メディケアフーズ展2017
開催結果報告
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UBMメディア株式会社

開催概要
名称：メディケアフーズ展2017（第9回）
会期：2017年1月25日（水）・26日（木） 10：00－17：00
会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール
来場者数：約14,213人 （前回：14,081名）
出展社数：141社・168小間 （前回：149社・184小間）
主催：UBMメディア株式会社
後援：
農林水産省、東京都
協賛：
公益社団法人日本栄養士会
公益社団法人東京都栄養士会
一般社団法人日本介護支援専門員協会
特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会
公益社団法人東京都介護福祉士会
一般社団法人日本言語聴覚士協会
日本ホームヘルパー協会
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
公益社団法人全国有料老人ホーム協会

出展企業一覧（141社）
アイサービス(株)
(株)アイネス
(株)青木光悦堂
青山通商(株)
あぐりこまち(株)
旭(株)
(株)アジア食品
アスザックフーズ(株)
(株)市川園
今岡製菓(株)
(株)宇治園
(株)エス・エム・エス
(株)エス・シー・テクノ
(株)エフ・エム・アイ
(株)大潟村あきたこまち生産者協会
(株)大道産業
大森ヘルスケア(株)
(株)オカフーズ
(株)おぎそ
押尾産業(株)
おしどり調剤薬局(有)
(株)おとうふ工房いしかわ
(株)小名屋
小野食品(株)
オーストラリアンキャロブ日本代理店
海商(株)
(株)活亜興
(株)勝美ジャパン
株式会社クリニコ/森永乳業株式会社
河本食品(株)
紀州田辺うめ振興協議会
キッコーマン食品(株)
キッコーマンソイフーズ(株)
キユーピー(株)
(株)極洋
クックデリ株式会社
(株)九戸村ふるさと振興公社
(株)くらこん
(有)クリスターコーポレーション
グローバルキッチン(株)
ケイエス冷凍食品(株)
株式会社ケイロン・ジャパン
コンビ(株)
(株)サカタフーズ
(株)さわ

施設給食の人手不足解消とコスト削減を実現するお食事提供プランの提案です
栄養管理ソフト「栄養マイスターOnline」
高齢者施設様向けおやつの月間宅配システム
医療・福祉向けの冷凍・冷蔵・常温の三温度代の商品を展示
在宅高齢者向けのおかゆ18種とスマイルケア食青マーク1種
スーパーブレンダー・スーパーブレンダーtiny・ソフト食専用シリコン型
液状とろみ剤・とろけるパン・うどん麺・チャンポン麺・とろける白玉
水をかけるだけの簡単・安全調理のお惣菜。カット済みフリーズドライ食材。
安心・簡単・便利、美味しいティーバッグ
しょうが湯、くず湯、レモネード等 お湯やお水に溶かす粉末飲料。
インスタントのお茶ととろみ剤がブレンドされた商品です。
介護メディアの紹介と栄養士による遠隔食事指導の事例紹介を実施します。
革新的テクノロジー「マグネットギア」を採用した業務用調理機器
おいしさそのままL1から細かく柔軟に対応。嚥下食に最適な厨房機器。
グルテンフリー食品（パスタ・パスタソース・カレー等）、レトルト食品
粘体定量自由成形機、七日煮込み鍋、アレルギーレスの麺
抗アレルギー作用が立証された「ちしゃとう」
骨取切身百選Plus・ふんわり漬魚・他
リサイクル強化磁器
レトルト対応スパウトパック
調剤薬局が開発した、健康食品
おとうふ屋さんが提案する、栄養機能食品の試食を行います。
魚の切身と魚卵、貝類などの水産物おいしさと安全性を何より重視した製品です
やわらか煮魚・ふっくら焼魚シリーズ（調理済冷凍食品）
抗アレルギー、抗酸化物質、食物性栄養素に満ちた天然のスーパーフード。
魚屋が作ったおいしい介護食
生命がゆ、生命紅景天、梅干し、ヒマラヤ岩塩
スチベジ製法、メディカルカット、冷凍蒸野菜
森永乳業及び森永乳業病態栄養部門の新製品をご紹介させて頂きます。
梅干・梅酒・ねり梅
嚥下困難者のＱＯＬを向上させる為の種が無く口腔内で容易に溶ける梅干様食品
キッコーすりおろしシリーズ?減塩しょうゆ?業務用うちのごはんシリーズ
冷凍魚肉練製品と大豆加工製品のご紹介～やわらか食・時短おすすめ商品～
病院・施設向けやわらか食、栄養補給食の展示及び紹介
忙しい調理現場のお役立ち「だんどり上手シリーズ」
介護施設向け調理済み食材お届けサービス
あま茶・あま茶関連製品の展示（あま茶試飲サービスあり）
『唾液を分泌させる』をコンセプトにした昆布、乾燥したチップ状のとろろ昆布
凍結含浸専用調味料TORON、備蓄用やわらか介護食缶詰「やわら缶」
高齢者施設向け「完全調理済み冷凍食材」のご提案
肉だんご、和風総菜のＵＤＦ商品を出展
食物繊維高含有食品ケイロックス
免疫調節乳酸菌『EC-12』のエビデンスと介護向け新製品をご紹介します。
糖質カットハンバーグ
木頭ゆずのマイクロペースト及びマイクロペーストを活用した冷凍食品

