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開催結果報告書
開催概要
名
称： メディケアフーズ展 ［第10回］
会
期： 2018年1月24日（水）・25日（木） 10：00-17：00
会
場： 東京ビッグサイト 西3・4ホール
出 展 規 模 ： 262社／309小間 （併催展を含む）
来 場 規 模 ： 14,237名 （前年14,213名、併催展を含む）
同 時 開 催 ： 高齢者生活支援サービス展、保険外サービス展、統合医療展
主
催： UBMジャパン株式会社
後援・協賛： 農林水産省、東京都、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
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来場者属性

⑨自治体・官公庁 5.2％

⑧製造・その他企業
17.7％

⑦医薬流通 7.9％
（薬局・薬店、
医薬・医療機器卸）
⑥食品流通 17.4％
（給食・配食、小売・卸）

①介護・高齢者施設
16.6％
②在宅介護事業者
11.1％

14,237名

①②③
医療・介護関係者
40.2％
③病院・リハビリ施設
12.5％
④治療院・健康施設
5.3％

⑤介護流通 6.3％

①②③医療・介護関係者の属性
●経営者・理事長・施設長・
事務長・管理者

29.9％

●サービス・設備導入・購買
責任者／担当者

12.5％

●院長・医師

4.3％

●ケアマネージャー

6.8％

●看護師

3.9％

●管理栄養士・栄養士
●理学療法士・作業療法士
●介護職員・その他

28.9％
3.2％
10.5％
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出展企業・団体一覧
アイサービス(株)

完全調理済食材による高齢者施設向け配食サービス及び冷凍弁当のご提案。

(株)青木光悦堂

高齢者施設様で便利なお菓子の宅配システム

青山通商(株)

メディカル食品用 冷凍野菜・チルド野菜・漬物・煮豆・デザート

秋田県稲庭うどん協同組合

日本三大うどん「稲庭うどん」の伝統的な食べ方を商品化した「まごうどん」

(株)アグリセールス

カット野菜、加工野菜

旭(株)

ブレンダー・フードプロセッサー

(株)アジア食品

やわらかいパン・麺類・とろみ調整食品等

アスザックフーズ(株)

乾燥食品(FD・AD)野菜・フルーツ各種、味噌汁具・スープ具

(株)エス・シー・テクノ

高度な嚥下食づくりのための最新ミキサー/大容量5Lのフードプロセッサー

(株)エフ・エム・アイ

パコジェット・ロボクープ・イリノックス

大塚製薬(株)

栄養補助食品・電解質補給製品のご案内

(株)太堀

冷凍・冷蔵・常温のお惣菜を幅広く取り扱っております。

(株)大道産業

七日煮込み鍋

大森ヘルスケア(株)

野菜としては「世界で初めて」抗アレルギー作用が立証された「ちしゃとう」

(株)オカフーズ

完全調理済の煮魚/焼魚・調味済切身・他

(株)おぎそ

リサイクル強化磁器

(株)小名屋

魚の切身、塩干品等

小野食品(株)

やわらか煮魚・ふっくら焼魚(調理済み冷凍食品)

(株)オリエンタルベーカリー

施設向個包装食パン・ロールパン・無塩パン

(株)海渡

調理済み骨なし焼魚・煮魚の提案等

カゴメ(株)

野菜の力を在宅・施設・病院にお届けします

(株)活亜興

生命がゆ、生命紅景天、梅干し、ヒマラヤ岩塩

(株)勝美ジャパン

スチベジ製法、メディカルカット、冷凍蒸野菜

勝山ネクステージ(株)

中鎖脂肪酸油100%「仙台勝山館MCTオイル」

(株)カネカ

メディケアフーズ素材、カネカヒッププロテクター、カネカサーファクチン

(株)かわまん商店

琉球薬膳食のレシピから作った介護補助食としての沖縄もずくドリンク

河本食品(株)

梅干・ねり梅・梅酒

キッコーマン食品(株)

①キッコーすりおろしシリーズ②テトラパック商品③業務用小容量商品

キッコーマンソイフーズ(株)

カット済シリーズと小分けシリーズのご提案

キユーピー(株)

施設向け栄養強化食とタマゴ加工品の展示

(株)極洋

人手不足に対応「だんどり上手」シリーズ お楽しみ献立「すしネタ」シリーズ

クックデリ(株)

介護施設向け調理済み食材お届けサービス

(株)九戸村ふるさと振興公社

あま茶、あま茶関連製品

(株)クラレ

ガスバリア性プラスチック樹脂/フィルム

(有)クリスターコーポレーション

凍結含浸専用調味料「TORON」

(株)クリニコ／森永乳業(株)

森永乳業(株)、及び(株)クリニコの製品のご紹介

群馬県

群馬県内の食品製造企業の紹介

(株)糀屋

甘酒・味噌などの糀加工の健康食品

希望食品(株)

