第 １回

介護用品展 札幌 介護施設産業展
札幌 介護施設ソリューション展
札幌

会期：2021年5月18日（火）
・19日（水）
会場：札幌コンベンションセンター
主催：ブティックス
（株）

コロナ対策の 一 環として、入場数に上限を設けるため、

入場には来場事前登録（来場日指定）が必要です
http://sapporo.caretex.jp

公式 HPにて受付中！

「新型コロナウイルス感染拡大予防対策について」は裏面をご参照ください!

来場事前登録申込書（無料）申込期限：5月13日（木）

➡

※webでのお申込みは会期最終日
（5/19）
まで可能です。 申込期限以降はWebにてご登録ください。

《 返信先：FAX 03-6303-9321 》
Webでのお申込みができない方 は以下

申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。
お申込み後、一週間以内に事前登録受付証をFAXにて
お送りします。必ずFAX番号をご記入ください。

※セミナー受講をご希望の方はWebでの来場事前登録が必要です。
※会場の定員ガイドラインによりコロナ対策の一環として、
入場数に上限を設ける
ため、定員になり次第、来場事前登録を締切る場合がございます。お早めに
お申込みください。
※複数名でお申込みの場合は、
本用紙をコピーしてご利用ください。

ご来場日をお選びください。※ご選択された日のみご入場いただけます。

□5月18日（火） □5月19日（水）

●アンケート（必須）

□１．有料老人ホーム
□２．サービス付き高齢者向け住宅
□３．特別養護老人ホーム
□４．介護老人保健施設
□５．その他の介護施設
□６．グループホーム
□７．デイサービス・ショートステイ
□８．在宅・訪問介護
（居宅介護支援、訪問介護等）
□９．訪問看護
□10．病院・クリニック・ 医療施設
□11．リハビリ施設
□12．フィットネスクラブ・スポーツクラブ
□13．福祉用具販売・貸与
□14．福祉用具卸

役職

氏名

名刺

〒
所在地

FAX
（※必須）

TEL
E-mail

●商談を希望する企業がある場合は、社名をご記入ください。

Q4. ご覧になりたい商品は？ (複数選択可)

□15．医療機器・医薬品流通
□16．薬局・ドラッグストア
□17．小売・卸・商社
（百貨店・ホームセンター・通販等）
□18．訪問販売・移動販売
□19．配食・給食サービス
□20．食品メーカー・卸
□21．建設・設計・施工
□22．通信・IT
□23．メーカー
□24．官公庁・自治体・団体
□25．大学・研究機関・教育機関
□26．マスコミ・報道
□27．その他
（
）

Q2. あなたの職種は？ (1つだけ選択)
□12．医師
□13．看護師
□14．ケアマネジャー
□15．PT・OT・ST
□16．管理栄養士・栄養士
□17．調理スタッフ
□18．介護職員
□19．薬剤師
□20．柔道整復師・鍼灸師・指圧師
□21．その他
（
）

Q3. ご覧になりたい展示会は？（複数選択可）
□１．CareTEX札幌
□２．ケアフード札幌

所属

※下記全てのご質問にお答えください。

Q1. あなたの業種は？ (1つだけ選択)

□１．社長・理事長・院長・役員
□２．施設長・事務長・管理者
□３．施設開発
□４．施設運営
□５．入居促進
□６．仕入・購買
□７．営業・販売
□８．マーケティング・企画
□９．情報システム
□10．総務・人事
□11．広報・宣伝

会社名

介護用品

介護施設向け設備・備品

□１． 入浴用品
□２． トイレ・おむつ用品
□３． 車椅子・歩行器
□４． 杖・シルバーカー
□５． ベッド・マットレス・寝具
□６． 介護靴・衣類
□７． 生活支援用品
□８． 介護ロボット
□９． 住宅改修
□10．在宅介護支援用品
□11．介護予防・リハビリ用品

□12．入浴設備・備品
□13．移動補助・リフト
□14．家具・インテリア
□15．内装・建材
□16．厨房機器・用品
□17．施設メンテナンス
□18．見守りシステム・センサー
□19．介護システム
□20．ユニフォーム・職員向け用品
□21．看護備品・服薬支援
□22．福祉車両

介護施設向けソリューション
□23．感染予防・衛生用品
□24．省エネ・コスト削減
□25．アウトソーシング
□26．防災・危機管理
□27．洗濯機・洗浄機・クリーン用品

□28．介護食・食器・配食サービス
□29．売上アップ・経営支援
□30．レクリエーション
□31．スタッフ採用・教育
□32．出張サービス
□33．付加価値向上

