（株）アーテック
（株）アイアップ
アイカ工業（株）
アイコニーストア東京
ICTスクール NEL 東京校
└（株）NEL&M
（株）浅尾
朝日ウッドテック（株）
朝日化工（株）
（株）アスカ
アステピア（株）
アダムズ / 堀井公認会計士事務所
（株）アネビー
EMC Healthcare（株）
（株）イートン
（株）イクタ
岩手インフォメーション・テクノロジー（株）
（株）インスパイア
WEL-KIDS /（株）ウェルキッズ
└（株）エヴォルブド・インフォ
（株）エービーシー商会
エール（株）
エクスツー
（同）
（株）エクスラント
SMS 一斉連絡サービス / 兼松コミュニケーションズ（株）
（株）エス・テム
エデュテ（株）
（株）エナスピレーション
（株）Nプランニング
エリエール / 大王製紙
園児の床
オークヴィレッジ（株）
オカ（株）
（株）おぎそ
Osmo / ソースネクスト（株）
おまかせ保育システム / 三和マッチ（株）
オンライン英会話 本気イングリッシュ
（株）カタグルマ
（株）学研教育みらい
KIDSNA キズナコネクト /（株）ネクストビート
キッシーズ（株）
キッズコネクト（株）
（株）kids plus
└（株）エンペイ
└（株）アクティブラーニングアカデミー
キャリアフィールド（株）
（株）給食企画体
くぼたのうけん /（株）城南進学研究社
（株）くもん出版
ケイミュー
（株）
光源舎オートプロダクツ（株）
cocolin /（株）キムラタン
CoFa /（株）シーズ製品計画

告知

こどもあんぜんマイスター / あいおいニッセイ同和損害保険
（株）
（株）コドモン
コンビウィズ（株）
サーモス（株）
（株）CYBER DREAM
（株）榊原工業
（株）SARUCREW
（有）さわだスポーツクラブ
san+ sunfactory
サントレ・言葉の教育 / NPO 法人 日本幼児教育振興會
gf.T（株）
（株）ジーピー
ジェイ・エコロジー
（株）
ジェイセップ九州（有）
（株）ジェー・シー・アイ
（株）JAMMY
（株）JOINT CREW
除菌 BOX JOYKING /（株）シャイン
（株）シンクアロット
すくすく Oisix
Storypark（ストーリーパーク）
スマートスクール / プラス（株）
スリーライン（株）
生活協同組合コープみらい
セイハネットワーク（株）
└（株）セイハダンスアカデミー
（一社）全国企業主導型保育事業連合会
せんせい NICCOT
総合商社ベンキョウドー（株）
ソシオークグループ
└ソシオフードサービス（株）
└（株）みつばコミュニティ
大光電機（株）
大成ネット（株）
（株）ダッドウェイ
チームビルディングス（株）
Chatwork（株）
つみきば /（株）トーイングカー・スタジオ
（有）デコラボ
手ぶら登園 / BABY JOB（株）
手ぶら保育
（株）テラモト
東亜コルク（株）
（株）時設計
土佐材流通促進協議会
└ ENNO TOOL
└なかよしライブラリー
└山のくじら舎
ドリームコーク / 中部土木（株）
中村被服（株）
（株）ニシハタシステム
（株）日本標準
（一財）日本 educe 食育総合研究所
日本ソフト開発（株）
（一社）日本ベビーサイン協会
（株）ニホン・ミック

