
つながり
ひろがる
やさしい
くらし

（株）アートプラン
（株）アイシム医療器
アイシン精機（株）
（一社）愛知県医療法人協会
（公社）愛知県栄養士会
愛知県警察本部交通部
愛知県言語聴覚士会
（一社）愛知県作業療法士会
愛知県赤十字血液センター
（公社）愛知県理学療法士会
（一社）愛知県鍼灸マッサージ師会
あいちロボット産業クラスター推進協議会（愛知県)
（新世代ロボット研究会/（株）東郷製作所/
リョーエイ（株））
アイリスチトセ（株）
朝日産業（株）
ＮＰＯ法人あたたかい心
（株）アマノ
インキュベクス（株）
（株）エイチ・エス・ピー
エーケーネットワークス（株）
エーケービジネス（株）
（株）エクシング
（株）ＮＴＴドコモ
（株）オーエックスエンジニアリング
オージー技研（株）
（株）おとなの学校
（有）オブジィー/（株）テイクネット
花王（株）

大東亜窯業（株）
大同紙工印刷（株）
タイヘイ（株）
（株）ダイワコーポレーション
（株）中部デザイン研究所/
（株）ハマダ工商
蝶屋物産（株）
（株）ＤＧＳＡＬＥＳ
東海機材（株）
（地独）東京都立産業技術研究センター
東和薬品（株）
（株）トップ通商
（株）トマト
トヨタ自動車（株）
豊丸産業（株）
（有）長友工務店 長友式介護プロダクト
名古屋市/（公財）名古屋産業振興公社
名古屋市立大学病院
なごや福祉用具プラザ/
（社福）名古屋市総合リハビリテーション事業団
（株）ナテック
（株）ナリコマエンタープライズ
（株）ニッケン鋼業
日産自動車（株）/
（株）オーテックジャパン
（株）日本エコシステム 東海事業部
（株）ニホン・ミック
農林水産省 東海農政局
パナソニック エイジフリー（株）

（株）ピーエーエス
（株）ビッグホワイ
ピップ＆ウィズ（株）
（株）VIPグローバル
福祉総合研究所（株）
藤田保健衛生大学病院
（株）富士データシステム
（株）フナボリ
ブルネエズ（株）
（有）プロジェクトヤマダ
（株）平和テクノシステム
本田技研工業（株）
丸菱工業（株）
（株）三重木型製作所 ロボット外装資材部
三菱日立ホームエレベーター（株）
美濃廣庵
名鉄協商（株）
名電通（株）
名阪食品（株）
（株）メディアサポート
（株）メルシー
（株）モリトー
（株）モンペルランエンタープライズ
山路製陶工房
（株）ヤマト
（株）ユメロン黒川
ライフモア（株）
（株）リブライト
（株）レイトロン

ウェルフェア2016出展者

新規参入支援ブース／研究シーズ提案ブース

医療・福祉施設の就職・転職フェア出展者

（社福）愛光園
（社福）愛燦会
（社福）愛知県厚生事業団
（社福）恩賜財団 愛知県同胞援護会
（社福）華陽会
（社福）カリヨン福祉会

（医）杏園会/（社福）杏園福祉会
（社福）ケアマキス
（株）サポート２２
（社福）高針福祉会 極楽苑
（医）知邑舎
（社福）東郷福祉会

（医）としわ会
（社福）ともいき福祉会
（社福）福寿園
ひだまりの郷 （株）ミズノ
メディカル・ケア・サービス東海（株）

愛知県いきいき生活協同組合
（株）出雲殿 イズモ葬祭
一六社グループ
（ヒューマンライフスタイル（同）/
（株）一六社）
（株）永樂屋

（有）バサラ
NPO法人ひだまりの和
フィリピン退職庁
（一財）ロングステイ財団

おやのため、わたしのための
終活フェア出展者

同時開催

〈お問合せ先〉 名古屋国際見本市委員会事務局
〒464-0856 名古屋市千種区吹上ニ丁目6番3号 （名古屋市中小企業振興会館5階）  

http://nagoya-trade-expo.jp/welfare/　E-mail：welfare@nagoya-trade-expo.jp
Tel.052-735-4831　Fax.052-735-4836

