
本招待券を印刷して会場にお持ちください

会期：2022年3月9日（水）～11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） ・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。 

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

出展商品・サービス
■介護用品
■ユニフォーム
■設備・備品
■インテリア・建材
■障がい者・障がい児福祉支援
■ソリューション

■感染症対策
■人材採用・定着支援
■介護レク
■ケアフード
■介護システム
■見守りシステム

出展社・出展商品一覧はホームページに掲載

同時開催 専門セミナー を右面に記載

来場対象者 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！

■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･訪問入浴
●訪問看護
●介護タクシー  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

■接骨院・鍼灸院・整体 など

■官公庁・地方自治体 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

出展社ブースで
商談して
スタンプを集めると、
抽選でプレゼントが
当たります。
※イベントの詳細は公式HPをご覧ください。

※来場事前登録後、出展社ブースへの来場予約
　（訪問日時の予約）をお取りいただいた方が対象です。

ブース商談スタンプラリー
＠東京

来場予約ご利用者限定

特典

1
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新企画新企画

特別招待券
特別招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円が必要です

（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、上記URLにてご確認ください。

入口・休憩所・セミナー会場
などに消毒液を設置してい
ます。ぜひご利用ください。

展示会への入場登録方法

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

会場へのアクセス

プログラムの詳細・
セミナー受講申込は

http://caretex.jp

同時開催 専門セミナー 東京ビッグサイト
南展示棟

以下プログラムのほか
全86セッション開催!

※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。 （定員に空きがある場合のみ、当日受付を行う場合があります） ※定員になり次第、
申込み締切となります。お早めにお申込ください。（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
※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。

●以下の症状がある方はご入場いただけません
▢ 37.5度以上の発熱があるとき　▢ 咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状が認められるとき　▢ 保健所などの健康観察下にあるとき
▢ 政府が指定する期間(来場日から２週間以内)に海外渡航歴があるとき（当該期間に帰国した方と接触した場合も含む）
▢ その他、体調が優れないとき（味覚・嗅覚異常を感じるときや疲労倦怠感を強く感じるときなどを含む）

●全入場者の
　検温を行います
施設入口にて非接触による体温測
定を行います。37.5 度以上の発熱
がある方はご入場いただけません。

●全参加者の
　マスク着用が
　必要です

●手洗い消毒液を
　設置します

●密集・密接の防止、
　消毒・換気を徹底します
ソーシャルディスタンスを確保するため、ゆとり
をもった会場づくりを行います。多数のご来場
の場合には入場制限が行われる場合があります。

新型コロナウイルス感染拡大予防対策について
本展示会では、皆様に安心してご参加いただくため、政府・自治体・展示会業界・会場のガイドラインに則り、以下の新型コロナウイル
ス感染症対策を徹底してまいります。（最新の情報は公式HPをご参照ください。http://caretex.jp）

会 

場

http://caretex.jp公式HP

4 3/9（水）10:10 ～11:10

オンライン・オフラインを融合した
新たなフレイル予防
〜 With コロナ社会における新たな地域像〜

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

業界動向コース

54 3/11（金）11:50 ～12:50

VR /メタバースで実現する
活力ある超高齢社会

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

介護のテクノロジーコース

12 3/9（水）12:10 ～13:10

科学的根拠に基づいた
認知症予防とは 

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

57 3/11（金）12:10 ～13:10
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

SOMPO ケア（株） 取締役執行役員 CDIO
（最高データ・業務革新責任者）　岩本 隆博

経営者向けコース

46 3/10（木）15:30 ～16:30

2040 年に向けての
介護関連ビジネスの展望
〜国の施策と民間事業者の経営戦略〜 

ティー・オー・エス ( 株 ) 代表取締役
髙山 善文

業界動向コース

60 3/11（金）13:30 ～14:30

脳科学者が語る認知症予防
〜こうすれば脳は一生健康でいられる！〜

東北大学 加齢医学研究所 教授／
東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター 

副センター長　瀧 靖之

介護のテクノロジーコース

東京ケアウィーク 基調講演
15 3/9（水） 13:30 ～14:30

高齢社会の課題解決に向けた
データ活用

国立情報学研究所所長／東京大学 特別教授
喜連川 優 氏

28 3/10（木） 10:10 ～11:10

制度設計者が語る
介護保険の中・長期的展望

上智大学 教授／( 一社 ) 未来研究所臥龍
代表理事  香取 照幸 氏
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《 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。

※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QR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！

49 3/11（金） 10:10 ～11:10

2024 年を見据えた介護経営
〜診療報酬改定の影響と
　LIFE・BCP を活用した新・事業戦略〜

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

東京 第５回 第５回

第３回

第５回第３回

第８回 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

東京ケアウィークは以下の6つの専門展から構成されています

■AI、IoT、ロボット
■地域包括ケア
■在宅医療
■介護予防・リハビリ用品
■施術所向け商品・サービス

など

当社より
ご招待します

出展ブース
オーニット 17-184F