日本ユニシス（株）
└コニカミノルタジャパン（株）
日本ルフト（株）
nu.norm
└日本ムーツ（株）
（株）ネオキャリア
（株）農業福祉研究機構
└（株）A-Z
ののじ（株）
how to flyダンスアカデミー
（一社）はしわたし研究所
パステル IT 新聞 /（株）サンロフト
パナソニック（株）
（株）ハローズ
POWER SEED
（株）PowerManagement
（株）ファイブスターズ
FUNFAM（株）
（株）フォレスト西川
フクビ化学工業（株）
（株）BLUE
（株）プレースホルダ
babyʼs fun!
ベビースマイル
ベビーテック .jp /（株）パパスマイル
ベルサンテスタッフ（株）
ほいくあい /（株）フジヨシ
ほいく is
（株）保育サポート
保育専門 M&Aセンター /（株）リアドバンス
保育 box /（株）BUY THE WAY
マスラー
（株）
（株）丸紀
MEETS TAKEGAMI
（株）ミールケア
ミズノ（株）
（株）mitete
（株）メイト
MotoM（モトム）/ オリンピア照明（株）
MONOKO /（株）エー・アンド・アイ
森永乳業（株）
（株）ヤクルト本社
（同）やまびこ屋
ユニオンビズ（株）
指吸会計センター（株）
└ freee（株）
（株）ヨウソロ
ようほすてぃーむ /（株）ヴィリング
（有）吉田建築計画事務所
LUCKY industries / ラッキー工業
（株）レッツクリエイト
（有）ワイピーシー
※└ は共同出展

STEP 1 アカウント登録

ご来場の流れ

来場事前登録トップ

メッセフランクフルト ジャパン
来場事前登録

アカウント
登録ページへ
アクセス！

見本市の
選択

見本市の事前登録を行う

選択された見本市

●メールアドレスとパスワードを設定

12月 1 日午前
12月 1 日午後

アカウント仮登録

アカウント
仮登録
●1 メールアドレスにつき
1 アカウントのみ登録可能

来場
アンケートを
入力

●1 アカウントにつき
1名様のみご登録可能です。

●仮登録したメールアドレスにメール
が届くので、1時間以内にアカウント
登録を完了させてください。

アカウント
登録完了

個人情報の登録

来場アンケート

来場事前登録
完了

●ご登録したメールアドレスに、
メールがとどきます。

1. 来場者バッジを事前印刷
できます。
2. QRコードが発行されます。

主

後

援

東京都

協

賛

来場 の ご案内

（一社）母子栄養協会

オーガナイザー メッセフランクフルト ジャパン（株）

最新情報はこちらから！
検索

保育博

www.hoikuhaku.com

著名 な 講師や各 エキスパートの 講演 から明日からの 業務 にすぐに生 かせる
ヒントや、多くの気づきに出会えます。

出展対象

来場対象

保育施設に関わる製品・サービス

保育施設用家具・什器類
乳幼児用品
● 保健・衛生用品・
サービス
● 給食・食材・授乳用品・
サービス
● 室内外備品・設備類
● 運輸・送迎・配送・
回収サービス
● 寝具・
お昼寝関連製品・サービス
● 教員用、
事務室用品

小型遊具・玩具（含知的玩具）
園庭遊具・運動用具・プール用品
● 学習教材・教育サービス
● 防犯、
見守りシステム・サービス
● 業務効率化
・経営システム・サービス
● ギフトアイテム
・デコレーショングッズ
● 経営コンサルタント
・人材派遣・
仲介サービス

●

●

●

●

保育園・幼稚園・こども園・保育所・
学童保育等設営・運営業者
● 不動産・
ディベロッパー・
リフォーム業者
● プレス、
出版、関連団体、専門学校、
教育機関
● その他
●

明したときは、来場をお断りします。

【新型コロナウィルス感染症対策について】※詳細は公式ウェブサイトにてご確認お願いします。

A

幼稚園
kindergarten

管理部門 / Finance, Administration

messe frankfurt japan ltd.

保育 博子

※来場者バッジイメージ

展示エリア／出展者プレゼンテーション

多くの魅力的な商品やサービスに出会えます。
会場での 商談だけではなく、サンプルやカタログをもらい、情報や連絡先を
ストックするなど、今後の園づくりにお役立てください。

来場に関する問合せ

2F 来場登録所

保育園、幼稚園、こども園
小学校、学童保育、塾
● 保育施設、
幼稚園、学校等開設・運営支援
● ホテル、
ショッピングセンター、
レジャー・公共施設等
● 産院、
小児科、歯科等の医療機関
● メーカー・
サービス提供者
● 小売、
通販、卸問屋、商社