出展 のご案内
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併催フェア 医療・福祉施設の就職・転職フェア／おやのため、　
わたしのための シニアライフフェア

主催企画 生活サポート・介護支援ロボットを募集します。

5/18㊍ 19㊎ 20㊏2017年
10:00～17:00

ポートメッセなごや
〈名古屋市国際展示場〉
名古屋駅より「あおなみ線」で２４分金城ふ頭駅下車

会 期

お問合
せ先

会 場

Eメールアドレス ／ welfare@nagoya-trade-expo.jp

亀山製絲（株）
河淳（株）
（株）キャロッツシステム
（株）ＱＤレーザ
キョウワアグメント（株）
キングラン中部（株）
（株）クボタ/（株）東海クボタ
（株）クレアクト
広洋産業（株）
コニカミノルタジャパン（株）
是吉興業（株）
（株）コンダクト
（株）サイパート
（株）ザオバ
酒井医療（株）
（資）サラダ介護
（株）島製作所
ジョイライフグループ
（（株）ジョイライフ/（株）プランニング）
（株）ショクブン
（株）シルバー産業新聞社
シルバー新報/環境新聞社
（株）スギヤス
スズキ（株）
（株）世界文化社
（株）ダイイチ
（株）第一楽器/NPO法人おとのわ
（株）第一興商
大仙産業（株）

（株）ウエルハーモニー
加藤電機（株）
髪や 名古屋支部
京都工芸繊維大学
（株）questrader
クラギ（株）

（株）近藤
（株）サギサカ
（株）ＣＭＣ総合研究所
（有）ジェネシステクノロジー/
（有）フィット
ジャパンビューティスタイル（株）
シンクピア・ジャパン（株）

椙山女学園大学生活科学部滝本成人研究室
中央大学理工学部 諸麥俊司研究室
農業生産法人 （株）熱帯資源植物研究所
（株）ビーセレクト
北陸先端科学技術大学院大学/
吉高研究室/内平・平石研究室



(一社)日本自動車工業会、(一社)シルバーサービス振興会、(一社)日本医療法人協会、(一社)日本病院会、(公社)全日本
病院協会、(公社)全国老人保健施設協会、(公財)日本障害者リハビリテーション協会、(公社)日本理学療法士協会、(一社)
日本作業療法士協会、(一社)日本言語聴覚士協会、(社福)日本身体障害者団体連合会、(公財)テクノエイド協会、(一社)
日本福祉用具供給協会、(一社)日本衛生材料工業連合会、(公財)日本訪問看護財団、日本福祉用具・生活支援用具協会、
日本在宅医療福祉協会、(公財)共用品推進機構、(一社)日本在宅介護協会、(一社)保健医療福祉情報システム工業会、
(公社)愛知県医師会、(一社)名古屋市医師会、(一社)愛知県医療法人協会、(一社)愛知県老人保健施設協会、(一社)愛知
県病院協会、(一社)愛知県薬剤師会、日本赤十字社愛知県支部、(公財)愛知県シルバーサービス振興会、(社福)愛知県
社会福祉協議会、(公社)愛知県看護協会、愛知県弁護士会、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知障害者職業センタ
ー、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会、(一社)愛知県歯科医師会、(公社)愛知県栄養士会、愛知県老人福祉施設
協議会、(公財)日本健康・栄養食品協会、(公財)健康・体力づくり事業財団、健康日本２１推進全国連絡協議会、(一社)日本
ウオーキング協会、(公社)日本防犯設備協会（申請中、順不同）

協　　賛入 場 料

会　　場

主　　催

名　　称

開催期間

共　　催

併催フェア
同時開催 第5回中部ライフガードTEC２０17～防災・減災・危機管理展～ 2017年5月18日（木）・5月19日（金） 10:00～17：00

広報協力

2017年5月18日（木）～5月20日（土）３日間　10:00～17:00

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）　名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

