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ホスピタルショウオンラインも体験できる！

国際モダンホスピタルショウ
2022WEB説明会

開催説明だけじゃない！！
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お申込み・お問合せ

〒151－0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3－11－8
 TEL.（03）3403－8615
 E-mail hsg@noma.or.jp

ホスピタルショウ事務局

URL.  https://noma-hs. jp/
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りんかい線
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ゆりかもめ

東京ビッグサイト
東京国際展示場 ※公共交通機関をご利用いただき、会場への自家用車・二輪車でのご来場はご遠慮ください。

※会期中、“ゆりかもめ”の混雑が予想されます。他の公共交通機関もご利用ください。

りんかい線
大崎駅（JR）←―――――――――――― 約13分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
※大崎駅よりJR埼京線に接続。渋谷、新宿、池袋等を結びます。
天王洲アイル駅（東京モノレール）←――― 約 7 分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
新木場駅（JR、東京メトロ）←―――――― 約 5 分→ 国際展示場駅（下車徒歩7分）
路線バス
東京駅八重洲口←――――――――――― 約40分→ 東京ビッグサイト
門前仲町駅（東京メトロ）←――――――― 約30分→ 東京ビッグサイト
浜松町駅（JR）←――――――――――― 約40分→ 東京ビッグサイト
水上バス
日の出桟橋（浜松町駅下車）←―――――― 約25分→ 有明客船ターミナル（下船すぐ）
ゆりかもめ
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）←― 約22分→ 東京ビッグサイト駅（下車すぐ）
豊洲駅（東京メトロ）←――――――――― 約 8 分→ 東京ビッグサイト駅（下車すぐ）
空港バス
羽田空港←―――――――――――――― 約25分→ 東京ビッグサイト
成田空港←―――――――――――――― 約60分→ 東京ベイ有明ワシントンホテル（下車徒歩約3分）

ホスピタルショウオンラインを
いち早く体感！

【1/27（木）限定配信】
2022年1月27日（木）　14：00～20：00
日本病院会から泉並木副会長、齋藤事務局長、ホスピタル
ショウ委員会から大道委員長もご登場いただき、出展を検
討している企業やこれから医療業界で活躍される企業な
ど多くの方に向けてメッセージを発信します。

事務局からの出展に関する説明動画は1/28（金）以降も、
継続して視聴可能ですので、まずは公式ホームページを
ご覧ください！

左記の説明会は、会期中に使用
するオンライン展示会プラット
フォーム上で配信します。

ホスピタルショウオンラインの
イメージをいち早く知りたい方
は、この機会に来場者視点で
色々触ってみてください！

出展者ブースも作っております
ので、オンラインセミナー受講
からオンライン出展者ブースの
雰囲気までわかります。説明会のお申し込みはこちらから！

申込締切
2022年3月25日（金）

出展のご案内
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1　開催概要
名　　　　称： 国際モダンホスピタルショウ2022
 INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2022  ［略称］IMHS 2022
テ　ー　マ： 健康・医療・福祉の未来をひらく ～人と地域でつむぐ命の輝き～
目　　　　的： 病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを

幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展に寄与する。
主　　　　催： 一般社団法人 日本病院会／一般社団法人 日本経営協会
特 別 協 力： 公益社団法人 日本看護協会
会　　　　期： 【展示会】2022年7月13日（水）～ 15日（金）　3日間
 【ホスピタルショウオンライン】2022年6月1日（水）～7月31日（日）
会　　　　場： 東京ビッグサイト　東展示棟・東１・２・３ホール　／　オンライン
入 場 方 法： 原則として、事前登録制
会場予定規模： 会場面積：約26,000㎡　　展示面積：約8,500㎡
出展見込者： ３００社・団体
来場見込者： ５0,000人
展 示 構 成： ○医療情報システムゾーン ○医療機器ゾーン　　
 ○健診・健康増進ゾーン ○看護ゾーン　　
 ○施設環境・運営サポートゾーン ○介護・福祉・リハビリゾーン　
 ＜トピックス出展コーナー＞
 〇ハピネスライフコーナー 〇健康管理・予防医療コーナー
 〇データヘルス改革推進コーナー 〇介護・福祉・リハビリのＤＸコーナー
主催者企画： （１）日本病院会コーナー （２）保健・医療・福祉 部会　企画展示　/　医療情報 部会　企画展示
セミナー・カンファレンス：
 （１）日本病院会セミナー
 （２）ホスピタルショウカンファレンス
 （３）日本看護協会特別セミナー
 （４）出展者セミナー
 （5）トピックス出展コーナー関連セミナー　
後　　　　援：  総務省、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、東京都、（独）日本貿易振興機構、（公社）日本医師会、