保育士・幼稚園教諭養成学校
官公庁、地方自治体および各種団体、
保育・教育機関
● その他

●

●

●

●

会場へのアクセス

東京都立産業貿易センター浜松町館

浜松町駅北口
竹芝駅
大門駅

東京都港区海岸 1-7-1

ご参加いただく皆さまの健康保全を第一に、主催者ではイベントの全期間を通じて感染防止策を講じます。ご来場の際に
は以下の内容を遵守いただきますよう、ご協力をお願いいたします。また、状況に応じた十分な感染防止策を講じるため、
イベント開催までに感染症対策を改定する場合がございます。その際は、公式ウェブサイトでご案内いたします。なお、イ
ベントにおいて発生した疾病、事故、損害、滅失に関する責任は一切負いかねます。
下記に該当する場合は入場をお断りさせていただきます。
●過去に新型コロナウイルスに感染し、感染症陰性結果が出てから 2週間以上経っていない場合
●過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航歴並びに当該在住者
との濃厚接触がある場合
●過去2週間以内に外国から日本へ入国した場合
●来場当日に検温を行い、37.5度以上の発熱がある場合
●咳・咽頭痛・息苦しさなどの症状がある場合や体調がすぐれない場合

徒歩 5 分
徒歩 2 分
徒歩 7 分

アクセスに関する
最新情報

会場入場の際に下記のご協力をお願いしております。また、混雑時は入場制限を行う場合があります。ご協力いただけない
場合は入場をお断りさせていただきます。
●マスクの着用（※不織布マスク推奨） ●消毒液による手指の消毒 ●非接触体温計等による検温

会場設置機器にて
QR コードを表示し
来場者バッジを
プリントアウト

【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループ会社 * が主催 ･ 運営す

ネックフォルダーに入れ会場へ

A

幼稚園
kindergarten

管理部門 / Finance, Administration

展示エリアへ

保育博実行委員会

【来場について】暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用していることが判

まずはこちらへ！

2. QRコードにて発行

催

主催者特別セミナー／エデュケーショナルセミナー

STEP 3 来場受付

or

10:00 − 17:00

保育博とは―日々子どもたちと向き合うことで忙しい園経営者、保育従事者、および購買担当者の皆様のためのビジネス見本市です。
新製品や新サービス導入のため、実物を見ながら効率良く新製品、新サービス導入のための商談をしていただけます。
また、業務に直結する内容や、業界の今と未来を知るためのセミナーに参加でき、新たな学び、出会いの機会も提供いたします。
感染症予防対策を徹底して皆様のご来場をお待ちしております。

当日会場にて

ご自身でプリントアウトした
来場者バッジを持参

木

160社を超える多彩な出展者による新製品、サービスの展示やプレゼンテーションと、
日々の業務や経営のヒントになるバラエティに富んだセミナーなど、
保育・教育ビジネス &サービスに関するすべての人・モノ・コトに出会える 2日間

検索

1. 来場者バッジの事前印刷

2日

メディアパートナー パステルIT新聞〔
（株）サンロフト〕/ ベビーテック〔（株）パパスマイル〕

出展者募集中！

保育博



東京都立産業貿易センター 浜松町館

www.hoikuhaku.com

来場事前登録方法が変わりました！

STEP 2 見本市の来場事前登録

2021年12月 1 日 水

来場事前登録

感染症対策による来場者数管理のため、保育博公式ウェブサイトより「来場事前登録」を必ず行ってください。
※来場事前登録を行わずに、本「来場のご案内」をお持ちいただいてもご入場いただけません。
※保育博はビジネス商業見本市です。保育・教育業界の方以外の来場はご遠慮いただきますようお願いします。

