護Ｍ&Ａ支援センター／運営：ブティックス

全国の承継事例を紹介します。■
■ 貴施設の簡易査定を承ります。

業務用洗濯機械・介護用品
介護施設向け・汚物除去機・乾燥機。

海渡産業（株）

展示品・展示会特別価格販売。■
■ 開催両日・特別価格販売実施。

介護食品
QBBチーズです !	やわらかおやつや栄養強化品を
ご紹介いたします !

QBB　六甲バター（株）

カタログ・サンプルご依頼可。■
■ 介護食・チーズのご相談可。

小型車椅子洗浄装置
車椅子をまるごと洗浄で、頑固な汚れも強力除去
します。

（株）共伸製作所

新型装置の商談を承ります。■
■ 展示会場で実力を確認下さい。

感染対策商品他
抗ウィルス・抗菌加工など用途に合ったご提案と環
境整備のご提案。

キングラン北海道（株）

商談承ります。■
■ 先行予約承ります。

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。

クオール（株）

実機でデモを実施いたします。■
■ ご希望の方はご相談ください。

介護記録ソフト（アプリ）
簡単手書き入力可能な介護記録ソフト、実機で入
力体験が可能です。

くすりの窓口／介護サプリ

施設様に訪問、デモを行います。■
■ 無料お試し導入も受付中。

介護施設向け完全調理済み食品
塩分にも配慮した美味しい食事をどなたでも簡単
に提供できます。

クックデリ（株）

ご試食及び導入相談承ります。■
■ サンプルの発送承ります。

業務用加湿空気清浄機
大空間の浮遊ウイルス・浮遊菌を９９％除去。

（株）クボタ

実機を用いてご説明致します。■
■ 導入例についてご説明致します。

クラウド型介護支援システム
チームケアをサポートする統合介護支援システム
の入力体験ができます。

（株）コア

デモ機器をご用意しております。■
■ 導入ご相談承ります。

ファインバブル発生装置
マイクロバブル入浴装置・ミラブルplusの体験が
できます。

（株）サイエンス

施設導入の際はご相談ください。■
■ 販売代理店様募集しております。

見守りサービス
特許出願済 !	プライバシーに配慮した最新のAI 見
守りシステム。

（株）サンクレエ

トライヤル導入を募集します。■
■ 個別デモにも対応します。

空調設備の施工、メンテナンス
メーカー基準のサービス対応と専門性の高い安心
の設計施工を提供。

シオンテクノス（株）

空調に関するご相談を承ります。■
■ オーダーメイドのご提案。

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）シニアライフクリエイト

商談予約承ります。■
■ 食材、人材のお悩み承ります。

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。

シルバー新報／（株）環境新聞社

シルバー新報購読案内。■
■ 月刊ケアマネジメント購読案内。

高齢者施設向け食材配達
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 ! ! !

タイヘイ（株）

食事の悩み何でもご相談下さい。■
■ 介護食の付加価値向上。

見守りセンサ－
福祉機器と防犯機器をト－タルに提案いたします。

TAKEX 竹中エンジニアリング（株）

様々なセンサ－をご用意！■
■ 全国各地デモのご用命承ります。

アルコール検知器・抗菌施工
10月から白ナンバー事業者のアルコール検知器が
義務化されます !

（株）タナベ

抗菌施工のご相談。■
■ アルコール検知器の運用ご相談。

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。

Chatwork（株）

効果的な使用方法を説明します。■
■ デモ画面でご説明します。

オゾン・マイナスイオン発生器
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。

（有）TGテクニカ

1台からご注文承ります。■
■ 会期中特別価格にて承ります。

モバイルアプリ、ネットワーク
ナースコールやシステム等の通知を1つのモバイ
ルアプリで実現します。

デルタパスジャパン（株）／（株）フルノシステムズ

アプリの相談を承ります。■
■ ネットワークの相談を承ります。

見守りシステム・離床センサー
転倒・転落事故を未然に防止 !	業界トップレベルの
検知速度 !

トーテックアメニティ（株）

NW構築～介護ソフト連携まで。■
■ デモ・トライアル承ります。

BCP／壁面設置太陽光発電
環境対策とBCP対策とアピールに最適システム。

（有）トミタ

BCP対策、ご相談承ります。■
■ 蓄電池／発電機の相談承ります。

厨房機器（加熱・再加熱機器）
ご飯・麺類と全ての料理をおいしく再加熱。感染症
食中毒予防対策に。

ニチワ電機（株）

ハードからソフト迄の総合提案。■
■ 機器展示・カタログ・資料進呈。

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。

（一社）日本介護美容セラピスト協会

導入のご相談を承ります。■
■ スタッフへの教育も可能です。

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。

日本ケアミール（株）／ムーミーくん

会場にて詳細説明を致します。■
■ 後日サンプル発送も致します。

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。

（株）日本コンピュータコンサルタント

無料体験版をご用意しています。■
■ 訪問デモ・遠隔デモを承ります。

ごみ袋、ポリ袋
環境配慮型ごみ袋の販売及び北海道規格袋の	
販売。

日本サニパック（株）

代理店をご紹介します。■
■ 使用用途をご説明します。

服薬支援システム
リニューアルされた服やっくんをご紹介しており	
ます !

（株）ノアコンツェル

導入のご相談承ります。■
■ お見積りいたします。

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。

パラマウントベッド（株）

デモンストレーション可能。■
■ 導入事例紹介。

施設用加湿器・温水暖房機
温度と湿度の専門メーカーです。感染症対策の加
湿事例多数ございます。

ピーエス（株）

北広島市ショールーム見学可。■
■ 現地調査、ご提案見積承ります。

血行促進用医療器具
足裏の反射区療法を施すこともできる血行促進用
管理医療器具です。

（株）VIPグローバル

特別価格にてご紹介します。■
■ 一般には市販していません。

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。

（株）ＦＵＪＩ

Hugを会場でお試しできます。■
■ 商談・デモ依頼を承ります。

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）ブルーオーシャンシステム

オンラインデモ受付中。■
■ 資料請求承ります。

業務支援システム
記録業務の負担を軽減、必要な情報を集計、出力
できる総合型システム。

（株）プロメーテ

現地の代理店様急募！■
■ 先行ご予約のお客様、特典有り。

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。

マッスル（株）

会場にて移乗を体験できます。■
■ 無料デモ承ります。

椅子・クッション
自動車シートメーカーが人間工学に基づいて開発
した椅子・クッション。

丸菱工業（株）

直接販売承ります。■
■ 商品の無料貸し出し承ります。

フットマッサージ器
コンパクト設計で全身ケア !

（株）メルシー

特別価格にて承ります。■
■ 無料でご体感いただけます。

移動用リフト
リフト付ホーロー浴槽を初出展 !	自立支援・重度化
防止機器も展示。

（株）モリトー

デモンストレーション承ります。■
■ 総合的に移乗機器を提案します。

食品・食材
植物性蛋白質が豊富な無添加食材。

（株） 山形屋商店

商品サンプル・料理レシピ有り。■
■ 小ロット対応可能です。

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）ラクト

ブース内体験できます。■
■ お打合わせの上、現地貸出可能。

ケア記録・誤薬防止支援
モバイル端末を活用したシステム !	ネットワーク構
築もご相談ください。

（株）ＬｉＳＯ

オンライン・訪問対応承ります。■
■ 無料体験モニター募集中！

凡 

例

■ 出展社名
商品ジャンル
出展商品の特長�など

《 当日会場でご登録の場合 》
• 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。
※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。　

《 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！