（公社）日本歯科医師会、（公社）日本薬剤師会、（一財）医療情報システム開発センター、（一財）日本医薬情報セン
ター、（公財）医療機器センター、（一財）医療関連サービス振興会、（公社）全国自治体病院協議会、（公社）全日本
病院協会、（公社）日本精神科病院協会、（一社）日本医療法人協会、（一社）全国公私病院連盟、（一社）日本病院薬
剤師会、（公社）日本栄養士会、（公社）日本診療放射線技師会、（一社）日本臨床衛生検査技師会、（一社）日本作業
療法士協会、（公社）日本理学療法士協会、（公財）日本訪問看護財団、（一社）全国訪問看護事業協会、（公財）日本
医療機能評価機構、（一社）日本民間放送連盟、（公社）日本医療ソーシャルワーカー協会、（一社）日本慢性期医療
協会、（公社）日本人間ドック学会　（順不同）

協　　　　賛： （社福）全国社会福祉協議会、（一社）日本医療機器産業連合会、（一社）日本画像医療システム工業会、（一社）電子
情報技術産業協会、日本薬科機器協会、（一社）日本医療機器工業会、（商組）日本医療機器協会、（一社）日本医療
機器テクノロジー協会、日本理学療法機器工業会、日本医用光学機器工業会、（一社）日本分析機器工業会、（一
社）日本衛生検査所協会、（一社）日本衛生材料工業連合会、（一社）日本ホームヘルス機器協会、（一社）日本医療福
祉建築協会、（一社）保健医療福祉情報システム工業会、（一社）東京都医療ソーシャルワーカー協会、（公社）日本臨
床工学技士会、東京商工会議所、（公財）テクノエイド協会、（公社）全国老人保健施設協会、（一財）日本救急医療
財団、（一社）日本医療情報学会、（公社）全国老人福祉施設協議会、（公社）全国有料老人ホーム協会、（一社）日本
ロボット工業会、（一社）日本産業・医療ガス協会、（一社）全国デイ・ケア協会、（一社）Medical Excellence 
JAPAN、（一社）日本医療機器学会、日本介護用入浴機器工業会、（特非）日本人間ドック健診協会　（順不同）

開催にあたって

CONTENTS

　平素より、「国際モダンホスピタルショウ」へのご支援ご協力を賜り、深く感謝申しあげます。
　本ショウは、1971年の開催以来、常に時代の流れとともに歩み、その時代に対応した医療・福祉のあり方を追求し
続けることで、社会的な信頼と存在感を獲得し、大きな影響力を持った展示会に成長してまいりました。
　今回の「国際モダンホスピタルショウ2022」では、『健康・医療・福祉の未来をひらく ～人と地域でつむぐ命の輝き～』を
新たなテーマに掲げることといたしました。
　医療福祉を取り巻く環境は一層厳しさを増しておりますが、そのような環境下においても、豊かな新時代を求め、
住まい・医療・介護・予防・生活支援などさまざまな分野の連携をさらに拡大するとともに、地域医療のさらなる充実
や、シームレスなネットワークの強化により、誰もが健やかに安心して暮らせる社会の実現を目指してまいります。
　ぜひともこの機会にご出展の検討を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

一般社団法人日本病院会
一般社団法人日本経営協会

健康・医療・福祉の未来をひらく ～人と地域でつむぐ命の輝き～

2021年7月の開催にはコロナ禍にも関わらず、熱心な来場者にお越しいただきました。

（申請予定）

（申請予定）

❶開催概要 …………………………………………… 1
❷展示構成 …………………………………………… 2
❸出展料について……………………………………… 4
❹出展者セミナー……………………………………… 5
❺小間位置の決定方法 ……………………………… 5

❻国際モダンホスピタルショウ2022　6つの特徴… 6
❼ホスピタルショウ委員会 組織図…………………… 9
❽今後のスケジュール………………………………… 9
❾お申込方法…………………………………………… 9
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医療情報システムゾーン

看護ゾーン

施設環境・運営サポートゾーン

健診・健康増進ゾーン

介護・福祉・リハビリゾーン

トピックス出展コーナー  Ｎｅｗ 主催者企画　人気 新たな来場動員イベントも進行中！ 同時開催　ホスピタルショウオンライン
トピックス出展コーナーの検討の際は
別紙案内パンフレットをご覧ください！

※過去開催時の写真を使用しております。

リアル展示会だけではできなかった
「働きかける、交流できる、効果が上がる」
　　　　　　　　　　　　オンライン展示会を！

システムが苦手な方でもカンタン・スピード操作！
リアルに人と会って、話すような「ワクワク感」を！
複雑な３ＤやＶＲではなく、欲しかった機能に感動！

まずは、来場者になって触ってみてください。
　　　　　　　　詳しくはこちら→　　　　

2　展示構成

【出展品目例】
病院管理支援、診療支援、物流・物品管理支援、薬剤関連、画像・映像関連、
リスクマネジメント関連、地域医療情報、医療情報ネットワーク、
情報セキュリティ、病院経営支援　等

