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主催者事務局 健康博覧会
（西1・2ホール）出入口 出入口

［後援］
農林水産省（メディケアフーズ展後援）、東京都（メディケアフーズ展後援）、（公社）全日本病院協会、（公社）全国有料老人ホーム協会、
（公社）日本認知症グループホーム協会、（公社）認知症の人と家族の会、（公社）日本薬剤師会、（公社）日本栄養士会、
（公社）東京都栄養士会、（公社）東京都介護福祉士会、（一社）日本医療法人協会、（一社）日本慢性期医療協会、
（一社）日本リハビリテーション病院・施設協会、（一社）全国デイ・ケア協会、（一社）日本在宅介護協会、（一社）全国介護付きホーム協会、
（一社）日本介護支援専門員協会、（一社）全国訪問看護事業協会、（一社）日本在宅栄養管理学会、（一社）日本保険薬局協会、
（一社）日本医療福祉セントラルキッチン協会、（特非）東京都介護支援専門員研究協議会、日本アクティビティ協会

［ヘルスケアIT 後援］
（一社）ITヘルスケア学会、（特非）健康経営研究会、（一社）スマートヘルスケア協会、
（一社）社会的健康戦略研究所、禁煙推進企業コンソーシアム、健康行動ネットワーク

第15回
高齢者食・介護食の専門展示会&セミナー

メディケアフーズ展

第4回
最新の未病製品・サービスの展示会

未病産業展

第9回 介護産業展
介護機器・サービスの展示会

第4回 保険薬局支援展
次世代薬局の経営・業務を支援する

第3回
病院・クリニックを支援する専門展示会

病院・クリニック展

第8回 ヘルスケアIT
国内最大級のヘルステックイベント

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

●メディケアフーズ展 ●介護産業展　●病院・クリニック展
●保険薬局支援展 ●未病産業展　●ヘルスケア IT

2023年2月8日（水）・9日（木）・10日（金） 10:00-17:00 東京ビッグサイト 西4ホール

● テクノホライゾン（株） 2C-30
サービスロボット（配膳、配送）と応用ソリューション

● Tellus You Care（同） 2C-59
「生活リズム」がわかる、見守りセンサー「Tellus」

● とやまヘルスケアコンソーシアム 2C-01
とやまヘルスケアコンソーシアムで開発支援した製品の紹介

●トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 2C-05
排泄予測デバイス「DFree（ディー・フリー）」