出展企業一覧
(株)サン科学
(株)三久食品
サン・クロレラ販売(株)
四国医療サービス(株) シンセイフード事業部
(株)島津製作所
(株)シルバー産業新聞社
神栄(株)
(株)ジャパンデリバリーサービス
女子栄養大学
須賀工業(株)
スリーライン(株)
(株)セイシン企業
(有)せんしん
大成ラミック(株)
タイヘイ(株)
医療法人社団高輪会（訪問歯科）
(有)食養の杜とやま
(有)多摩精機
大東亜窯業(株)
(株)大福食品工業
(株)大冷
(株)天六穀
テーブルマーク株式会社
東京食品機械(株)
東京ファインフーズ(株)
(株)東陽機械製作所
東洋ライス株式会社
豊橋市健康栄養食品
堂本食品(株)
内外マシーナリー(株)
中山福(株)
長崎地区蒲鉾水産加工業産地協議会
(公財)長野県テクノ財団
(株)ナリコマエンタープライズ
ニチワ電機(株)
日清オイリオグループ(株)
日新シール工業(株)
新田ゼラチン(株)
日東ベスト(株)
日本製粉(株)
(株)日本医療企画
(公)日本栄養士会
日本介護食品協議会
日本ケアミール(株)
日本食菌工業(株)

レオメーター ＣＲ－３０００ＥＸ、レオメーター ＣＲ－１００
プロこだわりの食材を、簡単な調理でご使用いただけます。
サン・クロレラＡ等の主力商品、くらぶ商品に新発売のクロレラうどんをご紹介
医療・福祉の食事提供の仕組を考えるロングライフチルド・フリーズ食材
介護食の安全性試験や機能性成分分析に用いられる装置と評価事例を紹介
シルバー産業新聞／介護の日しんぶん／ねんりんピック新聞など
助っ魚 魚衛門シリーズ、自然解凍品焼き魚シリーズ、骨なし切身、冷凍野菜
お弁当をお届けする宅配用バイクや電動アシスト自転車を実車展示致します。
高齢者食に関する本に加え、食事療法・健康情報の本を展示販売します。
電解次亜塩素酸水生成装置：KOGANEI超！おててきれい
業務用メラミン食器・ユニバーサルデザイン食器・自助食器
新アルファ米 「おいしいなめらか白粥」
糖質制限ダイエットのための乾麺「ソイデスリム」を展示します。
切らずに簡単 折って押すだけ簡単開封 ぷちっとパウチ
高齢者施設様向け食材サービス
"『訪問歯科診療』咀嚼力の判定とお口の水分量を測定"
栄養機能性食品「声とおる」、立山の薬ぜん五穀押し寿し、きなこ豆、米
トロミ測定装置（嚥下障害者の摂食を支援する食品のトロミ度の測定装置）
軽くて、強くて、美しい／新軽量強化磁器製食器「おかるのキモチ。」
イラストや文字が入ったスマイルコロッケとスマイルシートで食事を華やかに。
楽らくクックシリーズ新魚種他、Boiled Meat、Soft Fish
健康食品 天六穀
高齢者向けUDF商品「やさしい口福」シリーズを主とした冷凍食品
見た目にもおいしい介護食パッケージと冷凍～電子レンジ対応トレーのご案内
災害備蓄用非常食（紙コップパン、やわらかラスク）
液体・粉体対応可能なスティック・四包シール充填包装機をご案内します。
最新の技術による高付加価値米の提供
愛知県豊橋市の伝統食品をスマイルケア食として提案します
元気高齢者向け「ＵＤＦ区分」取得の噛み砕きやすく、とってもおいしいお惣菜
ぶどうの力でお肉や魚介をやわらかくジューシーにする調味料「ヴィネッタ」
割れない（割れにくい）お皿
EPA・DHA入りの練製品と減塩・減糖・リン酸塩無添加の三減かまぼこ
乳酸菌の働きで、高品質化と50％減塩に成功した味噌と、旨味付加の醤油豆。
自社開発の非常食「ひまわり非常食」を出展します。介護食の非常食も出展
料理の最高な仕上がりを実現した再加熱・新調理関連機器を豊富に展示。
MCT（中鎖脂肪酸油）関連商品、トロミ・ゼリー調整食品
吸湿、酸素吸収パッケージ（参考出展）、箱型軟包装、等各種軟包装資材
ゼラチンＲＲ、コラーゲンプロ
噛む力が弱くなった方・飲み込む力が弱くなった方向けの商品のご提案
アマニ関連商品、口腔ケア素材、運動サポート素材 他
新資格「栄養経営士」をはじめ、業務に役立つ書籍・雑誌を販売しております。
公益社団法人日本栄養士会 栄養ケア・ステーション事業のご紹介
ユニバーサルデザインフード製品の施設や病院等での活用例について紹介
舌でつぶせる介護食「ムーミーくん」
"免疫力向上、姫マツタケ商品メタボ予防、サーモン・オバリー・ペプチド"