【出展品目例】
健診関連、検体検査装置、健診車両、予防医療、健康管理機器・システム、
食関連、健康増進ツール・機器、アンチエイジング、ウェアラブル機器　等

【出展品目例】
環境設備（空調・エネルギー・給排水・病室手術室関連等）、建築（設計・施工・インテリア・
資材等）、感染症対策（消毒・抗菌・空調システム・非接触・検温・サーモグラフィ・ＰＣＲ
検査等）、アウトソーシング（清掃・廃棄物処理・滅菌・消毒・寝具レンタル・物流・検
体検査・維持業務等）、付帯設備（駐車場活用・コンビニ・各種ショップ・美容室等）　等

【出展品目例】
予防衣・用品、衛生設備・機器、受付業務関連設備、放射線診断・
画像診断装置、治療用機器、中央材料室用機器、生体情報装置、ディ
スポーザブル、ヘルスケアウェアラブル　等

【出展品目例】
各種ウェア、看護用品・機器、看護支援システム、訪問看護用品・機器、
訪問看護支援システム、セーフティ用品・機器・システム　等

【出展品目例】
介護用品・機器、介護予防・リハビリ、通所介護・在宅介護・医療・看護、
介護福祉情報システム、地域連携・住環境、福祉車両　等

医療機器ゾーン

ハピネスライフコーナー
来場協力：（一財）ハピネスライフ財団

健康管理・予防医療コーナー
来場協力：（特非）日本人間ドッグ健診協会

データヘルス改革推進コーナー
来場協力：（一社）日本医療情報学会

介護・福祉・リハビリのＤＸコーナー
来場協力：ＡＩケアラボ

「いま知りたい」
 トピックを体感！
(1) 日本病院会コーナー
(2) 医療情報 部会 企画
(3) 保健・医療・福祉 部会 企画

「いま聴きたい」
 テーマをわかりやすく！
(1) 日本病院会セミナー
(2) ホスピタルショウカンファレンス
(3) 日本看護協会特別セミナー
(4) トピックス出展コーナー関連セミナー

医療機関の経営・管理の情報化・業務効率化をサポート
するシステム

健診や日常の健康増進に関わる予防医療・食・システム・
機器・サービス

安全かつ、衛生的で施設環境設備に関する設計・施工・機器・サー
ビスや感染症対策・アウトソーシングなどの運営管理効率化

質の高い医療の推進をサポートする医療機器全般、ヘルスケ
ア分野の IoT機器、その他材料

看護の質向上に役立つ用品・システム・看護業務の効率化
を図るための機器・サービス

介護・在宅ケア・福祉・リハビリの質向上に役立つ用品・
システムや現場の効率化をはかるための機器・サービス

働く女性応援！Pop Upエリア
「医療・福祉分野で働く女性」
をターゲットにした来場動員イベント！
日にちごと・時間ごとにトピックを
ご紹介する新しいマッチングの場！

看護師・介護士など
現場で活躍する
来場者を動員！
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出展料は、リアル展示会ブースとオンラインブースセットでの料金となります。

スタンダードブース

フリーブース

出展者名 出展者名

カーペットカーペット

0.3m

1小間

小間番号札蛍光灯

パラペット

2小間

床置コンセント 床置コンセント

バックパネル サイドパネル

6.0m（内寸：5.94m） 3.0m（内寸：2.97m）
3.0m

（内寸：2.97m）

2.7m

スタンダード・ブース

バックパネルとサイドパネルで囲まれ、下図のような基本
設備を主催者において施工したブースです。
（サイドパネルは通路側を除く。）

●小間サイズ（1小間） ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
●申込面積区分 ：　1小間  　2小間  　3小間　 ※横一列

●スタンダードブース1小間の基本設備
基本パネル／W3000mm×D3000mm×H2700mm 一式
パラペット／H=300mm 一式
出展者名／申込出展者1社につきスミ文字 1ヵ所
小間番号表示／W＝300×H=300（mm） 1ヶ
パンチカーペット 一式
蛍光灯（1小間につき40W1灯をパラペットの裏側に取り付けます 1灯
2口コンセント（床置） 1ヶ
電力（1小間につき1KWの電力使用料と一次側電力幹線工事費を含む） 100V1KW

※上図イメージは「Ｂカラーイメージパッケージ」をイメージしたものです。

A 装飾備品パッケージ
料金：66,000円（税込）
パッケージ内容
受付カウンター 1台
（W900×D450×H930）
展示台 2台
（W990×D700×H900）
カウンターチェア 1脚
貴名受 1個
カタログスタンド 1台
ベルクロテープ 18枚
Ｓカン・チェーン 2セット
LEDスポットライト 3灯