●（株）ブルーオーシャンシステム 2C-09
クラウド型記録管理システム【科学的介護LIFE対応】

●（特非）ロボットビジネス支援機構 2C-30
ロボットの普及促進（実用化・ビジネス化）を支援します

認知症予防・ケア

● 茨城県 2C-23
介護機器関連のベンチャー・中小企業が集結！

● H&Wサポート（株） 2C-22
介護予防・自立支援・未病ケア・認知症予防・健康経営サポート

●（株）シーイー・フォックス 2C-13
高齢者向け楽らく健康改善支援サービス FoxSalus

● ジョージ・アンド・ショーン（株） 2C-40
施設の導入規模に合わせてご提案をいたします

●（株）S’UIMIN 2C-23
睡眠の質を脳波で調べることができるサービスのご紹介

●（株）STUDIO3 2C-14
施設で人手不要に、ご家庭でも安心に カードを挿すだけＴＶ電話

●（一社）日本セルフケア研究会 2C-33
認知症予防外来で導入されているウルトラーマ体験できます！

●（株）ニューコム 2C-23
認知機能測定＆訓練「PegAmore」

●（公社）認知症の人と家族の会 2C-10
認知症にかかわる皆様の相談をお受けいたします

●（株）FOVE 2C-15
VRと視線追跡を活用！たった5分でMCIのリスク判定が可能

●（株）リビングロボット 2C-16
介護・生活サポート用ロボットを展示いたします

（2023年1月26日現在）

超高齢社会の介護・医療・予防と、まちづくりのために

●（株）IoTBank 2E-05
IoTデバイス

● アイスリーメディカル（株） 2E-29
健保組合の医療費削減、企業の健康経営の課題はお任せください

● アイティメディア（株） 2E-13
オンラインセミナーの運営、配信サポート

●（株）アウトソーシングテクノロジー 2E-28
スマホで手軽にバイタルデータ測定「非接触バイタルセンシング」

●（株）青木光悦堂 カシデリセンター 2A-55
メニューから選んで注文できる施設向け菓子デリバリーサービス

●（株）アクシバース 2C-39
シフト自動作成サービスShiftmationのご紹介

●（株）朝日ラバー 2E-01
“ゴム”を使ったヘルスケア・IoT関連製品をご紹介します

● AssistMotion（株） 2C-21
「人に優しいウェアラブルロボット技術」で社会に貢献します

●（株）アセンド 2D-22
クレームや聞き漏らしを手間なく解決する自動通話録音サービス

●（株）アルバス プラス 2D-33
ドイツ製 活性酸素除去システム「エアナジープラス」のご案内

●（有）いち粒 2A-37
豪雪地帯の逸品「雪国生まれのおいしい人参ジュース」

●（株）伊藤園 2B-51
おいしく手軽に飲めるとろみ付き緑茶飲料

● 伊那食品工業（株） 2B-33
寒天を中心としたゲル化剤の総合メーカーです

● 茨城県 2C-23
介護機器関連のベンチャー・中小企業が集結！

（株）アール・ティー・シー 
スマートインソールで歩行、とろみチェッカーで粘度を見える化

Qolo（株） 
介助者1名で安全、効率的に起立訓練可能な支援機器を出展します

（株）S’UIMIN 
睡眠の質を脳波で調べることができるサービスのご紹介

（株）ニューコム 
認知機能測定＆訓練「PegAmore」

（株）ネクステッジテクノロジー 
AI人工知能 x 3Dセンサー 危険の予測／的確な通知

（株）ベテル 
ピカスポ　光る歯ブラシ・スポンジブラシ

●（株）インテージヘルスケア 2E-14
問題解決につながる、未病から疾患までのリサーチデータをご提供

●（株）ウェルネスプラス 2D-01
全国1000以上の医療機関で採用実績のあるサプリメントです

●（株）ヴォークス・トレーディング 2A-40
自然解凍冷凍惣菜・フルーツ、OEMも承ります！

● H&Wサポート（株） 2C-22
介護予防・自立支援・未病ケア・認知症予防・健康経営サポート

●（株）エウクラシア 2E-03
国内外ヘルスケア、コ・メディカル分野の技術革新をリードします

●（株）ADKマーケティング・ソリューションズ 2E-33
漢方×生体データの新・未病対策サービス。協業先募集中です！

● エスパック（株） 2C-41
使い捨て防水シーツ・お薬カレンダー・介護エプロン・介護ポーチ

● SBクリエイティブ（株） 2E-12
最先端のビジネス+ITトレンドがわかる無料冊子を配布！

●（有）エムズシステム 2D-37
音のエアコン、癒し・自然な音が拡がる波動スピーカー

●（株）エムトレーディング 2B-49
やわらかボイル肉（食肉）のご紹介