出展企業一覧
日本食研ホールディングス(株)
こだわりの柔らかうなぎのご紹介
日本豆乳協会
豆乳
ニュートリー(株)
栄養療法食品ならびに嚥下障害対応食品
農食タユトマ
無塩食物繊維たっぷりだし（みんなのだし）
農林水産省／(公財)食品流通構造改善促進機構 「スマイルケア食」マーク表示について
(株)ノーベル
乳酸菌＋栄養補給ができる「サプリメント型乳酸菌飲料」のご提案。
(有)白水舎乳業
"ニッポンをもっと元気に！牛乳屋さんのスーパーあまざけ百白糀"
(株)林原
病院給食、介護食の課題を多機能糖質「トレハ」で解決！
パワフル健康食品(株)
栄養素補給に美味しいゼリーサプリやトロミ飲料の受託製造ＯＥＭ
秀長水産(株)
機能性調味料で、養殖真鯛の粉末入り味噌及びエキス入り醤油
(株)平八
胡麻豆腐など“和”を中心とした食品
(株)平松食品
つくだ煮を手軽に味わうことができる「ジュレタイプ」を展示します
広島県立総合技術研究所 食品工業技術センター 凍結含浸食品の普及情報・臨床データの紹介
琵琶水産(有)
骨までやわらかく炊きあげた煮魚と琵琶湖産小魚の佃煮
(有)ビーエムステーション
玄米スープ、玄米コーヒー
(株)ファイン
嚥下補助食品、栄養補助食品など
(株)ふくなお
咀嚼に障害のある方だけでなく、健康な方も一緒に食べれる美味しいやわらか食
(株)古川製作所
施設・厨房現場における凍結含浸法の調理実演。
(株)フーヅリンク
高齢者様向け調理済み食材【クックパック】をご提供致します。
(株)北洋本多フーズ
凍結含浸法による柔らか食
(株)ボルケイノ
コウソブンカイバー（酵素によって果物や野菜などを分解する特許技術）
正氣屋製菓(株)
ご高齢の方が、一日の和みの時間を豊かにする”おやつ”を、沢山御紹介します
(株)ますやみそ
甘酒、無塩みそ、広島赤十字病院監修みそのメニュー提案の試飲・試食
松岡水産(株)
さば味噌煮や銀鮭塩焼き等、真空パックになった骨とり調理済み煮魚・焼魚
まつや(株)
お湯の量でやわらかさ自在の介護用即席おかゆシリーズ
マルコメ株式会社
甘酒125mlパック・甘酒１Lパック・大豆のお肉レトルト
(株)マルハチ村松
様々な摂食嚥下レベルに対応可能な介護食素材と、減塩に最適なだしをご紹介。
マルハニチロ(株)
病院施設向け及び在宅向け介護食、切身等
三島食品(株)
見た目そのままにやわらかい「りらく」シリーズ、ペースト製品、赤しそ商品
三菱商事フードテック(株)
耐熱性ゲル化剤各種（電子レンジ可）、肉・魚・野菜用の軟化剤、低蛋白パン等
(有)宮城商店
ご飯が楽しく美味しく食べられるお手伝いを♪国産野菜・山菜の漬物、佃煮
(有)宮崎商会
含浸凍結法等を使用し、柔らかく仕上げました製品のご紹介、試食。
(株)武蔵野フーズ
糖尿病食・腎臓病食・やわらか食の宅配商品
(株)メディアフレックス
元聖隷三方原病院の金谷節子先生による嚥下食レシピ集の販売
茂木食品工業(株)
歯ぐきや舌で押しつぶせる。口の中で崩れる食感のほろっと崩れるこんにゃく。
森永乳業(株)
森永乳業及び森永乳業病態栄養部門の給食向け製品をご紹介させて頂きます。
(株)ヤクルト本社
ソフール元気ヨーグルト
ヤクルト薬品工業(株)
ガラクトオリゴ糖（オリゴメイト）、キノコ軟化用酵素（セルラーゼＦ－１）
ヤマカノ醸造(株)
白神こだま酵母の新規調味料「豆乳発酵調味料」健康志向の商品開発しませんか
(株)山口水産
"日々の食事でCa・DHA・EPA強化機能性魚ペースト・スープ・デザート"
(株)山電
食品テクスチャー試験器 えん下困難者用食品・UDFなどの基準判定ソフト
(株)ヤヨイサンフーズ
病院・施設向け業務用と在宅向け「介護食」を出展致します。
ユニテックフーズ(株)
最新の増粘多糖類の知見を活かした介護向けゼリー及び高齢者向け機能性素材
Unifiller Japan(株)
液体・高粘度ペースト・固形食材を定量計るコンパクトな充填機です。
ユニフーズ(株)
ベトナム産の冷凍野菜、自然解凍OK冷凍野菜、便利な調理済み冷凍野菜など
横井チョコレート(株)
砂糖糖類０ｇ高カカオポリフェノール100％クーベルチュールチョコ