B カラーイメージパッケージ
料金：110,000円（税込）
パッケージ内容
装飾備品パッケージ
（左記66,000円（税込）のもの）
壁面システムパネルの全面カラー装飾
（色は指定色からお選びいただけます）
カーペット色の変更
（色は指定色からお選びいただけます）
※指定色はこちらで
　ご確認いただけます。

有料オプションのご案内

大きな展示スペースを必要とする出展者のための更地渡しとなるブースです。（高さ制限は4.5m）
境界線が隣の出展者と接する場合は基礎パネル（高さ2.7m）を施工します。それ以外の基本設備はありません。
●お願い：①申込状況により面積を調整する場合があります。出展料は決定面積での請求となります。

②シアター形式でのプレゼンテーション等を計画される場合は、そのスペースを十分に取り、通路に来場者が溢れることが無いように、申込
面積をご検討ください。

※上図イメージの装飾は各出展者で行うため、金額には含まれておりません。

1小間あたり
単価（税抜）

420,000 円
480,000 円

単価（税込）
462,000 円
528,000 円

会　員
一　般

36㎡～ 200㎡までの区分で申込可

１㎡あたり
単価（税抜）
42,600 円
44,600 円

単価（税込）
46,860 円
49,060 円

会　員
一　般

出展者の皆様が自社ブースでの展示実演だけでは十分に伝えきれない、新製品・技術・サービス等の内容やユーザー事例を
より明確に、より効果的に発表する場としてご活用いただけるよう「出展者セミナー」を設けます。
ぜひこの機会に、貴社ブース展示との相乗効果を高める本セミナーをご活用賜りますようお願い申しあげます。

出展者セミナー　タイムスケジュール

出展者セミナーA：（配信なし）
220,000円（税込）（200,000円（税抜））
①会　場：東京ビッグサイト　会議棟６階
②定　員：120名（予定）
③時　間：45分間
・リアル会場だからこそ来場者への直接的なアプローチ・
情報発信が可能！

出展者セミナー B：（配信なし）
143,000円（税込）（130,000円（税抜））
①会　場：東京ビッグサイト　展示会場内特設ステージ
②定　員：80名（予定）
③時　間：45分間
・展示会場内だからこそブースへの案内が簡単に！
・予約をしていない来場者の飛込参加の可能性も！

出展者セミナー B：（配信あり）
220,000円（税込）（200,000円（税抜））
①会　場：東京ビッグサイト　展示会場内特設ステージ＋

オンライン配信
②定　員：80名＋オンライン視聴者（予定）
③時　間：45分間
※配信付きのセミナーは、医療従事者限定にはできませんので、ご了承ください。

・ホスピタルショウオンライン2021LIVE配信実績では、
オンライン配信だけでも１社平均　179人分リード取得！
・オンライン上でさらなるリード情報取得が可能！

全て事前予約制！関心の高い来場者のリード情報を獲得可能！！

  7月13日（水） 7月14日（木） 7月15日（金）

10：30～11：15
11：45～12：30
13：00～13：45
14：15～15：00
15：30～16：15

B-1
B-2
B-3
B-4

11：30～12：15
12：45～13：30
14：00～14：45
15：15～16：00

A-1
A-2
A-3
A-4

B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

A-5
A-6
A-7
A-8

B-10
B-11
B-12
B-13
B-14

A-9
A-10
A-11
A-12

3　出展料について　　※会員とは、日本病院会もしくは日本経営協会会員のこと 4　出展者セミナー

5　小間位置の決定方法
小間位置は、小間位置抽選・装飾等説明会において決定します。
◆小間位置決定までの流れ
●基本レイアウト
出展申込み締切り後、基本レイアウトを事務局で作成します。
4月中～下旬に基本レイアウト（小間割）図面を出展者（出展申込書に記載された連絡担当者宛て）にメール送付しますので、
指定する小間位置をあらかじめ複数ご検討ください。

●小間位置抽選・装飾等説明会
4月下旬に日本経営協会内の会場（東京）にて開催予定です。（詳細は別途ご連絡します）

●小間位置の決定方法
①小間位置抽選・装飾等説明会において、小間位置を選択（指定）する順番を抽選で決めます。
②上記の小間位置選択（指定）の番号が若い順からゾーンごとに小間位置を選択していきます。
③小間位置抽選・装飾等説明会に欠席された出展者については、終了後、事務局にて小間位置を指定・決定いたします。
④決定した小間位置の変更および苦情の申し入れはできません。
※なお、お申込みいただいた展示ゾーンの中で、同じ申込面積の小間が他にない場合は無抽選となります。
※展示実演のために給排水が必要な出展者については、会場設備の都合上、事務局が小間位置を限定する場合があります。展示実演のために
給排水が必要な出展者は、出展申込書の給排水が要の欄に必ずチェックをしてください。