● 嚥下食ドットコム 2B-26
嚥下食メニューコンテストに関する取り組みをご紹介します

● 小野食品（株） 2A-12
自然解凍で簡単にお召し上がれる煮魚、焼魚を製造しています

●（株）オハラ 2A-22
カップデザート、カップ総菜のOEMを承ります

● Office Komaki 2D-16
ヒーリングで心と魂を癒して健康人生を！「セラピー体験ブース」

● Ominextグループ（株） 2E-06
『Omi-PHR™』ベースのOEM型開発サービス

●（株）オリエンタルベーカリー 2A-36
医療福祉給食用人手不足解消個包装パン、栄養成分調整パン

●（株）ORANGE kitchen 2E-32
医療削減に向けた透析予防と飲酒習慣改善プログラム

● 花王（株） 2E-16
健康研究に基づいた生活習慣改善サービスの紹介

●（株）勝美ジャパン 2A-10
メディカル給食に特化した柔らかい・細かい冷凍蒸野菜です

● 神奈川県・未病産業研究会 2D-30
未病をコンセプトにイノベーションの創出に取り組んでいます

● 金谷Labo 2A-01
金谷節子先生監修の合同出展ブース

（株）エフ・エム・アイ 
お皿もレシピも変えなくてOK、導入しやすいニュークックチル！

（有）月翔　嚥下食工房　七日屋 
手づくりと食材にこだわった在宅向け嚥下食「しあわせごはん®」

（株）林原 
フレイル対策と介護食に トレハ®・安定型VC・水溶性食物繊維

（株）ふくなお 
全国の病院・高齢者施設でご愛顧頂く「やわらか食」専門メーカー

（株）マルハチ村松 
「だし」のうま味・香り立ちで、おいしい食事提供を！

三島食品（株） 
やわらか惣菜及びペースト・ふりかけ製品のご案内

● キーウェアソリューションズ（株） 2E-27
自治体や地域医療連携で活用されるPHRソリューションのご紹介

● 気功療術処方院 2D-38
気功療術、舌診・未病関連サービス、健身気功講座

● 協同乳業（株） 2A-43
腸内環境研究リーディングメーカーが作るヨーグルト

● キリンホールディングス（株） 2C-48
「いつか来るかも」にいつでも応えるＡＩ置き薬 premedi

●（株）クラブメディア 2C-36
全国15万軒のクリニック経営者へ到達するセグメントマガジン

●（有）クリスターコーポレーション 2A-54
凍結含浸法・酵素拡散法専用調味料「TORON」

● クリロン化成（株） 2C-05
おむつが臭わない袋（BOS）の圧倒的な防臭力をご体感ください

● GROWN CARE（株） 2D-21
爪を護る！爪はカラダとココロの結果が見えるところ

●（株）ケイロン・ジャパン 2B-21
卸様、薬局様必見！ 腸内細菌をパワフル活性化する治療用食品

●こだま食品（株） 2A-18
野菜パウダー

● 特定非営利活動法人 国境なき医師団 日本 2C-34
国境を越えて命を救う医療・人道援助活動を紹介しています

●（株）サナス 2A-53
新製品「カロリー補給食品、食物繊維」、とろみ調整食品を展示

●（株）シーイー・フォックス 2C-13
高齢者向け楽らく健康改善支援サービス FoxSalus

● 四国医療サービス（株）シンセイフード事業部 2B-18
ロングライフ食品で、食事を美味しく・飽きのこないメニュー作り

● シチズン・システムズ（株） 2D-06
クリニック向け整理券システムと自動精算機を出展しております

●ジャパンヘルスケアビジネスコンテスト2023 2E-18
（株）WizWe 
習慣化プラットフォーム「Smart Habit」

（株）パパゲーノ 
精神疾患のスティグマを解消しリカバリーを広めます！

（株）Medi-LX 
医療教育ソリューションの開発・提供を行なっています

LOOVIC（株）
空間認知の苦手を解決する、デバイス・サービス 

● シミックソリューションズ（株） 2E-22
PHRを個人資産として活用する情報銀行サービス紹介

● ジョージ・アンド・ショーン（株） 2C-40
施設の導入規模に合わせてご提案をいたします

●（一財）食品分析開発センター SUNATEC 2A-51
食品の栄養成分・ビタミン・ミネラル・脂肪酸等の分析を承ります

● 女子栄養大学出版部 2A-35
展示会関連書籍の展示・販売を行なっています

●（株）シルバー産業新聞社 2A-14
介護情報の専門紙「シルバー産業新聞」を展示します

●（株）STUDIO3 2C-14
施設で人手不要に、ご家庭でも安心に カードを挿すだけTV電話

● 社会福祉法人善光会 2C-06
介護現場の ICT・テクノロジー導入の提案