Q6. 商品の購入・選定について（1つだけ選択）
□１．決裁権を持っている
□２．選定を行っている

□３．助言している
□４．特に関与していない

Q7. 施設の新設・改修予定について（1つだけ選択）

□３．介護システム札幌／見守りシステム札幌

□１．あり

□２．なし

※ご記入いただ いた個人 情報は 、当社 の個人 情報保 護方針 に基づ き厳重 に管理 を実施 いたし ます。当社の 個人情 報の取 扱いに 関する 苦情、個人情 報につ いての 開示・ 訂正・ 削除の ご依頼 につきましては、
個人情報保護方針（ https://btix.jp/privacy ）をご 覧くだ さい。 ご記入いただ いた方に は、弊 社主催 の展示 会・セ ミナー のご紹 介、各 種サービスの ご案内 をさせ ていただく 場合が ござい ます。
※ご登録いただいた方は、報告書等に本展の来場者として名前を伏せた上で社名・所属・役職を掲載する場合がございます。掲載を希望されない場合は右の□にチェックをしてください。 □ 希望しない
※ご登録いただいた方には、弊社が開催する展示会の来場事前登録や、弊社が提供するサービスをスムーズにご利用いただける「CareTEXアカウント」を発行させていただきます。
※事務局にて撮影する会場風景の写真・動画を、印刷物やビデオに掲載する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※一般ユーザー・学生・18才未満の方は入場できません。

お問合せ先

CareTEX札幌事務局／ブティックス(株)

〒108-0073

東京都港区三田 1-4-28

三田国際ビル11階

TEL：03-6303-9801

新型コロナウイルス感染拡大予防対策について
本展示会では、皆様に安心してご参加いただくため、政府・自治体・展示会業界・会場のガイドラインに則り、以下の新型
コロナウイルス感染症対策を徹底してまいります。
（開催時の状況に応じて変更する場合があります。最新の情報は公
式HPをご参照ください。http://sapporo.caretex.jp）来場者の皆様におかれましても、ご不便をおかけいたします
が、ご協力をお願いいたします。

①

コロナ対策により会場収容人数に制限があるため、

FAXでのお申込みは裏面をご利用ください

入場には来場事前登録（来場日指定）が必要です

(1)右のURLより来場事前登録をお願いします。https://user.caretex.jp/rg-sapporo2021/user/entry

新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをお

(2)ご来場の際、
「来場事前登録受付証」と「名刺２枚」をお持ちください。

※ Web でのお申込みができない方は裏面の FAX 申込書をご利用ください。
※感染者発生時には感染経路特定などの理由により、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体からの依頼に基づき提出することがあります。

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
②以下の症状がある方はご入場いただけません
接触確認アプリをインストールしま
▢ 37.5度以上の発熱があるとき
▢ 保健所などの健康観察下にあるとき
咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状が認められるとき
▢ 政府が指定する期間(来場日から２週間以内)に海外渡航歴があるとき（当該期間に帰国した方と接触した場合も含む）
厚生労働省
▢ その他、体調が優れないとき（ 味覚・嗅覚異常を感じるときや疲労倦怠感を強く感じるときなどを含む）
▢

③全参加者のマスク着用が必要です

⑤手洗い消毒液を設置します
入口・休憩所・セミナー会場などに消毒液を設置して
います。ぜひご利用ください。

⑦共用スペースの消毒を徹底します
セミナー会場の座席、トイレ、受付、休憩所など、共
用スペースの定期的な消毒を行います。

新型コロナウイ
接触確認アプリ
④全入場者の検温を行います
（略称：&2&2$）

施設入口にて非接触による体温測定を行います。
37.5 度以上の発熱がある方はご入場いただけません。
&29,'&RQWDFW&RQILUPLQJ$

接触確認アプリは、新型コロナウイ
⑥密集・密接を防止します
感染者と接触した可能性について、
ソーシャルディスタンスを確保するため、ゆとりを
ることができる、スマートフォンの

もった会場づくりを行います。多数のご来場の場合に
＊画面イメージ
は入場制限が行われる場合があります。
○本アプリは、利用者ご本人の同意を前提に、
メートル以内、分以上
スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥー
ス）を利用して、お互いに分からないようプラ
イバシーを確保して、新型コロナウイルス感染
⑧会場の換気を行います
症の陽性者と接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。
会場の空調・換気設備の稼働および、定期的に会場
・接触に関する記録は、端末の中だけ
のドアなどを開放し、換気を行います。 ・どこで、いつ、誰と接触したのかは
○利用者は、陽性者と接触した可能性が分かるこ

とで、検査の受診など保健所のサポートを早く
受けることができます。利用者が増えることで、
感染拡大の防止につながることが期待されます。

※端末の中のみで接触の情報（ラン
※記録は日経過後に無効となりま
※連絡先、位置情報など個人が特定
※ブルートゥースをオフにすると情

⑨厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ
「COCOA」
のインストールをお願いします
感染者と接触した可能性について、通知を受け取る
ことができるスマートフォンアプリです。事前にイン
ストールをお願いいたします。

L3KRQHの方はこちら

$QGURLGの方はこちら

内閣官房
⑩会場では、北海道コロナ通知システムのQRコード読取り・登録をお願いします
ご来場時に会場に掲示された QR コードの読取り、メールアドレスの登録をお願いします。
万が一、会場内において感染者が認められた場合、迅速に感染情報等をお知らせするアプリです。

詳しくは

厚生労
ウェブ

新型コロナウイルス感染
情報通信技術 ,7 総合戦

