
主催（株）高齢者住宅新聞社
〒１０４-００６１ 東京都中央区銀座８-１２-１５ TEL.03-3543-6852 FAX.03-3543-6853

ご招待案内状

高齢者住宅・施設向け展示ブース
最新システム・商品・サービス

社判スペース

アクセス
電車

バス

※出展者は追加・変更になる場合があります。

高齢者の住まいと介護・医療を考える

高齢者住宅フェア東京

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1　TEL.03-5530-1111

第8回

150社・190小間出展
～高齢者ビジネスで勝ち残るノウハウが一堂に集結～

国の施策、介護・医療連携、ターミナルケア、認知症ケア、人材確保…。　

時代の波を乗り切る「術」を大公開！！

高齢者住宅セミナー全58講座
パネルディスカッション2講座

2日間で全　　講座

同 時 開 催

60

2013in

高齢者住宅新聞 検索検索
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東京都江東区有明3-11-1
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りんかい線「 国際展示場 」駅下車 徒歩約7分
ゆりかもめ「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約3分

東京駅八重洲口（豊洲駅前経由）  約40分 
東京駅丸の内南口（勝どき駅前経由）約40分
門前仲町 （豊洲駅前経由）約30分 

723○・24○火 水
入場
無料
10：00
▼

17：00
（2日間共）

場所：東京ビッグサイト西4ホール
　　　　東京都江東区有明3-11-1

後援　厚生労働省・国土交通省

高齢者住宅セミナー全 60講座

診療所、薬局、介護・医療向け設備、
見守りシステム、運営サポート、
建築・コンサルティング、食事サービス他

ほか

病院・診療所、薬局、介護事業所
うさぎ薬局（調剤薬局、訪問服薬指導）／介護の森（サービス付き高齢者向け住宅・介護サー
ビスフランチャイズ事業）／川商、ハートランド（サービス付き高齢者住宅向けの運営「ハート
ランド」）／関東訪問診療ネットワーク（訪問診療）／クラーチ（都会型高齢者住宅「クラー
チ」シリーズ）／総合メディカル（調剤薬局、訪問服薬指導）／医療法人社団高輪会、デン
タルクルーズ（訪問歯科診療）／チームメディカルみきゆう（訪問診療）／テン十字訪
問マッサージ（訪問マッサージ）／デンタルサポート（訪問歯科診療×リハビリ）／日本エ
ルダリーケアサービス（デイサービスFC）／日本介護福祉グループ〈茶話本舗〉（夜間
対応型小規模デイサービス）／阪神調剤薬局（調剤薬局、訪問服薬指導）／ファーマシィ（調
剤薬局、訪問服薬指導）／フォーラル（調剤薬局、訪問服薬指導）／医療法人社団富家会
富家病院（メディカルサポーテッドバイ富家病院）／みよの台薬局グループ（調剤薬局、訪
問服薬指導）／やさしい手（訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅 他）／ユニマットそよ
風（複合介護サービス施設「そよ風」の事業紹介）

設備・資材関連企業
アートプラン（自立支援型移乗介助ロボット「愛移乗くん」）／アイシム医療器（アルファダック
治療器）／因幡電機産業（無風冷暖房システム）／ウッディワールド（床材）／エー・アン
ド・デイ（バリアフリースケール、全自動血圧計、業務用体重計、通信機能付血圧計・体重計）／
永大産業（高齢者住宅向け建材）／A.D.A（輸入建材・家具・照明器具・備品）／青梅商工会
議所（見守りロボット、らくらくテーブル、ベッド車いす間移動応援器具）／オルフィックデザイ
ン（節電、省エネ、安全対策ガラスフィルム）／極東産機（浴室用畳・脱衣所用畳・居室用ウォッ
シャブル畳）／コイズミファニテック（施設用家具）／サンオート（福祉施設用高圧電位治療
器「スカイウェル」）／サンリミックス（クロス再生）／四国化成工業（内装材、外装材、舗装
材、エクステリア）／自立コム（ベルマンミノ、ジャンボプラス、セントラルアラート、ベルマンビジ
ットシステム等）／大建工業（高齢者向け建具・手すり・畳・床材）／タマツ（ステップバー框01
「玄関上がり框用ふみ台付手すり」）／東亜化学工業（微酸性電解水による施設内感染対策）
／東邦レオ（外壁落下防止機能と外断熱を組合せた外壁改修工法・施設の長寿命化と省エネに
貢献する壁の断熱工法）／東レペフ加工品（畳構造の樹脂性床材）／日本テクノ（電気の
「見える化」システムによる節電提案）／日本電子工業（引戸用採風電気錠「ケアロック」）／ノ
ダ（サービス付き高齢者向け住宅建材「床材・建具・収納・手すり等」）／ハイテクウッド（介護用
室内建具、介護用テーブル・椅子）／パナソニック エコソリューションズ社（太陽光発電シ
ステム・空間清浄機・エアイー）パナソニック ホームエレベーター（介護施設・高齢者住宅
向け小型エレベーター）／パル（住宅建材）／ピーエスグループ（施設用加湿器、除湿型放射
冷暖房システム）／飛騨産業（介護施設・高齢者住宅向け家具）／プールス（自動おしぼり機
「Purus」）／富士通テレコムネットワークス（緊急通報装置、特定火災通報装置）／フラン
スベッド（サービス付き高齢者住宅運営者への入居者向けベッド及び周辺家具）／本澤運送
（介護事業者向け新引越しシステム「引越し中に殺菌するトラック」）／メドー産業（エアーマッ
サージ器メドマー・医療用ストッキング）／モリタ防災テック、宮田工業（パッケージ型自動消
火設備スプリネックス、消火器、腰部サポートウエア「ラクニエ」ほか）／モリトー（介護リフト・車
搭載型リフト）