◆抽選・小間位置の選択は下記のゾーンごとに行います。
　医療情報システムゾーン 医療機器ゾーン
　健診・健康増進ゾーン 看護ゾーン
　施設環境・運営サポートゾーン 介護・福祉・リハビリゾーン

フリーブースの申込可能サイズについて
※ブースサイズは、「奥行き×間口＝ブースサイズ」となります。
　例）５４㎡＝奥行６ｍ×間口9ｍ

 奥行 フリーブースの申込可能サイズ

 ６ｍ ３６㎡／４２㎡／４８㎡／５４㎡
  ６０㎡／６６㎡／７２㎡／７８㎡
 ９ｍ ８１㎡／９０㎡／９９㎡／１０８㎡
  １１７㎡／１２６㎡／１３５㎡／１４４㎡
 １０ｍ １５０㎡／１６０㎡／１７０㎡
  １８０㎡／１９０㎡／２００㎡

※トピックス出展コーナーは、事務局側で
　レイアウト・小間位置を決定します。

※セミナーA／セミナー B：先着申込順

※時間割については、変更・調整する場合が
　ございますにで、予めご了承ください。
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日本病院学会併設
ホスピタルショウとして開催

第１回から共催：日本病院会
とともに展示会を開催

第 25回には、会場を東京ビッ
グサイトに移して開催

第 48回では
初のオンライン展示会を開催

1971 1974 1998 2021

信頼と実績があるからこその
高いリピート率

勤務先

病床数 所属部門 病院の種類

病院会員を持つ、来場動員に抜群の信頼と実績のある（一社）日本病院会。
（一社）日本病院会とは、第１回から主催しております。

約76万人の保健師・助産師・看護師・准看護師の看護職能団体である
（公社）日本看護協会。特別協力として、2022年も連携を行います。

2022年は

来場者

50,000（見込）

名

出展者

300（見込）

企業・団体

多くの来場者・出展者様を迎え開催いたします。

初めて

２～４回

５～９回

10回以上

40.3%

27.5%

19.5%

12.7%

過去３回
来場者平均53,034名

病院・クリニックで
購買決定に関与している

約80％YES

病院・クリニックの来場者

34.2％ ！

病院･
クリニック

保健・
福祉関係

建築・施工
医療関連ディーラー

官公庁・団体

一般企業
学生

医療関連メーカー

34.2%

0.7%

6.1%
1.3%4.4%4.8% 1.9%

0.6%

3.1%

4.5%
10.0%

26.9%

20.1%

2021 年来場者アンケートより

17.8%

36.6%

20.6% 18.2%

15.4%

32.5%
9.6%
7.1%
12.5%

1.4%
2.1%
0.4%

28.4%

27.6%26.4%

20床未満

50～
99床

6.4%
20～
49床

100～
199 床

200～
499 床

500～
999 床

1000 床
以上

経営･管理

診療

事務

医療情報システム

診療技術

看護

調剤薬局

その他 国立・公立
（自治体）病院

その他
公的病院

医療法人病院

学校法人・
会社病院

その他の
法人病院

6.5%
6.8%
4.4%

無回答
その他

調剤薬局（院外）

一般診療所・クリニック

0.7%個人病院

6　国際モダンホスピタルショウ 2022　6つの特徴

本展示会は、医療・福祉に関わる国内最大規模の総合展示会です。1971年に名古屋で開催された「第21回日本病院学
会」併設展示会として開始し、今回で49回目を迎えます。

また、2400を超える全ての日本の病院が参加する会員組織である一般社団法人日本病院会とともに第1回より継続し
て開催しており、医療・福祉従事者からの認知度もバツグンです。

前回開催された国際モダンホスピタルショウ2021の
来場者の半数以上がリピーターで、5年以上来場頂い
ている方も3割と、高いリピート率を誇ります。

国際モダンホスピタルショウのご来場は？

過去３回来場者平均は53,034名。
例年多くの医療・介護従事者の方にご来場いただいております。

2021年来場者アンケートより
全体来場者のうち34.2%は
「病院・クリニック」と回答。
過去３回を通しても3割から4
割が「病院・クリニック」からご
来場いただいております。

また、「病院・クリニック」の来場者のうち約80％の方が
「決定権に関与している」と回答。

購買決定に関与している方に
直接アプローチいただけます！

大病院から中小病院まで幅広い
規模数の病院から来場者されて
います。

経営・管理や事務、医療情報のみ
ならず、看護や診療部門の現場
の方も来場されています。

医療法人病院のみだけでなく国
立病院や自治体などからも来場
されています。

◉ 特徴 1　高いリピート率！その理由は…

◉ 特徴 3　購買決定に関与する方に直接アプローチ！

◉ 特徴 4　幅広い来場ターゲット層

◉ 特徴 2　医療・福祉業界で国内最大級の来場動員力！

（2021年来場者アンケートより）

（2021来場者アンケートより）
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出展のお申込み
お問い合わせ先 ホスピタルショウ事務局