名古屋国際見本市委員会〔構成：名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター、
（公財）名古屋産業振興公社〕、(社福)名古屋市総合リハビリテーション事業団

日刊自動車新聞社、中日新聞社

医療・福祉施設の就職・転職フェア　　おやのため、わたしのためのシニアライフフェア

シルバー新報

無 料（登録制）

第20回国際福祉健康産業展～ウェルフェア２０17～

20周年を迎える「ウェルフェア2017」
●ものづくりの集積地で福祉車両を中心に開催
●ヘルスケア産業の振興に貢献
●医療・福祉を中心に幅広い職種・年齢層の来場

●ビジネスセミナーなど多数開講し、専門職が来場
●『中部ライフガードＴＥＣ』の同時開催により、
　 来場動員の相乗効果を発揮

少子高齢社会の進展と社会福祉を取り巻く環境が大きく変化しつつある中、全ての人々のＱＯＬをサポートする製品・サービ
ス・技術を幅広く展示紹介する中部地区最大の福祉・健康産業展として定着して参りました。
これからの20年を見据え、ご出展いただく皆様とご来場者にとってより良い展示会としてご愛顧いただくよう、更なる進化を
目指してまいります。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

医療・福祉産業への新規参入
を目指す企業を対象に、「市
場ニーズの把握」や「販路拡
大」を支援します。

病院・医療施設、サービス付き高齢者住宅、各種老人ホーム、各種老人福祉施設、訪問・通所
デーサービスなど

施設で働きたい方へ、職種・業務内容・待遇などの人材募集情報の提供
施設への入所をお考えの方に施設概要・サービスなどを紹介できます。

超高齢化社会を迎えつつある日本では、 人々のライフスタイルや価値尺度が大きく変
化しつつあります。
ご自身や家族の人生の在り方を具体的に考 える機会と情報提供を目的に開催します。

旅行・観光地紹介、植物工場、趣味・習い 事、田舎暮らし(地域間交流)、写真、後見人制
度、遺言、資産運用・管理、葬儀・仏具関連、遺 品整理など

産学連携及び医工連携を推
進する事を目的として、研
究シーズを募集します。

『医療・福祉施設の就職・転職フェア』 『おやのため、わたしのための     シニアライフフェア』

新規参入支援ブース

生活支援ロボット、介護ロボット、ウェアラブルロボット、センサー技術・システ
ム、制御システム、AI（人工知能）など

研究シーズ提案ブース施設・
住宅用設備機器

日常生活支援

生活サポート・介護支援 ロボット 移動機器

システム・
情報サービス 健康・介護予防

開催概要

ウェルフェアの特徴

出展分野 ／ 出展料

主催企画 出展料

26万円

22万円

出展料 15万円 出展料 10万円

併催フェア ／ 出展料

福祉車両、車いす、小型EV、安全運転・自動運転
サポートシステム、福祉向け車体架装部品、アク
セサリーなど

入浴装置関連、トイレ機器、施設向け家具・什
器、エレベーター、リフト・移乗機器、段差解消
機・スロープ、バリアフリー住宅、機能性建材、ス
マートハウスなど

福祉・医療関連システム、設備管理システム、見
守りサービス、防犯カメラ、防犯セキュリティシス
テム、ICT、IoT、書籍・新聞、インターネットサービ
スなど

リハビリ機器、介護予防サービス、ストレス
チェック、スポーツジム、ウォーキング用品、レク
リエーション用品など

ベッド・マット、口腔ケア、おむつ・排泄関連・感染
予防、歩行器、杖、靴、衣類、家事代行サービス、移
動サービスなど

介護食品、栄養機能食品、健康食品、発酵食品、
地域特産品、機能性食品、各種食材、給配食サー
ビスなど

食品・食材
併催行事

❶ 医療・福祉ビジネスセミナー
❷ お役立ちセミナー
❸ ウェルフェア健康大学
❹ 健康教室（実技体験）
❺ 出展者ワークショップ

キーワードは、「災害時の弱者保護」です。

製造業、
流通・サービス業
の方など、
20,000人
以上の方が来場

第5回中部ライフガードTEC２０１7
～防災・減災・危機管理展～

聴
講
者
・
来
場
者

ロボット技術(センサー等により自動制御で動作を行う技術)を適用して、従来の機器
ではできなかった生活支援機能を有する機器、または、介護者の負担軽減、介護され
る側の自立支援を促すロボット技術に関連する要素技術の出展を募集します。