水回り関連企業
アクア（人工天然温泉「光明石」）／アサヒ衛陶（福祉専用キッチン、洗面化粧台）／アマノ（ア
ビット「扉収納式個浴」／エイブルバス・イー「リフト付個浴」）／オージー技研（ボランテ）／小
笠原（フリーユニットバス）／サイエンス（マイクロバブルトルネード入浴装置）／酒井医療
（iebath（イエバス）、パンジー）／ジェー・シー・アイ（高齢者住宅の「トイレのかたち」、フィンラ
ンドコルピネン社製手すり付洗面カウンター「ガイウスシリーズ」）／積水ホームテクノ（介護用
ユニットバス、洗面化粧台）／メトス（サ高住、介護施設向け介護浴槽）

介護予防機器・サービス関連企業
インターリハ（介護予防機器）／エクシング（高齢者向け音楽療法コンテンツ搭載カラオケシ
ステム「JOY SOUND FESTA」）／ザオバ（介護予防マシン「ニュークロス、ニューリカン」）／第一
興商（DK ELDER SYSTEM 「FREE DAM」）／富士ソフト（高齢者福祉施設で活躍するコミュニ
ケーションパートナーロボット「PALRO（パルロ）」／ホグレル（介護予防マシン「ホグレル」）

システム関連企業
オムロンヘルスケア（3G血圧管理システムによる健康管理と入居者見守り）／カウネット（介
護・医療業界向け間接材一括購買システム）／技研商事インターナショナル（介護施設・高
齢者住宅運営事業者向け商圏分析システム「Market Analyzer 介護バージョン」）／グッドツリ
ー（サービス付き高齢者向け住宅管理システム「ケア樹」）／都築電気（シルバーランド）／ティ
アックシステムクリエイト（コメットケア）／テクノスジャパン（定期巡回サービス向け「高齢
者ケア包括支援システム」と「認知症ケア」）／メディケアIT研究会〈大塚商会・ワイズマ
ン・ミロク情報サービス〉（メディケア業界ITソリューション「ワイズマン介護システム、シフト管

理システム、地域連携システム等」）／三菱電機ビジネスシステム（介護・福祉総合ITソリュー
ション「メルフェア」）／メディケアステーション（南部薬品）（地域の介護施設を拠点にネッ
トワークで安心をつくるシステム「スマートホームケア」）

見守りシステム関連企業
アイホン（緊急通報装置、福祉施設向けナースコール「NFX」）／岩通販売（高齢者住宅向け緊
急通報システム）／内田製作所（緊急通報システム）／エー・エス・ブレインズ（一人暮らし
高齢者の安否見守り装置）／ケアコム（CICSS-R5、CICSS-R3、ケア履歴管理システム）／NPO
法人在宅医療サポート協会（高齢者見守りサービス）／志幸技研工業（ネットミル見守り
サービス）／ジーコム（高齢者住宅・施設専用ケアコールシステム「ココヘルパＷ」、次世代在宅
用通報装置）／システムクラフト（シルバーエイジ、元気サポートシステム「元気リズム」）／タ
アロアエンジニアリング（起床センサ「離床センサー」、非接触ICカードリーダー及びカード回
収ボックス、無断外出防止マットアンテナシステム）／タケモトデンキ（超音波離床検知システム
「Care愛」）／テンタクルズ（認知機能補助見守りアラームセンサーシステム）／NAKAYO・ナ
カヨ通信機（高齢者住宅、介護施設用コミュニケーションシステム）／ニッテクメディア（無線
式ナースコール、LED調光システム）／ベイビッグ（高齢者向けテレビ電話システム「みまもりワ
ン」）／平和テクノシステム（Yuiコール「ナースコールシステム」）