事前にオンラインにて

― 保育・教育ビジネス & サービスフェア―

（2021年10月1日現在）

保育博ウエスト 2022 2022年7月20日（水）– 21日（木） マイドームおおさか

保育博にご入場いただくには「来場事前登録」が必要です。

保育博 2021

▼

出展者リスト（五十音順）

セミナーエリアへ

る国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、共催者・出展者・スポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させてい
ただく場合があります。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。
また、弊社は上記の目的のために記載された情報をメッセフランクフルトグループ会社 * および協力会社に対し提供させていただく場合があります。弊社が、これらの情報
を、メッセフランクフルトグループ会社 * および協力会社へ提供させていただく場合があることについて、同意していただきますようお願いいたします。
*メッセフランクフルト グループ会社の定義については、当社ウェブサイト・プライバシーポリシー
https://www.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/privacy-policy.html をご覧ください。
個人情報に関するお問合せ窓口 E-mail. privacy@japan.messefrankfurt.com

【主催者による会場内記録の使用について】
messe frankfurt japan ltd.

保育 博子

主催者はイベント会場内において取材・撮影を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフル
トグループが主催・運営する国内外見本市の広報・宣伝活動に使用する場合があります。

お問合せ
別途、聴講申込みが必要となります。詳細は裏面をご覧ください。

保育博事務局 メッセフランクフルト ジャパン株式会社
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2曙杉館7F
Tel.03-3262-8456 Fax.03-3262-8442 visit@hoikuhaku.com

画像提供：産業貿易センター 浜松町館

出展者名：
小間番号：

がご招待します。

セミナー／ プレゼンテーションへの参加には聴講申込が必要です。
※主催者特別セミナー／エデュケーショナルセミナーは、保育園、幼稚園、こども園、その他保育施設など園関係者向けのプログラムです。

公式ウェブサイトへアクセス

イベント・企画・セミナー

Menu

よりお申込みください。

保育博

会場

エデュケーショナルセミナー／
出展者プレゼンテーション

www.hoikuhaku.com

まずはこちらへ！

4F会場内セミナーエリア

聴講無料

申込必須

※タイトル、講演内容などは変更になる場合がございます。（敬称略）

デジタル時代に日本の保育の良さをさらに生かすために

環境を通しての保育が日本の保育の理念 。デジタル環境が 進展する中で子どもたちに求められる資質能力を育むため
に何が求められるかを考えてみたいと思います。

ベビーテックアワードジャパン 2021 授賞式および受賞者プレゼンテーション

優れた育児・保育向け IT 商品、サービスを表彰するベビーテックアワードジャパン 2021 の授賞式ならびに受賞者による
プレゼンテーションを行います。3回目となる今回も様々な受賞者のユニークな商品やサービスを是非ご覧ください。

待機児童ゼロ時代を目前に、保育の在り方をアップ
デート！今後はこどもを取巻く“地域・まちぐるみ ” で子
育てを応援していくことが求められています。
「新しい
を構想するヒントを事例を交えて語り合います。
保育」

15:30 – 16:30

学習院大学 文学部教授・
東京大学名誉教授

秋田 喜代美

（株）
パパスマイル
代表取締役 CEO
ベビーテックアワードジャパン2021
審査委員長

永田 哲也

ファシリテーター

認定 NPO 法人
フローレンス
代表理事

（学）
正和学園
理事長

駒崎 弘樹

厚生労働省
保育課長

齋藤 祐善

林 俊宏

離職率を 1% 未満にし、地域でオンリーワンの保育園になる経営手法

理想的な人が自然と集まり、定着し、安定的な経営ができる元気キッズの 3 つのアプローチ
① 採用 ② 組織作り ③ 職員の定着と戦力化

NPO 法人親子

コミュニケーションラボ
おやこみゅ
代表理事

天野 ひかり

元気キッズグループ
代表

中村 敏也

12月2日（木）
10:30 – 11:30

なぜ必要か・どう実践するか〜異年齢保育・インクルーシブ保育〜

見守る保育メソッド（The Fujimori Method）

新型コロナウィルスの影響など、予測困難な現代社会に対応するためには、乳幼児期にこそ身につくといわれる「非認
知能力」
（学力試験などでは測定できない個人の特性による能力）を高めることが重要であると、最近の脳科学、乳児研
究の知見からも言われております。乳幼児施設においても、
「家庭のかわり」
「小学校の準備期」として過ごす施設ではな
く、人生の基礎を養う大切な力を育む場所となるための、今後の保育の役割について考えます。