※会場での事業内容の紹介・職員募集は可能ですが、採用行為や入所・入居契約行為はできません。 ※特定の思想・信条や宗教色を前面に出されるのはご　　　遠慮ください。

同時開催 18日・19日

77

15万円

後　　援 経済産業省、厚生労働省、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(社福)中日新聞社会事業団、(社福)朝日新聞厚生文化事業団名古屋事務所、
(公財)毎日新聞大阪社会事業団、(社福)読売光と愛の事業団中部支部（申請中、順不同）
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出展申込書に必要事項を記入、押印の上、会社概要、出展製品のカタログまたは資料などを添付いただき、名古屋国際見本市委
員会事務局宛に必ず郵送でお申し込みください。なお、出展申込書はコピーし、御社控えとして保管してください。

給排水設備の使用を予定されている場合は、必ず申込書にチェックをお願いします。館内のバリアフリーを維持するため、小間割りに際し
て給排水ピットを考慮した小間の配置をさせていただきます。なお、申込書にチェックの無い場合は、給排水設備のご使用はできません。

展示、PRなどの営業行為は全て自社小間（土間）内で行い、はみ出し展示はしないようご注意ください。
試乗、サンプル品などの配布、アンケートの依頼行為などは、通路や休憩コーナーではできません。

名古屋国際見本市委員会事務局　〒４６４-０８５６　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（名古屋市中小企業振興会館５階）
　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ（０５２）７３５－４８３１　　ＦＡＸ（０５２）７３５－４８３６

代表者名は、本展への出展について、責任と権限を有する方のお名前をご記入ください。また、押印もお忘れのないようにお願いいたし
ます。連絡先は、本展の出展に際し、事務局との連絡窓口となる方のお名前、住所などをご記入ください。本展に関わる連絡、書類の送付
などは担当者宛とさせていただきますので、担当者に変更などがあった場合は、必ず事務局までご連絡ください。
会場内の配置は、出展申込書に基づいて小間割りを行いますので、主たる出展製品及び出展分野を記入してください。

申込書が到着後、約１か月後を支払期日とした請求書を発行させていただきますので、請求書の期日までにお支払いください。
お支払いは銀行振込に限らせていただきます。（現金、小切手は不可）
最終支払い期日は平成29年３月31日(金)とします。なお、銀行振込用紙（控）をもって領収書に代えさせていただきます。
出展料金を含め本展示会に関する全ての請求についての振込手数料は、出展者のご負担とさせていただきます。

出展内容が本展の趣旨･目的にそぐわない場合、事務局はお申し込みを保留させていただきます。
出展内容に関してご協力が得られない場合は、お申し込みをお受けできません。
また、反社会的行動を行っていると思われる企業・団体のご出展はお断りします。

お申し込みになった小間数の変更または取消しをされる場合は、必ずその理由を明記した書面を事務局までご郵送ください。
出展の小間数の変更または取消を行う場合、事務局が変更･取消の書面を受理した日を基準として、下記のキャンセル料を適用
させていただきます。
【キャンセル料金】　小間割り確定前（出展者説明会 前日まで）…出展料金の３０％
　　　　　　　　　小間割り確定後（出展者説明会 当日以降）…出展料金の全額
ただし、小間(土間)数の減少変更に伴い、入金済みの出展料金に差額が生じた場合は、キャンセル料金を適用し、精算させていた
だきます。小間割り確定日は出展者説明会の開催日とさせていただきます。