介護施設・高齢者住宅運営サポート関連企業
アイエム（高齢者施設向け終活相談）／アイ・ティ・エス（スマイルカーリースによる福祉車両
の提案）／弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（介護事業者に必要な労務戦略と会
社防衛について）／アズワン（施設立ち上げ提案書、施設向けカタログ）／インフィック（介護
総合支援サービス）／王子ネピア ケアサポート事業本部（大人用紙オムツ）／キャリア・
サービス（日系フィリピン人介護スタッフ紹介）／グッピーズ（人材採用支援「グッピー求人」）
／グローバルシステムズ（介護予防・リハビリ）／さんぱつや（訪問理容美容サービス、ヘア
ーケア商品の卸し販売）／全国シルバーライフ保証協会（全国士業ネットワーク）／大真
（介護福祉施設ユニフォーム・食事用エプロン）／ネクスト（高齢者向け住宅検索サイト
「HOME'S介護」）／ハッチ（高齢者用寝具「pasem」）／ひかり陵苑販売総代理店 日本霊
廟（高齢者住宅の付加価値「都心型納骨堂」の提案）／ファミリー・ジョイ（介護衣料品カタロ
グ）／フォーク（ユニフォーム、ポロシャツ、白衣）

建築・コンサルティング関連企業
アーバンアーキテック（ご長寿くらぶ）／インキュベクス（訪問看護ステーション開業支援）
／FPコーポレーション（FP工法による健康高齢者住宅）／エム・エム・ピー・ジー総研
（介護事業支援サービス）／カナダ林産業審議会、日本木質トラス協議会（ネイルプレー
トトラスを使用した高品質・低コストの木造施設）／くらし計画（コンサルティング）／クレイズ
プラン（医療・介護施設、建築設計建築コンサルタント）／コスモスモア（高齢者住宅施設企
画・建築・デザイン／スチールハウス工法「S-moreシニア」）／サロンオールディーズ（介護予
防自動筋力トレーニングシステム「リハトレーナー」）／シスケア（サービス付き高齢者向け住宅・
有料老人ホーム開設コンサルティング）／すがろう（高齢者施設開設、運営サポート）／スター
コンサルティンググループ（介護施設運営コンサルティング）／積水ハウス（高齢者住宅・
介護施設の企画、建築および出店用地相談）／瀬戸建設、アセッツ（高齢者住宅・介護施設・ク
リニック等の事業企画・設計・建築）／大規模木造建築サービスセンター（介護施設の木造
化建築サービス）／大和ハウス工業（在宅復帰施設の提案）／パナホーム（高齢者住宅、有
料老人ホーム・クリニック等の設計、施工、リフォーム）／船井総合研究所（高齢者住宅開設・運
営コンサルティング、高齢者住宅研究会）／プラスPM（高齢者住宅企画・コンサルティング）／ミ
サワホーム（サ高住運営・設計・施工・介護リフォーム）

食事サービス関連企業
エレクター（保温・保冷ボックス）／おぎそ（Re-高強度磁器食器）／グローバルキッチン
（高齢者施設向け冷凍食材）／シニアライフクリエイト（高齢者向け調理済み冷凍食品）／ナ
リコマエンタープライズ（高齢者向けハイクオリティ食事提供システム）／日本医療食研
究所、マルコシ（給食・クックチル、クックサーブ、弁当）／のぞみ（高齢者施設向け食事サービ
ス）／ピーエス（高分子コラーゲン、グァバ茶）／ヨシケイ開発（高齢者施設向け惣菜宅配サー
ビス「ヨシケイキッチン」）

出　版
世界文化社（高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌「レクリエ」）／日経BP社（「日経ヘルス
ケア」医療と介護の経営情報誌）／日本医療企画（介護福祉経営士テキストシリーズ、介護ビジョン他）