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-11-8

一般社団法人日本経営協会　ホスピタルショウ事務局
TEL：03-3403-8615　　　：hsg@noma.or.jp　　HP：https://noma-hs.jp

国際モダンホスピタルショ
ウ 2022 公式ホームペー
ジより申込書をダウンロー
ドしてください。

出展申込書に必要
事項を記入・捺印
してください。

出展申込書を事務
局宛に郵送してく
ださい。

2022年
1月27日㈭

開催Web説明会

2022年
3月25日㈮

出展申込締切

出展申込開始

出展申込書をホスピタルショウ事務局へ送付
（必ず原本を送付ください）

2月～3月

出展料等の請求書送付
各出展請求担当者宛へ

５月～６月

各種届出書提出：各提出先へ
※詳細は出展者専用ページに掲載予定

６月

販促備品配布：
案内状・搬入出券等を各出展担当者宛送付

7月
11日㈪・12日㈫

準備期間：
基礎工事、装飾搬入、製品搬入、機器調整

7月15日㈮ 搬出・撤去

４月下旬

小間位置抽選・装飾等説明会：
日本経営協会東京本部（予定）　※オンラインでは行いません。

7月
13日㈬～15日㈮

会期：（10時～ 17時）

４月中旬～５月中旬
出展者ページ掲載内容入力

6月1日㈬～
7月15日㈮

ホスピタルショウオンライン開催期間

◆展示会

◆ホスピタルショウオンライン

※アーカイブ期間：7月19日（火）～31日（日）予定
※会期中のホスピタルショウオンライン掲載内容
　（出展者ページ）は随時更新可能です。

2022年5月20日（金）までに
お支払い下さい。

過去出展者抜粋　　※順不同271社・団体

新規ユーザーの開拓を
目的とする出展者

約80％

2021 年出展者アンケートより

過去３回
出展者平均

出展の目的は、
どのようなものでしたか？（複数回答）

PR以外にも新規ユーザーの開拓を目的とする出展者の割合

新製品の発表・ＰＲ

全般的な製品のＰＲ

企業・団体ＰＲ、知名度向上

販売促進

35.9%

64.1%

64.1%

70.3%

医療情報システム
マップソリューション㈱、㈱エーアイエス、㈱ディー・オー・エス、㈱コムズ・ブレイン、
㈱テクニカルイン長野、㈱パシフィックメディカル、㈱エイトス、ティアック㈱、㈱医用工
学研究所、㈱インフィニットテクノロジー、アイホン㈱、日本ブレイディ㈱、㈱ムーブ、タッ
ク㈱、ワールドビジネスセンター㈱、㈱石川コンピュータ・センター、㈱ワイズマン、㈱
ケアコム、キヤノンメディカルシステムズ㈱、ＪＢＣＣ㈱、ブラザー販売㈱、日本データカー
ド㈱、㈱ネットホスピタル、日本金銭機械㈱、㈱ＳＢＳ情報システム、エプソン販売㈱、㈱フィ
リップス・ジャパン、キッセイコムテック㈱、㈱プレアデスセブン、㈱アルメックス、小西
医療器㈱、アイテック阪急阪神㈱、㈱レゾナ、㈱ＰＦＵ、㈱ファルコバイオシステムズ、㈱
島津製作所、富士フイルムメディカル㈱、インフォコム㈱、小林クリエイト㈱、㈱両備シ
ステムズ、ユニアデックス㈱、㈱トータルナレッジ、ニッセイ情報テクノロジー㈱、ＩＱＶＩＡ
ソリューションズジャパン㈱、Ｓｋｙ㈱、㈱バッファロー、沖電気工業㈱、富士通Ｊａｐａｎ㈱、カー
デックス㈱、㈱パシフィックシステム、㈱セブンスディメンションデザイン、㈱京葉電子販売、
㈱オーウラ・デジタル・クリエイト、帝人エージェンシー㈱、㈱日立製作所、日本電信電話㈱、
グローリー㈱、パラマウントベッド㈱、㈱エスエフシー新潟、池上通信機㈱、キヤノンＩＴ
ソリューションズ㈱、日本テクニカル・サービス㈱、㈱オカムラ、（公財）北海道科学技
術振興センター　他