アルファ化米(乾燥米飯)と乾燥粥

(株)YFKジャパン

介護用消臭ゼリー状食品「デオライフ」

ケイエス冷凍食品(株)

ミートボール、和風総菜類、デザート類

(株)ケイロン・ジャパン

治療用食品(ケイロックス)

コンビ(株)

体内時計に着目したネムノス、ポリアミン高含有ソイポリア、乳酸菌含有食品

三栄源エフ・エフ・アイ(株)

メディケア食の課題を解決する技術と素材

(株)三和製玉

鶏卵加工食品（玉子焼・オムレツ）

(株)シーガル

国内・宮崎の骨抜き魚をオーダーメイド調理で提供します。ホットパック包装
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出展企業・団体一覧
四国医療サービス(株) シンセイフード事業部 ロングライフチルド・フリーズ商品・各種OEM取扱
シップヘルスケアフード(株)

高齢者の方に特化した完全調理済み商品

(国)島根大学／(株)さんわファクトリー 腎不全、人工透析患者用低カリウムメロン
島貿易(株)

機能性原料全般

女子栄養大学

嚥下・咀嚼が困難な高齢者、認知症の方の食事の対応に関する書籍・雑誌を販売

(株)シルバー産業新聞社

シルバー産業新聞/介護の日しんぶん

神栄(株)

冷凍（骨なし切身、野菜、調理品）

須賀工業(株)

KOGANEI 超!おててきれいは、次亜塩素酸水を生成装置です。

スリーライン(株)

業務用メラミン食器「新調理対応再加熱食器」「自助食器」など

(株)生活デザイン研究所

嚥下食・介護食総合情報サイト「嚥下食ドットコム」

全国新同和食肉事業協同組合連合会 抗生物質フリーの豚肉、微生物消臭剤
全国農業協同組合連合会（JA全農） 国産米のライスミルクを使ったレシピ提案
大成ラミック(株)

ぷちっとパウチ・Inst Pouchなど新形状小袋

大東亜窯業(株)

新軽量強化磁器製食器 美濃美人「おかるのキモチ」

タイヘイ(株)

高齢者施設様向け食材サービス

(株)大冷

楽らくクックシリーズ、自然解凍シリーズ、UDF商品など

(株)タスカル

介護施設向け食材＆消耗品カタログ（無料進呈）

(有)食養の杜とやま

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

中央化学(株)

スチコン対応、ワンウェイのプラスチック食品容器

テーブルマーク(株)

UDF商品等、加工済み業務用冷凍食品

天洋社薬品(株)

スティックゼリーサプリメント、粉末飲料

(株)天柳

おそうざいムースとフランス料理風刻み食のご紹介です。

東京食品機械(株)

目にもおいしいパッケージづくりのご提案

東京ファインフーズ(株)

災害備蓄用非常食(紙コップパン、やわらかラスク)

堂本食品(株)

元気高齢者向けやわらか和惣菜「思いやり堂本便」シリーズ

(株)東陽機械製作所

液状スティックスタイル

内外マシーナリー(株)

ケフィア配合食物繊維新商品と肉魚介軟化調味料

長崎地区蒲鉾水産加工業産地協議会 シイラバーグ、ジャコすり身、減塩蒲鉾
ニチワ電機(株)

高品質な仕上りを実現！熱風蒸気式再加熱器

ニッシン・グルメビーフ(株)／全国食肉輸出入事業協同組合連合会
酵素を使いやわらかくジューシーな食肉製品 健康応援倶楽部シリーズ
日清医療食品(株)

セントラルキッチン方式の食事サービス ～モバイルプラス・やわら御膳～

日清オイリオグループ(株)

MCT(中鎖脂肪酸油)関連商品、トロミ・ゼリー調整食品等

日新シール工業(株)

吸湿・酸素吸収フィルムや箱型状軟包装材など

新田ゼラチン(株)

ゼラチンRR、コラーゲンプロ、ジェラーレ、ニューシルバー、ふわあわEG

日東ベスト(株)

見て食べて美味しい、やわらか食のご紹介

(株)日本医療企画

「栄養経営士」テキストシリーズ、国民の栄養白書 他

日本介護食品協議会

施設等給食向けUDFの試食等を通じた紹介

日本ケアミール(株)

舌でつぶせるムース食の展示試食を致します。

日本食研ホールディングス(株)

こだわり鰻のご紹介

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

農林水産省

スマイルケア食

林兼産業(株)

ソフト食素材「ソフミート」、四季折々を彩る和菓子、嚥下に配慮したゼリー等

(株)林原

トレハと林原の健康4素材のメディケアフーズへのご紹介(金谷ラボ内に出展)

(株)廣八堂

カット済 冷凍やわらか胡麻どうふ

(株)ファーム

経口補水液、ミネラルウォーター
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(株)ファイン

嚥下補助食品、栄養補助食品、水分補給パウダーなど

(株)フーヅリンク

高齢者施設様向け調理済み食材『クックパック』のご案内(株)ふくなお

緒に食べられる安心でおいしい介護食(やわらか食)。
不二製油(株)