出展製品を小間内にて販売される場合は、関係法令に適合し、アフターサービスなど販売後のフォロー体制が整備されていることを条
件とします。試作品、またはこの地区に販売代理店がないなどの場合は、販売を自粛してください。出展製品を販売される際は、必ず販売
価格を明示し、領収書を発行していただくようお願いいたします。また、特に薬事法などに抵触する販売行為などは厳禁といたします。

天災その他不可抗力が原因で展示会の開催が困難と主催者が判断した場合は、会期を変更または開催を中止させていただくこ
とがあります。この場合、主催者は既に発生した経費を差し引き、出展料金を精算し払い戻しますが、これによって生じた損害を補
償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

○小間の譲渡または転貸
　お申し込みいただいた小間(土間)の一部又は全部を第三者に譲渡したり転貸することはできません。譲渡又は転貸が
　明らかになった場合は、出展の取消しなどをお願いすることになりますので、あらかじめご了承ください。
○本展の展示内容に合致しない製品などの展示･販売
　本展の趣旨にそぐわない内容の展示･販売は、事務局の判断で中止していただくことがあります。
　また、関係法令に抵触する行為などにつきましても、同様とさせていただきます。

三菱東京ＵＦＪ銀行 今池支店 店番号[２６３]
普通預金 口座番号 3662063　口座名：名古屋国際見本市委員会

【出展料金の振込先】

平成28年
10月3日（月）

出展申込
受付開始

平成29年
2月28日（火）

出展申込み締切り
（満小間になり次第締切ります）

平成29年
３月31日（金）

出展料
最終払込み期限

平成29年
3月下旬

出展者説明会の開催
（小間割り確定） 平成２9年

5月18日（木）・19日（金）・
     20日（土）

開催期間

申 し 込 み
の 保 留

出展製品の
販 売 条 件

開催の変更
または中止

出 展 申 込
方 法

開催までの
スケジュール

出展料金の
お 支 払 い

申 込 書
提 出 先

給排水設備
の 使 用

会 場 で の
営 業 活 動

出 展 申 込
書 の 記 入
に つ い て

禁 止 事 項

出展申し込み要領

出展規程

小間出展 150,000円
（税別）

W1,970×D1,970×H2,700（mm）
バックパネル、サイドパネル、
社名板（1小間あたり）、床面カーペット、コンセント2口1個（100v1ｋWまで）

併催フェア

形態 出 展 料 金（1小間） 仕  様

中小企業基本法に規定する「中小企業者の範囲」に該当する企業がご出展される場合は、出展小間数にかかわらず
出展料金の１０％を割引いたします。
なお、申し込みに際しては会社定款など中小企業者であることを証明する書類(会社概要)を添付してください。
中小企業出展者で大口出展割引の対象となる場合は、中小企業出展割引のみの適用となります。
[中小企業の定義]中小企業基本法第２条における中小企業者の定義

　大口小間(土間)でご出展される場合は、下記の割合で出展料金を割引いたします。
　・１０～１９小間(土間)… 出展料金の５％割引　・２０～２９小間(土間)… 出展料金の8％割引
　・３０小間(土間)以上 … 出展料金の１０％割引

　同時開催の『第5回中部ライフガードTEC２０１7～防災・減災・危機管理展～』に併せてご出展いただくと『中部ライフ
ガードTEC２０１7』の出展料金の5%を割引いたします。

中小企業
出展割引

大口
出展割引

同時開催
出展割引

製造業その他

３億円以下

３００人以下

1億円以下

100人以下

５千万円以下

50人以下

５千万円以下

10０人以下

資本金

従業員

卸売業 小売業 サービス業

※（株）日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令により旅館業は資本金５千万円以下または従業員２００人以下、ソフトウェア業･
　情報処理サービス業は、資本金３億円以下または従業員３００人以下を中小企業としています。