医療機器
テンテキャスター㈱、㈱パースジャパン、ナカバヤシ㈱、アズワン㈱、大研医器㈱、ナゼロ㈱、
フランスベッド㈱、メガソフト㈱、㈱インターオフィス、河淳㈱、ユニオンツール㈱、㈱Ｄ
ｏｎｕｔｓ、ＴＯＴＯ㈱、㈱平プロモート、㈱ケルン、㈱セルバスヘルスケア、サカセ化学工業㈱、
シーホネンス㈱、㈲礫川システムデザイン事務所、サラヤ㈱、㈱ウィンテクノ、㈱トーカイ、
㈱オリバー、㈱日本マイクロニクス、㈱エクセル・クリエイツ、㈱アイム、㈱ジョリーグッド、
フィンガルリンク㈱、㈱セルバスヘルスケアジャパン、三菱ケミカルアクア・ソリューショ
ンズ㈱、山口産業㈱、三栄電機㈱、ニッキャビ㈱、東京都医工連携ＨＵＢ機構、㈱コクヨ、
商工組合日本医療機器協会、フジデノロ㈱、三栄メディシス㈱、㈱電算　他

介護・福祉・リハビリ
㈱アマノ、㈱フューチャーインク、㈱ダイイチ、㈱フリーフォーム、ミナト医科学㈱、積水ホー
ムテクノ㈱、㈱タイムワールド、オージー技研㈱、地方独立行政法人東京都立産業技術
研究センター、㈱ナカネ、ＦＲＥＥＢｉｏｎｉｃｓＪＡＰＡＮ㈱、ＹＥＲＳＨＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＣＯ．，ＬＴＤ（台
湾）、Ｕ．Ｓ．ＰａｃｉｆｉｃＮｏｎｗｏｖｅｎｓＩｎｄｕｓｔｒｙＬｔｄ（香港）、シシクアドクライス㈱、インターリ
ハ㈱、酒井医療㈱　他

看護
ＫＡＺＥＮ ＷＬＤ㈱、㈱ゴールドウイン、フォーク㈱、ナガイレーベン㈱、㈱イトーキ、㈱メディ
ビート、（公財）日本訪問看護財団、住商モンブラン㈱、㈱自重堂、アズワン㈱、㈱ヤギコー
ポレーション、㈱サンペックスイスト、㈱スミロン、㈱ナースステージ、オーブ・テック㈱、
弁護士法人ＩＴＪ法律事務所、フォーエヴァー㈱、㈱カインドウェア、㈱オーウラ・デジタル・
クリエイト、ミドリ安全㈱、㈱マトリクス　他

健診・健康増進
㈱ハーディ、クロスウェイ㈱、㈱テクノア、ユニオンツール㈱、㈱アシストシステムサイ
エンス、理想科学工業㈱、㈱インボディ・ジャパン、㈱メディカルインテグレーション、㈱グッ
ピーズ、アイテック阪急阪神㈱、ＤｅＳＣヘルスケア㈱、東光コンピュータ・サービス㈱、
㈱ SCC、アークレイ㈱、㈱エイチ・アイ・ティ、㈱サイキンソー、㈱インフィニットテク
ノロジー、㈱ＭＴＩ　他

施設環境・運営サポート
（公社）日本医業経営コンサルタント協会、菱機工業㈱、㈱メッツ、レバレジーズグロー
バルサポート、山崎製パン㈱、㈱イチネンパーキング、㈱東洋アクアテック、㈱アイセン、
鴻池運輸㈱、㈱インターグループ、スルーンインターナショナルサービス㈱、ミニストッ
プ㈱、ヒサゴ㈱、㈱おかん、㈱セオコーポレーション、ゼフィー㈱、東京ガス㈱、住友林業㈱、
㈱ファースト　他

「製品 PR」
「ブランディング向上」として
ご活用いただいております。

新規顧客との出会いを
国際モダンホスピタルショウが

創出します。

リピーター企業
はこう考えてい

る！

TOP上部に、動画を配
置することで来場者が
期間中常に楽しめるオ
ンライン展示会に！

出展者ブースの一覧が
表示されます

動画・資料の設置？
普通のホームページと
一緒じゃないの？

TOP 出展者ブース

※画像はイメージのため、
　本番とは異なります。

動画や資料ダウンロードの設置
可能。来場者はPDFなどでご
用意いただいた資料を、ダウン
ロードできます。
誰がダウンロードした
のか随時わかるととも
に、リード取得出来ま
す！

■リアル展示会のような突発的な出会い！
出展者と来場者がランダムにショートマッチングしビデオ通話が可能。オンラインブース
に立ち寄っていない来場者との出会いも可能に！

■動画だけじゃない。ZOOMの埋め込みが可能に。
ブースを開くと、担当者との直接ビデオ通話がすぐにスタート。オフラインの展示会での
声掛けと同じような感覚でコミュニケーションが可能に。

