報道関係者各位

ニュースリリース

2022年9月7日配信

東北エリア最大級、介護のプロのための展示会
課題解決に役立つ注目の出展商品・サービスを一部紹介！
会期：2022年9月14日(水)・15日(木)
会場：夢メッセみやぎ
主催：ブティックス(株）
公式サイト：http://sendai.caretex.jp/
来る2022年9月14日(水)・15日(木) の2日間、『夢メッセみやぎ』にて介護業界 東北エリア最大級の商談展
「第3回CareTEX仙台’22 (介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展)｣が開催される。
(主催：ブティックス株式会社)
本展には介護分野の主要企業約60社が出展。高齢者施設の課題解決のための介護用品、介護浴槽などの設備、
リハビリ機器、ロボット、介護システムや見守りシステムほか、食やレクリエーションに関するソリューションなども紹介される。
介護現場で必要な、様々なモノ・サービスを、一度に比較検討・選定・購入できる、プロのための商談展だ。

業務効率化・職員の負担軽減・BCP対策・外国人人材紹介・感染症対策など
介護現場の重要テーマに対応する商品・サービス、施設生活を豊かにするソリューションが一堂に集結
注目の商品・サービスの一部を次ページで詳しく紹介！
＜業界関係者限定 商談型展示会＞ ～商品を手に取りじっくりと選定/相談/交渉～
■出展社ブースへの来場予約サービス(無料)でスムーズな商談が可能
■来場対象者：介護・高齢者施設、病院・リハビリ施設、在宅介護事業者、障害者福祉施設設計・施工会社、
流通関係者など
＜同時開催＞ ～現場の課題やお悩みに多種多様な角度からアプローチ～
■特別専門展： 「第4回 ケアフード仙台」 「第4回 介護システム仙台」 「第4回 見守りシステム仙台」
■専門セミナー： 第一線で活躍する有識者が最新トピックを取り上げる10コース・総計20セッション
・入場には「来場事前登録受付証」か「招待券」が必要
・来場事前登録、招待券請求、セミナー事前申込、出展商品・サービスの詳細は公式サイトへ
※一般ユーザー・学生・18才未満（乳幼児含む）の方の入場不可
※自治体および開催会場の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づき感染症対策を実施

＜取材のお申込みはこちら＞ http://sendai.caretex.jp/info/media
＜本展に関するお問合せ＞
CareTEX事務局 ブティックス（株）内
〒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：03-3868-0901 E-mail：info@caretex.jp 公式サイト：http://sendai.caretex.jp
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新規導入で大きなメリット、介護設備・機器・ロボット（※一部抜粋）
自立入浴から介助入浴まで対応できる浴室

アラエルで、入浴介助をアップデート

KGSシリーズ

シャワーポッド「アラエル」

[自立入浴を支援]ご利用者の身体状況、
介助方法に合わせたレイアウト変更で負担
を軽減。
[介助入浴の負担軽減]スペースが広いこと
で腰を低く落とせ、腰にかかる負担を軽減。

短時間で汚れをしっかり落とせる洗浄力
に加え、衛生面と使いやすさを極限まで
追求。介助する人、介助される人、皆が
快適になるバスタイムを提供。

積水ホームテクノ(株)

小間番号:1-3

酒井医療(株)

小間番号:2-10

認知トレーニングエルゴメーター コグニバイク

介護を行う方受ける方双方に優しい抱上げ式移乗

コグニバイク

ROBOHELPER SASUKE

コグニサイズの考えを基に開発された、
エルゴメーター「コグニバイク」
楽しく・安全に認知トレーニングに
取り組める。

抱上げ式による移乗介助機器(体重
120㎏の方まで可能)。簡単な操作で
一人でも優しい移乗が行える。介護を
受ける方に密着しすぎずに移乗介助が
行え、感染予防にも効果が期待できる。

インターリハ(株)

小間番号:1-10

マッスル(株)

小間番号:4-9

安心・便利、職員の負担軽減も支援する配食サービス（※一部抜粋）
介護施設での新しい食事提供を提案！
介護施設向け食品サービス「クックデリ」

自社便で食材配達（一部地域を除く）

クックデリは高齢者・障害者施設に特化
したお食事のトータルサービス。
完全調理済み冷凍食品を献立にして、
施設にお届け。商品が届いたら、解凍し
お皿に盛り付けるだけ！

高齢者施設向け食材・調理済タイプの
パイオニア。自社便にて冷凍・チルド・
常温の商品をお届け。
口腔機能にあわせた介護食（ムース食・
ペースト食）もご用意。

クックデリ(株)

小間番号:3-22

高齢者施設向け献立付食材のご案内

タイヘイ(株)

小間番号:4-24

業務効率化をサポート、見守りシステム・介護統合システム（※一部抜粋）
累計導入実績11万台突破！
眠りSCANを活用した見守り支援システム

記録業務に特化したクラウド型記録管理システム
Blue Ocean Note

眠りSCANを活用した見守り支援システムは
累計採用実績11万台を突破。
見やすい画面デザインや豊富なシステム・
機器連携が特徴。
眠りSCANと連携可能なシステムも展示。

タブレットPCやスマートフォンのタッチ操作
にも対応した直感的でわかりやすい操作
性。帳票やチェック表の紙イメージで入力
できる抜群の使いやすさが特長。

パラマウントベッド(株)

小間番号:2-15

(株)ブルーオーシャンシステム

小間番号:3-21

記録からプラン、請求までトータルにサポート
CAREKARTE

複数のパートナー社システムと連携可能！
クラウド型介護ソフト「ケア樹」

様々な機器と連携できるCAREKARTEの
電子化成功率は95%！介護現場の
声から生まれた音声AIアプリ「ハナスト」と
連携し、業務をよりシンプルに、そして
スマートに効率化を実現。