● 全国食肉輸出入事業協同組合連合会／
ニッシン・グルメビーフ（株） 2A-09
柔らかく加工した牛肉、豚肉を展示しています

●（株）想実 2D-05
最新Googleマップ活用術で新規集患増加を実現�

● タウンドクター（株） 2E-31
生活習慣病予防のための食事コーチング「N・Partner」

● タカラ印刷（株） 2D-15
医療機関や介護施設の緊急時や通常時の連絡に特化した携帯アプリ

● ChatWork（株） 2C-51
ビジネス用チャットツール

●（株）CHERRY 2E-33
漢方×生体データの新・未病対策サービス。協業先募集中です！

●（独）中小企業基盤整備機構 2B-31
海外販路開拓の相談をブースにて承ります！

● 月島倉庫（株） 2C-43
トイレアシスト（移乗リフト）でトイレ移乗による介護労力を軽減

●（株）TLS 2D-04
妊婦の貧血対策に！ラクトフェリン高含有プロテイン

● テクノホライゾン（株） 2C-30
サービスロボット（配膳、配送）と応用ソリューション

● Tellus You Care（同） 2C-59
「生活リズム」がわかる、見守りセンサー「Tellus」

● 東芝テック（株） 2C-42
医療現場でご活用頂けるソリューションやプリンタをご提供します

●ドクターズ（株） 2D-09
医療・ヘルスケア事業への進出・拡大を医師の協力でサポート

● とやまヘルスケアコンソーシアム 2C-01
とやまヘルスケアコンソーシアムで開発支援した製品の紹介

（株）オーギャ 
足裏の荷重分布を可視化するインソール型センサシート

カナヤママシナリー（株） 
歩行車と車いすの間を埋める新型歩行器

キュアコード（株） 
研究者・自治体の方、スマホアプリのご相談承ります

ケーシーアイ・ワープニット（株） 
介助士用　身体負荷軽減パンツ

（株）シキノハイテック 
多くの見守り機能を1つのシステムで実現する製品をご提案します

第一編物（株） 
関節部対応の皮膚用粘着シート

●トラタニ（株） 2D-29
体圧を有効利用！浅い呼吸を深めて安眠と好循環に導く寝具

●トリプル・ダブリュー・ジャパン（株） 2C-06
排泄予測デバイス「DFree（ディー・フリー）」

●（株）日本医療企画 2B-24
医療・ヘルスケア分野の雑誌・各種書籍を販売致します

●（一社）日本医療福祉セントラルキッチン協会 2B-34
セントラルキッチンの計画と運用のポイントをご提案

● 日本介護食品協議会 2A-16
災害時ユニバーサルデザインフード活用サポートブックのご案内

● 日本ケアミール（株） 2A-17
見て、食べて納得ムース食。単品から1日3食のセットメニューなど

●（公社）日本鍼灸師会 2D-10
「ツボセルフケアハンドブック」を無料配布します！

●（一社）日本セルフケア研究会 2C-33
認知症予防外来で導入されているウルトラーマ体験できます！

●（株）NeU 2E-02
脳健康チェッカー、脳のトレーニング、ストレスコーピング

●（公社）認知症の人と家族の会 2C-10
認知症にかかわる皆様の相談をお受けいたします

● 農林水産省 2B-52
新しい介護食品の枠組み「スマイルケア食」をご紹介

●（株）ノースイ 2A-21
医療・老健施設様へ最適な冷凍野菜・調理品のご紹介！

● 林兼産業（株） 2A-13
「高齢者ソフト食」等の介護食、和・洋菓子に関する展示

●（株）林原 2B-32
フレイル対策と介護食に トレハ®・安定型VC・水溶性食物繊維

●（株）ピラミッドフィルムクアドラ 2E-33
漢方×生体データの新・未病対策サービス。協業先募集中です！

●（株）ファイン 2B-22
健康を考えるファインから、心をこめた新しいご提案を致します

● PHC（株） 2C-44
薬局経営支援の「digicareアナリティクス」デモ実施中

●（有）フィジィカルリフレッシュ恵和 2D-14
治療院向け業務管理システム。LINEやWeb予約に対応

●フィンガルリンク（株） 2C-35
ミリ波レーダ 非接触体温計 介護ロボット

●（株）フードケア 2A-20
介護・医療用食品の展示

●（株）FOVE 2C-15
VRと視線追跡を活用！たった5分でMCIのリスク判定が可能

●（株）不二家システムセンター 2A-39
バックオフィス業務のアウトソーシングサービスを提供いたします

● 復興水産加工業販路回復促進センター 2B-01
三陸・常磐の水産加工業者等が製造する水産加工品の逸品をご紹介

（有）海幸 
あんこう唐揚げ、福島県産あんこうフィーレ、他

（株）木の屋石巻水産 