13:00 – 14:00

このセミナーのみ
別会場となります。

ベビーテックって何だ？！
育児に奮闘するパパと考える保育と育児のこれから

会場

4F 第3会議室

ロックミュージシャンをはじめとし、幅広く活躍中のダイアモンド ユカイさん。現在1女2男のよきパパとして
の面も多くの方がご存知と思います。育児に奮闘するパパの視点からベビーテックアワードジャパン 2021 の
ゲスト審査員を務めていただきました。受賞商品を一緒に見ながら、お子さんたちとの生活の喜びや困りご
とを伺い、育児を支えるベビーテックがある育児と保育についてディスカッションをします。

13:30 – 15:00

保育 ニーズのピークアウトが 近 づく中、経営 における量 から質 の 転換
が 求められています。そこで 業界を代表する二社 の 大手企業 のトップ
が業界の動向をどのように捉え、今後の経営を考えるのかを探ります。

15:30 – 16:30

ロックミュージシャン・俳優
佐野（栃木）ブランド大使・
とちぎ未来大使・
埼玉県こうのとり大使

ダイアモンド
ユカイ

ホールディングス
代表取締役

大塚 雅一

2F

会場

3F会場内セミナーエリア

聴講無料

申込必須

10:15 – 11:00

（福）どろんこ会
理事長

安永 愛香

保育環境研究所ギビングツリー 代表・
新宿せいが子ども園 園長

※タイトル、講演内容などは変更になる場合がございます。（敬称略）

弁護士保育士が教える コロナ禍で必要な園の危機管理

園の顧問弁護士を務める中で、コロナに関わる多数の相談・依頼を受けています。
その経験から、今必要な園の危機管理（感染対策、関係者の感染時対応、情報管理など）についてお話しします。

12:40 – 13:25

病気から子どもを守る！〜そばにいる私たちができること〜

乳幼児の健康サポートや感染対策、乳幼児健診や予防接種のしくみ、病気の基礎知識など、保育園関係者が日ごろ
より知識を深め、働く親と協力して日々の保育業務に役立てられるようなエッセンスをお伝えします。

保育園経営における地域別の特徴とポイント

今後の保育業界は、市場の変化により、地域でその状況に差が生じ、それに伴って、経営のポイントや留意点が変化
してまいります。園のマネジメント、採用、園児募集、広報、事業展開などについてご紹介いたします。

10:15 – 11:00

今考えたい乳幼児の食事〜最新のガイドを基に〜

授乳・離乳の支援ガイド、保育所におけるアレルギー 対応ガイドライン、教育・保育施設等における事故防止および
事故発生時の対応のためのガイドライン等、官公庁発表のガイドの最新情報と現場での対応についてお伝えします。

脳と体を育む樹上と原野の体育遊び

共感力と安全能力を育む遊びの展開、活動意欲と自己成長認識力が高まる環境構成と言葉かけ、“ 燃える集団 ” となっ
て技能向上遊びが伝承する方法を、実践映像と樹形図を通してご紹介します。

16:10 – 16:55

（株）
さくらさくみらい
代表取締役

西尾 義隆

選ばれない園がたった 1年間で超人気の園に変わった理由

評判の良くない園がどのようにして人気の園になったのか。どうして募集もかけずに優秀な保育士が 集まってくるよう
になったのか。全容を解明します。

レーヴ法律事務所
弁護士 保育士

柴田 洋平

神奈川県立保健福祉大学
ヘルスイノベーション研究科
教授

吉田 穂波

（株）カタグルマ
代表取締役社長／ CEO

大嶽 広展

本セミナー終了後17:00 より「保育博ウエスト 2022」の出展者説明会を開催します。
出展者説明会は事前聴講申込は不要です。当日、セミナー 会場受付へ直接お越しください。

