
来場事前登録でスムーズにご入場いただけます

※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あります。
※お申込みいただいた方は、報告書など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あります。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 
※お申込みいただいた方には、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」を発行します。
※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（乳幼児含む）の方は入場できません。

●申込を希望するセミナーの「セッション番号」
　をご記入ください

専門セミナーを同時開催！ セミナーの
お申込みも

本ＦＡＸにて承りますプログラムの詳細は公式ＨＰから▶

「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） FAXによる申込期限：1月27日（金）
※1月30日（月）以降はWebでのみお申込みが可能です。 Webでの申込期限：2月3日（金）

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。 名刺

会社名

所属                                      役職

氏名

所在地

TEL FAX
（※必須）

E-mail

〒

《 返信先：FAX 03-6303-9321 》

●アンケート（必須） ※以下全てのご質問にお答えください。

Q5. 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. 本展示会をどのようにお知りになりましたか？ （複数選択可）
□１．事務局（主催者：ブティックス(株)）からのご案内（招待券・メールなど）
□２．出展社からのご案内（招待券・メールなど）（社名： ）
□３．その他（ ）

Q2. あなたの職種は？ (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

□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
　　  （　　　　　　　　　　　）

Q6. 施設の新設・改修予定について （1つだけ選択）
□１．あり □２．なし

Q1. あなたの業種は？ (1つだけ選択)

お問合せ先　　CareTEX名古屋事務局／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17階（総合受付：11階）　TEL：03-6303-9801

Webでのお申込みはこちら ▶▶▶ http://nagoya.caretex.jp

オンライン展示会の会員登録 事前登録をされた方は、CareTEX365オンラインの会員登録も同時に行います。  不要の場合は、右の□にチェックを記入ください。 □ 会員登録しない

□1．介護付有料老人ホーム
□2．住宅型有料老人ホーム
□3．サービス付き高齢者向け住宅
□4．特別養護老人ホーム
□5．介護老人保健施設
□6．軽費老人ホーム
□7．その他の介護施設
□8．障害福祉施設
□9．グループホーム
□10．デイサービス
□11．ショートステイ
□12．訪問介護
□13．居宅介護支援事業所
□14．訪問看護
□15．病院・クリニック・医療施設
□16．リハビリ施設

□17．福祉用具販売・貸与
□18．福祉用具卸
□19．医療機器・医薬品流通
□20．薬局
□21．小売・卸・商社
         (百貨店・ホームセンター・通販など)
□22．配食・給食サービス
□23．食品メーカー・卸
□24．建設・設計・施工
□25．通信・IT
□26．メーカー
□27．官公庁・自治体・団体
□28．大学・研究機関・教育機関
□29．マスコミ
□30．その他

 

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

※会場の定員ガイドラインにより、入場を制限する可能性があります。
※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。

□３．介護システム名古屋／見守りシステム名古屋

第
４
回

介護用品展 　 　介護施設産業展
介護施設ソリューション展

名古屋
名古屋

名古屋 会期 ： 2023年2月2日（木）・3日（金）
会場 ： 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール
主催 ： ブティックス（株）

名古屋
ケアテックス ’23

Q4. ご覧になりたい商品は？ (複数選択可)

介護用品 介護施設向け設備・備品

介護施設向けソリューション

□１． 車椅子・歩行器
□２． 杖・シルバーカー
□３． ベッド・マットレス・寝具
□４． 入浴用品
□５． トイレ・おむつ用品
□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

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

□23．レクリエーション
□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．感染予防・衛生用品
□28．洗濯機・洗浄機・クリーン用品

来場事前登録でスムーズにご入場いただけます

※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あります。
※お申込みいただいた方は、報告書など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あります。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 
※お申込みいただいた方には、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」を発行します。
※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（乳幼児含む）の方は入場できません。

●申込を希望するセミナーの「セッション番号」
　をご記入ください

専門セミナーを同時開催！ セミナーの
お申込みも

本ＦＡＸにて承りますプログラムの詳細は公式ＨＰから▶

「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） FAXによる申込期限：10月27日（木）
※10月28日（金）以降はWebでのみお申込みが可能です。 Webでの申込期限：10月31日（月）

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。 名刺

会社名

所属                                      役職

氏名

所在地

TEL FAX
（※必須）

E-mail

〒

《 返信先：FAX 03-6303-9321 》

●アンケート（必須） ※以下全てのご質問にお答えください。

Q5. 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. 本展示会をどのようにお知りになりましたか？ （複数選択可）
□１．事務局（主催者：ブティックス(株)）からのご案内（招待券・メールなど）
□２．出展社からのご案内（招待券・メールなど）（社名： ）
□３．その他（ ）

Q2. あなたの職種は？ (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

□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
　　  （　　　　　　　　　　　）

Q6. 施設の新設・改修予定について （1つだけ選択）
□１．あり □２．なし

Q1. あなたの業種は？ (1つだけ選択)

お問合せ先　　CareTEX福岡事務局／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17階（総合受付：11階）　TEL：03-6303-9801

Webでのお申込みはこちら ▶▶▶ http://fukuoka.caretex.jp

オンライン展示会の会員登録 事前登録をされた方は、CareTEX365オンラインの会員登録も同時に行います。  不要の場合は、右の□にチェックを記入ください。 □ 会員登録しない

□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．障がい福祉施設
□７．グループホーム
□８．デイサービス・ショートステイ
□９．在宅・訪問介護
       （居宅介護支援、訪問介護など）
□10．訪問看護
□11．病院・クリニック・ 医療施設
□12．リハビリ施設
□13．接骨院
□14．鍼灸院
□15．整体・カイロプラクティック
□16．フィットネスクラブ・
          スポーツクラブ
□17．保育施設（保育園・幼稚園）

□18．福祉用具販売・貸与
□19．福祉用具卸
□20．医療機器・医薬品流通
□21．薬局
□22．小売・卸・商社
　　　 (百貨店・ホームセンター・通販など)
□23．配食・給食サービス
□24．食品メーカー・卸
□25．建設・設計・施工
□26．運輸・交通機関
□27．不動産・金融
□28．通信・IT
□29．メーカー
□30．官公庁・自治体・団体
□31．大学・研究機関・教育機関
□32．マスコミ
□33．その他
　　　（　　　　　　　          　　　）

 

第
５
回

介護用品展 　　介護施設産業展
介護施設ソリューション展

福岡
福岡

福岡 会期 ： 2022年11月1日（火）・2日（水）
会場 ： マリンメッセ福岡 B館
主催 ： ブティックス（株）’22福岡

ケアテックス

Q3. ご覧になりたい展示会は？ （複数選択可）
□１．CareTEX福岡 　□２．ケアフード福岡 　□３．介護システム福岡／見守りシステム福岡

※会場の定員ガイドラインにより、入場を制限する可能性があります。
※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。

Q4. ご覧になりたい商品は？ (複数選択可)

介護用品 介護施設向け設備・備品

介護施設向けソリューション

□１． 車椅子・歩行器
□２． 杖・シルバーカー
□３． ベッド・マットレス・寝具
□４． 入浴用品
□５． トイレ・おむつ用品
□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

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

□23．レクリエーション
□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．感染予防・衛生用品
□28．洗濯機・洗浄機・クリーン用品

NS-④