高たんぱく低カロリーな鯨取り扱いございます！OEM缶詰も是非

（株）三陸オーシャン 
不思議な味 世界に誇れる三陸のほやをご紹介します

（株）ディメール 
切れてる！お刺身しめさばが機能性表示食品になりました

マルヒ食品（株） 
小ロットのOEM対応致します

湊水産（株） 
健康食品、その他各種相談に対応いたします

山徳平塚水産（株） 
減塩さば味噌煮、減塩さば生姜煮、他

●（株）ブルーオーシャンシステム 2C-09
クラウド型記録管理システム【科学的介護LIFE対応】

●（株）プレイケア／日本アクティビティ協会 2C-47
「楽しく、健康」。笑顔の創造、お手伝いします

● PLEN Robotics（株） 2E-17
AIデバイスでメンタルヘルスチェックと医療・介護業界のDX

● ヘルスセンシング（株） 2D-13
完全無拘束BCGセンサ

●（株）ベンリーコーポレーション 2D-25
在宅・訪問部門を収益化する生活支援サービス事業をご紹介

●（株）Magic Shields 2C-57
転んだ時だけ柔らかくなる魔法の床

● マッシュウェル（株） 2B-48
各種の乾燥きのこ、粉末、エキス、成分

●（一財）松本ヘルス・ラボ 2E-07
テストフィールドのご紹介

●（株）丸美屋フーズ 2B-21
くちどけふりかけ（ＵＤＦ取得、介護食専用ふりかけ）

● 三井物産（株） 2B-25
複数メーカーの人気商品をまとめてご案内する「このいろ」です！

● 三菱電機 ITソリューションズ（株） 2A-39
FAXOCRで受発注業務を効率化しませんか？MELFOS！

● ミツフジ（株） 2E-10
高精度のバイタルセンシングで、見守りから社会課題の解決まで

● 宮島醤油（株） 2B-47
かるしお認定商品を多数展示しております

●（株）ミライト・ワン・システムズ 2D-23
IoTとAIで医療や介護現場のDXを強力に支援します

●（株）メディアーク 2D-02
1分で心と身体の健康スクリーニング

●（株）メディエイド 2E-15
医療・ヘルスケアDXを進めるマルチプラットフォームのご紹介

●メディカル・データ・ビジョン（株） 2E-20
全国の病院および保険者の大規模診療データをご提供しております

●（株）メディケアー 2D-24
健康機器レンタルのご紹介！短期レンタル＆新設サブスクレンタル

●（株）MEDITA 2E-30
女性特化型健康経営プラットフォーム「Aidy」

●（株）メルシー 2C-29
フットケア機器「エスコート・H」の体感ブース

●（株）薬事日報社 2C-50
医薬業界の専門新聞、書籍を取り扱っております！

● ヤマダイ食品（株） 2B-35
人手不足解消！時短！　調理済みのお惣菜を御提案致します

●（株）ヤヨイサンフーズ 2B-28
味、香り、見た目、彩りの良い「やわらか食ソフリ」をご紹介

●（株）ユーフォリア 2E-11
アスリートを支える科学的ノウハウで働く人の健康・安全を支援

●（株）𠮷野家 2A-19
𠮷野家の牛丼の美味しさそのままに、食べやすく加工しました

●（株）ラビット 2E-33
漢方×生体データの新・未病対策サービス。協業先募集中です！

● リスク計測テクノロジーズ（株） 2E-17
AIアシスタントで簡単にスタッフのメンタルをチェック！

●（株）リビングロボット 2C-16
介護・生活サポート用ロボットを展示いたします

●（株）リンクアンドコミュニケーション 2E-24
企業健保・自治体に導入！AI健康アプリ「カロママ プラス」

●（株）ロゼッタ 2E-09
AI自動翻訳のロゼッタ。言語の壁にお困りの際はご相談ください

●（特非）ロボットビジネス支援機構 2C-30
ロボットの普及促進（実用化・ビジネス化）を支援します

次世代介護ラボ

●（株）アクシバース 2C-39
シフト自動作成サービスShiftmationのご紹介

● AssistMotion（株） 2C-21
「人に優しいウェアラブロボット技術」で社会に貢献します
●（株）オーギャ 2C-01
足裏の荷重分布を可視化するインソール型センサシート

● キュアコード（株） 2C-01
研究者・自治体の方、スマホアプリのご相談承ります

●（株）シキノハイテック 2C-01
多くの見守り機能を1つのシステムで実現する製品をご提案します

● 社会福祉法人善光会 2C-06
介護現場の ICT・テクノロジー導入の提案

● ChatWork（株） 2C-51
ビジネス用チャットツール

2024年2月20日・21日・22日
東京ビッグサイト東ホール
ご出展検討の方は事務局までお越しください。

新規出展募集開始