12月2日（木）

データで読み解く、企業主導型保育事業の明暗

コロナ禍で出生数は 80万人を割込む予想が。0歳で入園した園児の成長を楽しみにしていたのに認可保育園へ転園。
都内での認可保育園の定員割れは企業主導型保育事業の目的が 終えたことを意味するという人も。このような状況
の中で各種データから企業主導型保育事業の未来を考え、皆さんが取るべき行動を考えていきましょう。

（一社）母子栄養協会
認定講師

白井 佳代子

安田式体育遊び研究所
所長

居関 達彦

（一社）全国企業主導型
保育事業連合会
会長

木村 義恭

藤森 平司

出展者プレゼンテーション

（株）
パパスマイル
代表取締役 CEO
ベビーテックアワードジャパン
2021 審査委員長

永田 哲也

ファシリテーター

（株）カタグルマ
代表取締役社長／ CEO

大嶽 広展

保育士／
子育てアドバイザー／
顧問保育士

てぃ先生

会場

3F会場内セミナーエリア

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション
12月1日（水）

時

ベビーサインで変わる保育の質とコミュニケーションの可能性
（一社）日本ベビーサイン協会
代表理事 吉中 みちる

保育業界の時流 経営 2021 in 東京

〜保育業界大手企業における今後の経営戦略〜 （株）キッズコーポレーション

3F

展示エリア

来場登録所

12月 1 日（水）

12:40 – 13:25

少子高齢化 が 加速 する日本 。園児 は 近 い 将来、AI や IoT を使 いこなし高齢者 や 外国人と共 に社会課題 を解決して
ゆかねばなりません。「私たち保育士がこれからの保育にどう取り組むか」が未来を確かなものにします。

12:00 – 13:00

エデュケーショナルセミナー

16:10 – 16:55

13:30 – 15:00

“ 地域・まちぐるみの保育 ”が拓く子育て新時代

展示エリア

園関係者の皆様の日々の業務に直結する、知識・情報を業界のエキスパートが講演

12月 1 日（水）

12:00 – 13:00

4F

展示会場への入場および各フロアのプログラムへの参加には、
見本市への来場登録が必要です。

業界の著名人による必見のセミナー ・トークショー
10:30 – 11:30

展示エリア

主催者特別セミナー

検索

●見本市 への 来場事前登録 が 別途必要となります。公式ウェブサイトより登録した上で 、2F 来場登録所 にて受付をお 済ませのうえ 、
各セミナー／プレゼンテーションエリアへお越しください。
●来場登録にお時間のかかる場合がございます。お時間に余裕をもって各プログラムにご参加ください。
●聴講申込締切は 11月22日（月）を予定しております。ただし、定員に達した場合、締切らせていただく場合がございます。
●お申込み後に送信される「聴講申込完了通知メール」をプリントアウトして各セミナー／プレゼンテーション会場にご持参ください。
●「聴講申込完了通知メール」は整理券ではございません。

主催者特別セミナー

第3会議室

12 / 2（木）13:00 〜 14:00 主催者特別セミナー

イベント・企画・セミナー
最新情報

子どもの発達をよく知る遊具メーカーが教える！
「ハビル遊具」環境のつくり方

（株）アネビー
齋藤 弘司

保育の現場にキャッシュレス決済！感染症予防製品ご活用セミナー
岩手インフォメーション・テクノロジー（株）
阿部 考志

間

11:30 – 12:10

13:50 – 14:30

15:00 – 15:40

聴講無料

申込必須

※タイトル、講演内容などは変更になる場合がございます。（敬称略）

12月2日（木）
保育事業者様のためのリスクマネジメント
〜効果の上がる事故防止ツールのご紹介〜
こどもあんぜんマイスター / あいおいニッセイ同和損害保険
（株）
マーケット開発部 市場開発室 室長 堀江 健

保育施設を木造で計画してみませんか？
ケイミュー（株）
伊藤忠建材（株）
ポラテック（株）

毛利 浩
海上 芳孝
岩田 聡

非接触でも密なコミュニケーションを！
コロナ禍に開発された保護者連絡ツールのご紹介
日本ユニシス（株）