特許取得済の調理油のご紹介。呈味増強効果で減塩食においしさをプラス。

(株)Fujitaka

温冷配膳車、介護食器

(株)古川製作所

真空含浸装置、真空包装機の出展と凍結含浸調理実演・試食提供。

(株)ベスト

介護用ソフト食(個人向・在宅向)

(株)北洋本多フーズ

凍結含浸法による柔らか食

松岡水産(株)

加熱調理済み煮魚焼魚

まつや(株)

お湯で簡単調理&amp;やわらかさ調整可能な、即席おかゆ・備蓄食

(株)マブチ・エスアンドティー

手袋除菌システム ソルパット、ソルパットmini、入退室管理システム

(株)丸金

味付たまご(スマイルケア食:青色)PR

マルコメ(株)

病院・介護向けの栄養補給用として甘酒を出展

(株)マルハチ村松

介護食素材、煮こごり、だしパック、だしの素類

マルハニチロ(株)

病院施設・在宅向けの介護食及び骨なし切身

(株)丸菱

低糖質スイーツ・パン、OEMサポート・サービス

三島食品(株)

新商品を含むりらくシリーズ・ペースト製品、その他季節ごはんの素等

(株)三倉食品

沖縄低糖質麺

三菱商事フードテック(株)

腎臓病患者向け低蛋白食、耐熱性ゲル化剤(レンジ可)、肉・魚・野菜用軟化剤

(株)宮崎商会

凍結含浸法を使った柔らか食材・惣菜の紹介

ミヨシ油脂(株)

介護食づくりをサポートする油脂素材

ミリオン(株)

ながいもエキス入り口腔用スプレー

(株)メディアフレックス

「嚥下食レシピブック」の販売

茂木食品工業(株)

ほろっと崩れるこんにゃく（冷凍対応タイプ）

森永乳業(株)

森永乳業(株)、及び(株)クリニコの製品のご紹介

(株)八重洲ライフ

高齢者施設様向け健康長寿応援食

(株)ヤクルト本社

ヘルスケア給食向けの乳製品、飲料の展示

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」

(株)山形屋商店

仙台麩 スライス業務用250g

(株)ヤマダフーズ

病院・介護施設用のきざみ納豆、納豆ペースト

(株)山電

えん下困難者用食品、UDF等の基準判定測定器

(株)大和バイオテック

抗生物質フリーの豚肉、微生物消臭剤

(株)山福

和食をメインとした高齢者向けの味付けとやわらかい食感でたべやすい商品

(株)ヤヨイサンフーズ

やわらか食(冷凍)。蒲焼風ムース、フライ風・天ぷら風ムースなど。

(株)ユニーク総合防災／(株)にんべん にんべんの鰹節使用長期保存だしがゆ5種
Unifiller Japan(株)

充填機、及び移送ポンプ

ユニフーズ(株)

冷凍野菜、冷凍調理食品

横井チョコレート(株)

AICショコラ、キシリチョコ

(株)ライフプロモート

減塩調味料シリーズ

(株)YSフーズ

レトルト煮魚商品

健康な方も一
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● 「省力化改革！これからの人手不足に対応する、食事運営の選択肢と試食会」
西耕平 （（一社）新調理システム推進協会 事務局長、ニチワ電機（株）常務取締役 コンサルティング部長）

● 試食セミナー 「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2～」
富松浩美 （特別養護老人ホームひまわりの丘 栄養科主任・管理栄養士 臨床栄養士）
協賛：日本介護食品協議会

● 「HACCPによる衛生管理の制度化の検討状況について」
岡崎隆之 （厚生労働省医薬・生活衛生局 食品監視安全課 食中毒被害情報管理室長補佐）

● 「油はすごい」 良い油・悪い油に惑わされない新常識
足立香代子 （一般社団法人臨床栄養実践協会 理事長）

● 「要介護者のニーズに応える形状の食品をお選びください！農林水産省がおすすめするスマイルケア食」
添野覚 （農林水産省 食料産業局 食品製造課 課長補佐（食品第3班担当））

● 「最期まで口から食べられる街づくり」
五島朋幸 （ふれあい歯科ごとう 代表、新宿食支援研究会 代表）

● 試食セミナー 「足りていますか？状態に合わせた嚥下調整食の栄養量」
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）
協賛：マルハニチロ株式会社

● 試食セミナー 「口腔機能引き出す咀嚼嚥下食とスプーンテクニック」
株式会社天柳

● 「在宅高齢者の増加で注目集める在宅配食サービス」
加藤肇 （株式会社矢野経済研究所、フードサイエンスユニット ユニット長 理事研究員）

ケアショー・ジャパン

出展企業
募集中
2019年1月23日
（水）
・24日
（木）東京ビッグサイト西3・4ホール