■オンライン上での交流できるラウンジを実装予定！
出展者と来場者が自由に交流できるラウンジをホスピタルショウオンライン上に実装予定！
「ブースのZOOMはちょっと勇気が…」という来場者が気軽に立ち寄り、出展者と交流の
できる場をご提供いたします。

実績あるホスピタルショウオンライン！
下記はホスピタルショウオンライン2021の126ブースの合計数となります。

オンライン
展示会って
実際どうなの？

◉ 特徴 5　ブランディング向上と新規顧客獲得への期待値が高い！

◉ 特徴 6　オンライン展示会システムがさらに進化！

7　ホスピタルショウ委員会組織図

8　今後のスケジュール

9　お申込方法
ブース表示回数

41,984 回

資料ダウンロード回数

7,706 回

ブース内動画再生数

6,753 回

リード情報提供数

16,560 人分

ホスピタルショウは、その開催基本方針から実施について、
下記の委員会のもと検討、審議し運営にあたっている。

ホスピタルショウ委員会

保健・医療・福祉部会 医療情報部会

委員長　　大道　　久　
副委員長　中村　清吾

部会長　寺崎　　仁
保健・医療・福祉部会 部会長

部会長　中村　清吾
医療情報部会 部会長

事務局会議
一般社団法人日本病院会　事務局
一般社団法人日本経営協会　事務局

2021年12月委員会発足当時（順不同、敬称略）

●ホスピタルショウ委員会委員

大道      久 日本大学 医学部／横浜中央病院 名誉教授/名誉病院長　
中村　清吾 昭和大学 医学部外科学講座乳腺外科学部門 教授
寺崎　　仁 東京女子医科大学　医療安全科 教授
福間　衡治 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 事業推進部 部長
池田　俊也 国際医療福祉大学　医学部 公衆衛生学教授 
明石　貴雄 一般社団法人東京都病院薬剤師会 専務理事
瀬戸山隆平 公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 名誉院長
宇野　　彰 一般社団法人日本医療機器産業連合会 事務局長
長澤　　泰 東京大学／一般財団法人ハピネスライフ財団 名誉教授／理事長
吉川久美子 公益社団法人日本看護協会 常任理事
万代　恭嗣 一般社団法人日本病院会／北多摩病院 副会長／院長  
山田　恒夫 一般財団法人健康医療産業推進機構 専務理事
齋藤　　清 一般社団法人日本病院会 事務局長　
町田　悟康 一般社団法人日本経営協会 理事

●ホスピタルショウ委員会　医療情報部会委員

中村　清吾 昭和大学 医学部外科学講座乳腺外科学部門 教授
山田　恒夫 一般財団法人健康医療産業推進機構 専務理事
池川　充洋 株式会社ケアコム 代表取締役
遠藤　　裕 富士フイルムメディカル株式会社　営業本部マーケティング部 グループマネージャー
大石佳能子 株式会社メディヴァ 代表取締役社長
大道　道大 一般社団法人日本病院会/森之宮病院 副会長／院長

下山　赤城 日本アイ・ビー・エム株式会社　 公共・通信メディア公益サービス事業部　ヘルスケアサービス
  ビジネスディベロップメントエグゼクティブ

小松　清美 富士通Japan株式会社　 AdministrationOffice　戦略企画統括部　
  シニアディレクター
澤　　智博 帝京大学医療情報システム研究センター 教授
色紙　義朗 キヤノンメディカルシステムズ株式会社　 ヘルスケアIT事業統括部　部長附
兵藤　敏美 社会福祉法人恩賜財団済生会　支部千葉県済生会／千葉県済生会習志野病院 参事／事務部長

二川　康秀 日本電気株式会社 医療ソリューション事業部 ソリューション
  推進グループ　シニアマネージャー
水島　　洋 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター　センター長

●ホスピタルショウ委員会　保健・医療・福祉部会委員

寺崎　　仁 東京女子医科大学　医療安全科 教授
飯田　達能 永生会　永生病院 院長
岡野　克哉 稲城市立病院 事務部・事務長
加部　一彦 埼玉医大総合医療センター 新生児科　教授／総合周産期医療センター長
泉　　並木 一般社団法人日本病院会／武蔵野赤十字病院 副会長／院長
斉藤　信彦 ナガイレーベン株式会社 常務取締役
中島　朋子 東久留米白十字訪問看護ステーション／（一社）全国訪問看護事業協会 所長／常務理事
星　　博善 東京ガス株式会社 都市エネルギー事業部　公益営業部　法人第二統括部長
正木　義博 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会 支部長
森村　尚登 帝京大学　医学部救急医学講座 主任教授
矢後　昭彦 株式会社 ハーディ 代表取締役社長

ホスピタルショウ
オンライン2021から
ググっと進化！

オプション機能の利用で
より効果的なPRを！