小間出展 220,000円
（税別）

W2,970×D2,970×H2,700(mm)
バックパネル、サイドパネル、パラペット、社名板
蛍光灯2灯（1小間あたり）

主催企画

※他の割引の適用はございません。

形態 出 展 料 金（1小間・土間） 仕  様

小間出展

土間出展

260,000円
（税別）

220,000円
（税別）

W2,970×D2,970×H2,700(mm)
バックパネル、サイドパネル、パラペット、社名板
蛍光灯2灯（1小間当たり）

W3,000×D3,000(mm)
スペース渡しとなります。
※4土間以上でお申込みください。

基本出展

ウェルフェア2017出展料

医療・福祉施設の就職・転職フェア／おやのため、わたしのためのシニアライフフェア出展料

割引制度

小 間 数 の
変更または
出展取消し

小間出展 150,000円
（税別）

W1,970×D1,970×H2,700(mm)
バックパネル、サイドパネル、社名板、コンセント2口1個（100v1ｋWまで）、
長机1本、椅子2脚

新規参入
支援ブース

本展の出展対象の製品・サービスが開発・試作途上で販売されていないか、販売開始後１年以内（2016年6月5日以降
に販売）の製品等に限ります。また、ウェルフェアに初出展の中小企業に限ります。

小間出展 100,000円
（税別）

W1,970×D1,970×H2,700(mm)
バックパネル、サイドパネル、社名板、コンセント2口1個（100v1ｋWまで）、
長机1本、椅子2脚

研究シーズ
提案ブース

大学・高等専門学校・公設研究機関等の研究シーズと産業界のニーズとのマッチングを図り、産学連携及び医工連携を推進
する事を目的とし、出展を募集します。
なお、大学・高等専門学校・公設研究機関・公的学術研究機関等の医療・福祉・健康産業に関する研究シーズ出展に限ります。

※新規参入支援・研究シーズ提案ブースの申込は１社・団体２小間までとなります。
※主催企画・新規参入支援・研究シーズ提案ブースは中小企業出展割引の適用はございません。
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■ 健康セミナー

■ ご長寿健康セミナー

※第4回中部ライフガードTEC2016～防災・減災・危機管理展～の
　来場者はウェルフェア2016の来場者数にカウントされておりません。

※同時開催「おやのため、わたしのための総合施設展＆終活フェア２０１6」出展者を含みます。

第4回中部ライフガードTEC2016
～防災・減災・危機管理展～

来場者数

20,040人
開催規模

126社・団体/205小間
南海トラフ巨大地震の被害想定を見据えて、“災害時の
弱者保護”という観点から同時開催しました。
来場者は、製造業、流通・サービス業、国・自治体、建設業
などの業種の方が多く、ウェルフェアへの来場者と併せ、
幅広い層にお越しいただきました。

会期：2016年6月2日（木）・3日（金）

160社・団体/394小間
開催規模 来場者数

73,881人［3日間合計］

ウェルフェア2016 来場者内訳

ウェルフェア2016 出展分野比率

職種 年齢層 地域別

本展への出展目的は何ですか？ 来場者数についてどう評価されますか？ 今後どのような業種の来場者の増加を希望されますか？

ウェルフェア2016 出展者アンケート結果

●幅広い年齢層の方に、商品をＰＲ・販売できたこと
●新規顧客となりうる方と名刺交換ができた
●来場者の中には本気で新商品・サービスを探している人が多く、
   商談しやすく感じました
●角コマの作りがよい、レイアウト上、角コマになりやすい

●中部エリアで、医療・福祉業界の展示会があることは良いし、リード獲得の場
　として活用
●目的をもって来場されている方が多く、しっかりと自社サービスのアピールができた
●予想外のところからの商談を進めることができた
●福祉関係の来場者が多く良い