特設コーナー
エムケーサポート（除菌・消臭「CELA水」）／新聞編集センター（定年時代）／スパテクノ
（高齢者施設向け足湯）／太陽化学（水溶性食物繊維「サンファイバー」）ダブル技研（除菌消
臭剤「ダブリンス」ほか）

主な出展企業と出展品目（項目別五十音順）



７
月
23
日（
火
）

7月23日（火）B会場（13：10～）
パネルディスカッション

本音トーク　有料老人ホームVSサービス付き高齢者向け住宅 未来を読む

パネリスト

新規参入企業が語る、介護マーケットの有望性と課題
 エスケアメイト（スズケングループ） 社長 杉山昭人

キャピタルメディカ 執行役員 中村健太郎
サンビナス立川（明治安田生命グループ）  社長 鈴木健之

パネリスト
アライブメディケア 専務 三重野真
長谷工総合研究所 上席主任研究員　吉村直子
（社）全国特定施設事業者協議会  事務局長 長田洋

介護ロボットが変わる
～施設導入メリットを検証～

行政・団体・その他 10:30→11:20

住み慣れた地域で安心して暮らせる高齢者住宅
～医療・看護・介護と連携した地域包括ケアの実現へ～

医療・介護連携関連 11:50→12:40

知らないと重大な事故に!!
介護スタッフの誤った薬の知識

医療・介護連携関連 13:10→14:00

地方都市・中山間地域における
地域包括ケアモデルの構築と実践

介護関連 14:30→15:20

今後の人口構造の変化が、
首都圏の医療福祉に及ぼす影響

医療・介護連携関連 15:40→16:30

Ａ会場
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首都大学東京　健康福祉学部 理学療法学科
人間健康科学研究科 理学療法科学域　教授　新田收