パートナー社の提供するIoT機器や
見守りシステム、ナースコール等と連携し、
事業所の一体的な運営効率化を支援。
見やすい画面はPCやキーボードが苦手な
方でも簡単に操作可能。

(株)ケアコネクトジャパン

(株)グッドツリー

小間番号:2-18

小間番号:1-17

2

地元企業・初出展企業の注目商品・サービス（※一部抜粋）
医療機関で導入実績多数！新しいウイルス対策

施設の洗濯環境に安心と安全を提供

UV除菌装置 Care222 iシリーズ

業務用洗濯機・乾燥機

天井設置で上から気になるところを除菌。
フロアスペースを占有せず、動線も妨げない。
スイッチひとつで使えるため除菌作業の
負担軽減にも。

消毒・感染防止対応している機種を取り
揃えており、熱水洗濯は80℃で10分洗い。
熱水洗濯の証明が可能。
機械にデーターを残す事が出来る。

ウシオ電機(株)

小間番号:1-7

(株)サンプラクト

小間番号:2-9

環境に配慮したフロアコーティングシステム

防災用ＬＰガス発電機、誕生！

ファインコートメンテナンスシステム

防災用ＬＰガス発電機

独自に開発したフロアメンテナンス用
コーティングシステムで、一度施工すると
5～10年と長期に亘って高品質な
状態を維持することが出来る。

プラス・ワン（ＬＰガス発電機）で災害への
対応力を強化！７２時間以上の長時間
連続稼動。定格出力３ｋＷでコンパクトの
ため省スペースで設置が可能。
全自動定置型で一手間いらず。

(株)九州ハイテック

小間番号:4-11

(株)関電工／カメイ(株)

小間番号:4-18

梱包サイズ小・圧倒的強度・感染対策・組立簡単

音声で実現した業務効率化システム

抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ

みまもROOM ボイロク（仮称）

災害対策・BCP対策に最適な段ボール
製トイレ。5年備蓄対応。座面にはウイル
スを5分で99.9％以上低減できる漆喰
塗料塗布済。30秒で工具不要簡単
組立、分別ごみ廃棄可能。

Echo Show8でバイタルや特記記録等の
音声記録を実現！作業効率が格段にUP！
アレクサ本来の機能も使える為、
施設利用者の日々の訓練やご家族との
TV電話も可能！

関西ペイント(株)

小間番号:5-11

半調理品活用！献立付食材パック・省人化の実現
カメイケータリングシステム

小間番号:1-22

事前盛付の食事を自動再加熱・配膳
再加熱カート
冷蔵のお食事を事前に専用食器に盛り付け
専用トレイにセットしておけば、 「冷蔵から
自動で再加熱」を行い、熱々の食器で
お食事を美味しく、衛生的に提供可能！

お客様の声で進化するカメイケータリング
システム。様々な施設の状況や環境に
合わせた提案ができるよう、手作り・完調
品・再加熱機器は複数のラインナップを
所有！ぜひ一度ご相談を。

カメイ(株)

アールジービー(株)

小間番号:5-20

ホシザキ東北(株)

小間番号:5-18

塗って・吸って改善！漢方アロマ

「配薬ミス」を簡単に防げる。導入費も安く

漢方アロマ 壮陽

誤薬ミス防止システム（配薬支援）

男性向けに作られた漢方エッセンスの入った
アロマ。塗るだけ・吸うだけで、様々な加齢
症状やお体のお悩みに対応。
マッサージケアにも使用可能。

新しく機器を導入する事なく、スマホで
誰でも簡単に「服薬支援」と「誤薬防止」を
サポート。現在の薬局を切り替えることなく
簡単に導入することができ、配薬確認に
係る負担軽減が可能。

(株)プラス

小間番号:4-6

(株)メディケアフォーライフ／ななほし薬局 小間番号:1-26
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会期：2022年9月14日(水)・15日(木)
会場：夢メッセみやぎ 主催：ブティックス(株)
報道関係者各位
2022年9月吉日

展示会取材記者 事前登録のご案内
本展示会の詳細はこちら

⇒

http://sendai.caretex.jp

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
来る2022年9月14日(水)・15日(木) の2日間、『夢メッセみやぎ』におきまして、
「第3回CareTEX仙台’22 介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展」を開催いたします。
（主催：ブティックス株式会社）
本展は介護用品および介護施設向け設備・サービスのメーカーなど約60社が一堂に出展する、介護業界
東北エリア最大級の商談展で、数多くの最新商品・サービス・ソリューションが展示されます。

つきましては、報道関係者の皆様にも是非ご来場いただき、本展並びに出展各社の取材をいただきたく、
ここにご案内申し上げます。
取材される報道関係者様には、会期中プレスバッジ・腕章、及びプレススペースをご用意させていただき
ますので、以下の「展示会取材記者 事前登録申込書」にご記入の上、ＦＡＸにてご返信ください。
皆様のご来場、心よりお待ち申し上げております。
※本展は、万全の新型コロナウイルス感染症対策を講じ、開催いたします
敬具

展示会取材記者

事前登録申込書

【 FAX返信先 ： 03-6303-9321】

貴社名
掲載予定媒体名
お名前

来場予定人数

携帯電話

Eメール

TEL

FAX

ご来場予定日
事務局への取材

(✔してください)

□ 9月14日(水)

人

□ 9月15日(木)

(✔してください)
□ なし
□ あり （□ムービー □スチール □インタビューのみ）
※ありの場合、以下をご記入ください
取材内容：

＜本件に関するお問合せ先＞CareTEX事務局

広報担当

TEL：03-3868-0901
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