出展者の主な意見（抜粋）

製品PR
43.9％

企業
イメージの向上
14.0％

新商品の発表
11.2％

製品の販売
15.0％

ユーザーニーズの把握
15.9％

やや多い
30.8%普通

36.1%

やや少ない
12.3%

非常に多い
14.5％

非常に少ない
6.3%

医療・福祉
47.8％

国・自治体・団体
16.8％

製造業・
メーカー
9.3％
流通・

サービス業
10.3%

教育・研究機関
6.5%

電機・情報・通信
2.8%

建築・土木
6.5%

福祉関係
30.2%一般

35.6%

メーカー
9.7%

行政・研究機関3.9%

医療関係
12.8%

流通関係
3.7%

建設・建築関係
4.1%

20歳未満
6.1%

50歳代
19.5%

70歳代
8.4%

80歳代以上
2.6%

60歳代
14.2%

20歳代
11.8%

40歳代
21.6%

30歳代
15.8%

岐阜県
8.4%

三重県
3.9%

北海道・東北地区 0.2%
関東地区 1.8%

海外 0.1%その他の中部地区
2.3%

北陸地区 0.7%

九州・沖縄地区 0.1%
中国・四国地区 0.2%

近畿地区 2.8%

名古屋市内
42.5%愛知県

（名古屋市以外）
37.0%

日常生活支援

施設・住宅設備機器

移動機器

食品・食材

健康・余暇・園芸

システム・情報サービス

生活支援ロボット

研究シーズ

その他

7.2%

9.4%

22.0%

9.4%

26.8%

8.7%

9.4%

4.7%

2.4%

開催実績2016 開催実績2016

ウェルフェア2016　併催企画

ウェルフェア・中部ライフガードTEC合同名刺交換会

■ 医療・福祉ビジネスセミナー ■ ウェルフェア健康大学

医療介護機器の開発促進に向けた新たな取組
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市市民経済局 参事
病院と連携した医療介護機器の開発～開発事例を通じて～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(株)名古屋臨床薬理研究所 代表取締役
医療デザインが創る未来～次世代医療産業構築への道～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市立大学病院 医療デザイン研究センター センター長

高齢社会と新しい事業創造～事例と成功する事業モデル～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京大学大学院 工学系研究科 教授（日本福祉大学 客員教授）
次世代ノンステップバスの開発～利用者、事業者により使いやすいバスを目指して～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いすゞ 自動車(株) バス商品企画・設計部 部長

福祉・健康産業への活用を目指した歩行特徴評価技術
国立研究開発法人 産業技術総合研究所人間情報研究部門デジタルヒューマン研究グループ主任研究員

ロボット産業拠点の形成を目指す愛知県の取組
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県産業労働部 次世代産業室長
生体信号からの状態推定技術の応用と可能性
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・愛知県立大学情報科学共同研究所 所長
生活支援ロボットHSRの研究プラットフォーム展開
（HSR：Human Support Robot）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・トヨタ自動車(株)パートナーロボット部 HSRプロジェクト 主査

ヒューマンフレンドリーサービスロボットの取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名城大学 理工学部メカトロニクス工学科 教授

ロボットが作る生活環境～バックキャストで考える高齢者の未来～
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター健康長寿支援ロボットセンター センター長

医療介護機器開発促進セミナー～医療介護現場との連携による研究開発～

新規参入ビジネスセミナー～新製品開発のヒントと考え方～

医療・福祉産業へ活かすロボット技術セミナー

青木　　猛氏

伊藤　順治氏

國本　桂史氏

後藤　芳一氏

長瀬　吉夫氏

小林　吉之氏

佐々木　靖志氏

小栗　宏次氏

山本　貴史氏

近藤　和泉氏

福田　敏男氏

ドラゴンズ一筋32年
50歳まで現役を貫いた
レジェンド山本昌の健康管理法
・・・・・・・・・・・・・・スポーツコメンテーター　山本　昌氏

高齢者に多い骨の病気 ～骨粗しょう症について～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市立大学大学院 医学研究科 助教 鈴木　伸幸氏
たかが咳、されど咳 ～長引く咳にご用心～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市立大学大学院 医学研究科 教授
院内感染の脅威とその対応 ～当院で経験した薬剤耐性菌のアウトブレイクを中心に～
・・・・・藤田保健衛生大学病院 教授／医療の質・安全対策部 感染対策室 室長