医療法人健康会　くにもと病院　理事長　國本正雄

ファーマシィ　在宅推進部　次長　孫尚孝

（社）全国老人福祉施設協議会理事・介護人材対策委員長
社会福祉法人青森社会福祉振興団専務理事　中山辰巳

国際医療福祉大学大学院　教授　高橋泰

東京都のサービス付き
高齢者向け住宅に対する取り組み

行政・団体・その他 10:30→11:20

大都市地域包括ケアの実現
～高齢者80万人都市 横浜市の挑戦～

行政・団体・その他 11:50→12:40

誰にも聞けない！高齢者にまつわる税金あれこれ
～最新の具体的事例をもとに～

金融関連 13:10→14:00

穏やかな死を支える在宅医療
～離島と都市部での実践から～

在宅医療関連 14:30→15:20

多世代共生を実現した「幼老統合ケア」
～高齢者の生きがい、子供の教育的効果～

医療・介護連携関連 15:40→16:30

Ａ会場

東京都福祉保健局　高齢社会対策部　在宅支援課長　新田裕人

横浜市役所　健康福祉局　高齢健康福祉部長　妻鳥一富

新宿総合会計事務所　副所長　杉江延雄

医療法人鳥伝白川会 ドクターゴン診療所　理事長　泰川恵吾

ウエルネス医療クリニック　院長　多湖光宗

成功する高齢者住宅の開発手法
～建設コスト上昇、競合物件を踏まえて～

建築・不動産関連 10:30→11:20

日本版ヘルスケアリート創設の行方
～高齢者住宅の証券化事例から～

金融関連 11:50→12:40

投資対象としての高齢者住宅・
施設の魅力と、投資判断のポイント

金融関連 13:10→14:00

介護ビジネスにも役立つ
「システマチックな人脈整理ノウハウ」

人材・マネジメント 14:30→15:20

地域密着型サービス付き高齢者向け住宅、
全国25棟を供給したご隠居長屋和楽久の収益性

建築・不動産関連 15:40→16:30

B会場

プラスPM　社長／一級建築士　木村讓二

新生銀行　ヘルスケアファイナンス部長　藤村隆

ヒューリック　アセットソリューション部長代理　高橋崇晃

富士テレコム　特命顧問　川勝晴夫

シスケア　社長　太田裕之

高齢者施設における外国人介護
スタッフ雇用・教育のコツ教えます

人材・マネジメント 10:30→11:20

地域高齢者を支えるリハケアネットワーク
～医療・福祉・介護による多職種連携～

医療・介護連携関連 11:50→12:40

施設の節電対策と老朽化を解決！
補助金活用の長寿命化改修で省エネ率30％実現

建築・不動産関連 13:10→14:00

医療・介護連携による認知症ケアの最新事例を紹介
～顧客満足度を高めるポイントを解説～

看取り・認知症関連 14:30→15:20

厚生労働省が考える
高齢者向け住まいのあり方

行政・団体・その他 15:40→16:30

C会場

社会福祉法人不二健育会　人事企画室長　村上隆宏

医療法人社団富家会　メディカルホームふじみ野
施設長　大竹裕

東邦レオ　外断熱事業部　副事業部長　和田清栄

医療法人好縁会　理事長　下山直登

厚生労働省　老健局高齢者支援課
高齢者住宅対策専門官　山口義敬

管理者なら知っておきたい 事例から学ぶ
介護事故・入居者クレーム対応方法

介護関連 10:30→11:20

高齢者住宅事業者のエリアマーケティング事例
～新規開設時の商圏調査と入居者募集時の販促方法～

介護関連 11:50→12:40

中国・アジアにおける日本式介護の挑戦
海外マーケット 13:10→14:00

3ヵ月でサ高住を満室にする成功法則を
一挙公開～実例に基づく7つのポイント～

介護関連 14:30→15:20

国立市を例にした
在宅医療連携拠点事業

在宅医療関連 15:40→16:30

D会場

介護と福祉のリスクコンサルタント　山田滋

技研商事インターナショナル　シニアコンサルタント　市川史祥

リエイ 海外事業開発部長・理愛（北京）企業管理諮詢有限公司
薫事　田中克幸

スターコンサルティンググループ　介護経営戦略室
代表コンサルタント　糠谷和弘

医療法人社団つくし会　理事長　新田國夫

満室経営を実現する全国士業ネットワークの活用ポイント
～身元保証人、成年後見人問題等を専門家が解決～

行政・団体・その他 10:30→11:20

看取りも可能 サービス付き
高齢者向け住宅は終の棲家に

看取り・認知症関連 11:50→12:40

今、改めて考える中国福祉市場との
向き合い方～中国福祉政策の最新事情～

海外マーケット 13:10→14:00

6年間で加盟600店舗
宿泊デイサービス事業拡大の秘訣

介護関連 14:30→15:20

地域包括ケアの新展開
～2025年をめざした諸改革の展望～

介護関連 15:40→16:30

F会場

全国シルバーライフ保証協会　代表理事　岩本克也

福祉ジャーナリスト　浅川澄一

wq  biz  planning 　代表　王　青

日本介護福祉グループ　副社長　斉藤正行

国際医療福祉大学大学院　教授
財団法人高齢者住宅財団　理事長　髙橋紘士

〝ケアなし〟サービス付き高齢者向け住宅への警鐘
～認知症、重度化への対策～

介護関連 10:30→11:20

在宅における嚥下機能評価の実際
～高齢者のADLを高めるために～

在宅医療関連 11:50→12:40

医療・介護連携関連 14:40→15:30

必ずうまくいく訪問看護のすすめ
～異業種でもできるステーション運営術～

医療・介護連携関連 15:50→16:40

E会場

国際医療福祉大学大学院　教授　竹内孝仁

医療法人慶春会　武蔵野わかばクリニック　歯科医院長　星野真

一般社団法人オフィス萩原　代表理事　萩原正子

要支援切り離しにも負けない、
これからの介護事業戦略

介護関連 10:30→11:20

認知症の人を在宅で支えるために
～認知症施策の動向を踏まえて～