セミナー 一覧
嚥下障害があっても住み慣れた地域で暮らしていくために
野本達哉氏（医療法人社団永生会 永生病院 TQMセンター長・医療技術部長）
栄養経営士の可能性を考える～新しい資格の誕生が与える栄養部門へのインパクトとは～
宮澤靖氏（一般社団法人日本栄養経営実践協会 代表理事、社会医療法人近森会 近森病院臨床栄養部長）
市販介護食品を取り入れた栄養食事指導
工藤正美氏（医療法人財団緑秀会 田無病院 栄養科科長）
新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について
西山祐里江（農林水産省食料産業局 食品製造課企画班 企画第2係長）
サイエンス性とアート性で食の未来を拓く
金谷節子氏 （金谷栄養研究所 所長、聖隷クリストファー大学 非常勤講師）
ユニバーサルデザインフードの活用法 ～現場で役立つ具体的活用例～
富松浩美（社会福祉法人松栄会 特別養護老人ホーム デイサービスセンター 栄養課主任、管理栄養士・臨床栄養士）
経営改善!食事サービスにおける人手不足対策（生産性向上）と、HACCP義務化への投資の見極め方
新調理システム推進協会 特別セミナー
結果につなげる糖尿病栄養食事指導～ブームの食事療法から合併症抑制の食事療法まで～
原純也氏（日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 栄養課 課長）
超高齢者社会におけるスキントラブルに有効な臨床栄養管理とは？
水野英彰氏（医療法人悦伝会目白第二病院 副院長、日本静脈経腸栄養学会 認定医）
その食形態は対象者の口に合っていますか？（嚥下機能と嚥下食の対応）
牧野日和（愛知学院大学 心身科学部 健康科学科講師 言語聴覚士・認定心理士・歯学博士）
慢性腎臓病の食事療法 ―その理論と実際―
菅野丈夫氏（昭和大学病院 栄養科 科長補佐）
介護食品、高齢者食品は数少ない成長市場
加藤肇氏 （株式会社矢野経済研究所 フード・ライフサイエンスユニット ユニット長、理事研究員）
これからの時代に必要な管理栄養士 ―新制度始まる―
前田佳予子氏 （武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科 教授、一般社団法人日本在宅栄養管理学会 理事長）
地域包括ケアに向けて ～認定栄養ケア・ステーションの始まり
田中弥生氏（駒沢女子大学 人間健康学部健康栄養学科 教授、公益社団法人日本栄養士会 常任理事）
今一度考えてみよう！ 現場のニーズに合わせた形態食の心得3か条
麻植有希子（ワタミ株式会社 健康長寿科学栄養研究所 所長）
地域包括ケアに向けて ～認定栄養ケア・ステーションの始まり
田中弥生（駒沢女子大学 人間健康学部健康栄養学科 教授、公益社団法人日本栄養士会 常任理事）
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