新実　彰男氏

石川　清仁氏
認知症の予防と回想法 ～思い出を語り合い脳を活性化し、人とつながろう！～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 助教 来島　修志氏
高血圧管理と健康長寿
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市立大学大学院 医学研究科 講師 山下　純世氏
急病の徴候を見抜く ～大切な家族を守る気づきと対応～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田保健衛生大学病院看護部ICU 集中ケア認定看護師 河合　佑亮氏
認知症にならないために
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市立大学大学院 医学研究科 教授 松川　則之氏
食と運動とこころで免疫力アップ ～快適な毎日を送るために～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京医科歯科大学 名誉教授 廣川　勝昱氏
認知症予防のための生活習慣 ～いきいきとした生活を送るために今できること～
・・・・・・・・・・・名古屋大学大学院 医学系研究科 地域在宅医療学・老年科学 講師 梅垣　宏行氏

認知症予防の心得・認知症予防実践プログラム(実技)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・NPO法人 健康な脳づくり 理事長  西野　仁雄氏

ぎんさんの娘姉妹のトークショー 
～健康で長寿の秘訣～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ぎんさん娘姉妹

協力：名古屋市立大学、名古屋大学、藤田保健衛生大学

■ ウェルフェアお役立ちセミナー
介護保険制度の動向とマイナンバー導入に伴う留意点
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・厚生労働省 老健局総務課 企画法令係 主査
医療・福祉施設職員の離職ゼロに向けた具体的な対応策
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・立命館大学医療経営センター 客員研究員
認知症高齢者の想いを探るケア～コラム「認知症のホント」の実例を題材にして～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中部学院大学 短期大学部社会福祉学科 准教授
認知症サポーター養成講座～認知症について理解を深めよう～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市港区東部いきいき支援センター センター長
　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　  社会福祉士

新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について
・・・・・・・・・・・・・・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）
出展者によるプレゼンテーション…（株）ウエルハーモニー、（株）ショクブン、大仙産業(株)、
タイヘイ（株）、（株）ナリコマエンタープライズ、名鉄協商（株）、名阪食品（株）

わが国の医療保険制度 ～国民の立場にたった再考～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋大学大学院 医学系研究科医療行政学 教授
「ぼけ」ても心は生きている～認知症を恐れない･あなどらない～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(公社)認知症の人と家族の会 代表理事
今できる！ 将来の資産管理～資産を活かすには事前の準備が必要～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士
かいご川柳セミナー ～川柳創作の心得をご指南いたします～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フェニックス川柳会（愛知県川柳作家協会員）

杉田　広二氏

服部　英治氏

野村　敬子氏

名畑　賢一氏
保田　紘孝氏

添野　　覚氏

浜島　信之氏

高見　国生氏

加藤　淳也氏

丸山　　進氏

出展者を始め、主催構成団体、同時開催催事の出展者などが一同に会し、相互の親睦と関連した新しい市場創造や新規顧客開拓のきっかけとなる場
として、名刺交換会を開催しました。

■ ウェルフェアいきいき健康教室（実技体験）
顔ヨガでアンチエイジング～表情筋を鍛えて小顔美人～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・顔ヨガ協会インターナショナル インストラクター 中嶋　志帆氏
名古屋はもっと元気になる！なごや健康体操 ～中京大学スポーツ科学部湯浅景元教授監修～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋市健康福祉局 健康部健康増進課 保健師 唐川　祐一氏
気功健康法 ～気功で元気になりましょう！～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中日気功研修会 会長 林　　茂美氏
３Ｂ体操 ～体にやさしい健康体操～
・・・・・・（公社）日本３B体操協会 愛知県支部 愛知西尾張３グループ長 指導士 星原　好子氏
楽しく優雅にフラダンス ～健康維持や認知症予防のために～
・・・・・・・・・・・・文部科学省認可 協同組合 フラ指導者支援ネットワーク 副理事長 カピリ助川氏
歌う音楽療法 ～体を響かせて元気になろう～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋音楽大学 客員教授 栗林　文雄氏
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