看取り・認知症関連 11:50→12:40

医療・介護が変わる
～2025年へのロードマップ～

医療・介護連携関連 13:10→14:00

在宅生活の限界点高める
～和光市の地域包括ケアの取り組み～

行政・団体・その他 14:30→15:20

誰も語らない「地域包括ケア」の真実
～施策論点の整理～

介護関連 15:40→16:30

C会場

ねこの手　社長　伊藤亜記

高齢者施設で求められる いのちをつなぐ看取り援助
～「End-of-Life-Support住宅」の提言～

看取り・認知症関連 10:30→11:20

高齢者のADLを高める化粧療法のポイント
～認知症や介護予防にも効果～

介護関連 11:50→12:40

13:10→14:10

安心できる仕組みをつくる～リハビリテーション
機器メーカーが提案する自立生活ソリューション～

介護関連 14:40→15:30

介護事業者が知っておくべきトラブル事例と
解決方法～会社を守る！入居者を守る！～

行政・団体・その他 15:50→16:40

B会場

社会福祉法人ファミリー　特別養護老人ホームハピネスあだち
理事・法人本部長／施設長　小川利久

資生堂　リサーチセンター　医学博士・介護福祉士　池山和幸

酒井医療　在宅事業部長　松本明彦

地域包括ケア・医療連携・医福連携
実現に向けたIT基盤の構築

メディケアIT研究会　大塚商会

弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
執行役員・弁護士　長谷川桃

パネルディスカッション
どうなるこれからの有料老人ホーム
～認知症ケア・入居一時金制度・看取り～

13:10→14:10

パネルディスカッション
新規参入企業が語る、

介護マーケットの有望性と課題

海上寮療養所／桜新町アーバンクリニック
医師　上野秀樹　（内閣府　障害者政策委員会委員）

国際医療福祉大学大学院　教授　武藤正樹

埼玉県和光市　保健福祉部長　東内京一

ウエルビー　社長　青木正人

国土交通省の
高齢者住宅施策について

行政・団体・その他 10:30→11:20

施設での終末期ケア・看取りを支えるために
～在支診との連携はどうあるべきか～

在宅医療関連 11:50→12:40

在宅医から視た医療連携ノウハウ
～無用なトラブルを防ぐためのポイント～

在宅医療関連 13:10→14:00

投資ファンドが本音で語る
「買える物件・買えない物件」

金融関連 14:30→15:20

大競争時代を勝ち抜く
高齢者住宅の経営方法を教えます！

介護関連 15:40→16:30

D会場

国土交通省　国土交通省住宅局安心居住推進課
企画専門官　江田頼宣

医療法人社団悠翔会　理事長／診療部長　佐々木淳

医療法人社団雅会　山本病院　院長　山本雅宏

オライオン・パートナーズ・ジャパン
シニアディレクター　松田潔昌

くらし計画　社長　岸本吉史

3年間で1500床増、年間新卒採用1000名体制へ
～湖山医療福祉グループの拡大戦略～

介護関連 10:30→11:20

介護事業者必見！入院ゼロへ向けた誤嚥・転倒
防止へのアプローチ～VEは本当に必要なのか？～

在宅医療関連 11:50→12:40

これでもう建設会社選びで失敗しない
知っておきたい33の成功事例

建築・不動産関連 13:10→14:00

リハビリ特化型デイ150店舗の運営ノウハウを公開
～科学的根拠のある運動プログラムで8割が機能改善～

介護関連 14:30→15:20

アクティブシニアが考える理想の住まい方・
暮らし方～国内外の先駆的事例に学ぶ～

海外マーケット 15:40→16:30

E会場

湖山医療福祉グループ　代表　湖山泰成

デンタルサポート　福士勇人（理学療法士）／渡邉美紀（言語聴覚士）

船井総合研究所　高齢者住宅ビジネスコンサルティングチーム
チームリーダー　鈴木精一

イー・ライフ・グループ　代表　小川義行

三菱総合研究所　プラチナ社会研究センター
主席研究員　松田智生

医療機能分化と高齢者住宅の役割
～医療機関・介護事業者のこれから～

医療･介護連携関連 10:30→11:20

特養から在宅復帰支援の取り組み
～自立支援の事例紹介～

介護関連 11:50→12:40

介護事業者の収益を高める
薬局経営のメリット

医療･介護連携関連 13:10→14:00

ノーリフトで変わる介護
～施設のリスクマネジメント術～

介護関連 14:30→15:20

サービス付き高齢者向け住宅を
核にした大型団地再生ノウハウ

行政・団体・その他 15:40→16:30

F会場

ホワイトボックス　社長／公認会計士・税理士　石井友二

社会福祉法人正吉福祉会　世田谷区立きたざわ苑
施設長　岩上広一

うさぎ薬局　社長　白石誠一郎

社団法人日本ノーリフト協会　代表　保田淳子

東京都住宅供給公社　少子高齢対策部長　狩野信夫

7月24日（水）E会場（13：10～）
パネルディスカッション

受講は先着順（無料）ですので、当日はお早めにご来場下さい。各セミナーの定員は80名前後となっております。リーフレット1枚で2日間どの講演も受講可能です。
※セミナーの内容・講師・時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。※セミナーで配布する資料には限りがございます。予めご了承ください。※会場内での撮影・録音等は他の来場者の方のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

受講方法

高齢者住宅セミナー全58講座＋パネルディスカッション2講座（敬称略）
先着順 聴講無料　
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