
来場受付

来場者アンケート
プレゼント引換所

来場者バッジ発券はこちら

来場者アンケートに
ご協力ください。

完了画面表示で
プレゼント交換！
＜12：00–17：00＞

総合インフォメーション /
プレスカウンター /
出展相談カウンター

保育博ウエスト2023 出展説明会
11月21日（月）17：00-17：30
お気軽にご参加ください！
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保育博は東京と大阪で年2回開催!

保育博2023

2023年11月21日（火）–22日（水）

2023年7月19日（水）–20日（木）

東京都立産業貿易センター浜松町館

保育博ウエスト2023
マイドームおおさか

会場を移して拡大開催!

同会場にて拡大開催!

最新情報はこちらから

保育博 検索

www.hoikuhaku.com

〒102-0072  東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館7F
Tel 03-3262-8456     　visit@hoikuhaku.com
　 www.hoikuhaku.com

お問合せ：保育博事務局　メッセフランクフルト ジャパン（株）

東京国際フォーラム 10:00–17:00

2022年11月21日  －22日月 火

マスク着用
（不織布マスク推奨） こまめな手洗い消毒 体温測定 ソーシャルディスタンス

新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協力をお願いいたします。協　賛

出展者リスト　

会場内フロアレイアウト　

最新の出展者情報はこちらから検索できます。五十音順

保育博実行委員会主　催

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〕メディアパートナー

メッセフランクフルト ジャパン（株）主催者事務局

東京都後　援 （一社）母子栄養協会協　賛
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小間番号は通路、番号にて表示されています。

番号通路

（株）アーテック E-N006
アイコニーストア東京 / 村上木材（株） E-M004
（株）アクシバース E-E021
（株）ASAI E-J008
（株）浅尾 E-F006
朝日ウッドテック（株） E-F008
朝日化工（株） E-C018
（株）アスカ E-F003
アステピア（株） E-H009
あそんでまなぶ！ / （株）ユニティ E-K009
アダムズ / 堀井公認会計士事務所 E-A007
アトム（株） E-C008
（株）アネビー E-K002
（株）イートン E-G012
家の中の家カカポ / （株）モービー・ディック E-M003
iebito / （有）コトブキ工芸 E-C026
イトヤ（株） E-D008
インスタイル（株） E-K014
インテックスソリューション（株） E-K015
VISH（株） E-C024
WAY ホールディングス（株） / 保育box E-E005
（株）ウェルキッズ
└ （株）エヴォルブド・インフォ E-H011

（株）ウェルビーフードシステム E-A020
UCHIDAS（ウチダス） / （株）内田洋行 E-C017
（株）ウッドワン E-D007
（株）UNOKYO E-B004
（株）エースワン E-P001
（株）エービーシー商会 E-J002
エール（株） E-D014
（株）エコテック
└ （株）あけぼの通商 E-D011

（株）エス・テム E-E016
（株）Nプランニング E-B009
（株）エフケイソリューションズ E-H015 / E-M014 / E-P007
（株）MTG / e-3X plus E-D002

（株）エンペイ E-M013
オイシックス・ラ・大地（株） E-E001
オークヴィレッジ（株） E-C021
大蔵商事（株） E-N009
オーダーメイドエプロン ELEWORK / （株）エレグランス E-E020
（株）オートワークス京都 E-B005 / E-D021
（株）おぎそ E-N005
おまかせ保育システム / 三和マッチ（株） E-E014
オンライン英会話 本気イングリッシュ E-C007
（株）カタグルマ E-P005
金澤工業（株） E-B010
KAPLA / （有）アイ・ピー・エス E-E023
（株）カリヨン・カンパニー E-A014
（株）カワダ E-C023
かんてんぱぱ / 伊那食品工業（株） E-K013
キッシーズ（株） E-E004
キッズコネクト（株） E-L002
（株）kids plus E-C012
キャラメル / （株）ビッツ E-D022
キャリアフィールド（株） E-P006
CAN-PATH / （株）ネクサス E-B002
（株）給食企画体 E-F001
（株）くうかん E-C016
くぼたのうけん / （株）城南進学研究社 E-F005
（株）くもん出版 E-F004
（株）クリエイティブトレーディング
└（株）アンティー E-M012

グレープシティ（株） E-K016
GROWN CARE（株） E-C022
ケアフォート（株） E-J018
（株）ゴイス E-C014
光源舎オートプロダクツ（株） E-D006
（株）交通図書協会 E-C006
cocolin / （株）キムラタン E-C011
越井木材工業（株） E-C015

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） E-N002

子どもと食べる魔法のミールキット / ハーベスト（株） E-M010
こどものトイレファクトリー / （株）エンケイ E-C028
（株）コドモン E-D003
CoFa / （株）シーズ製品計画 E-E008
（株）コペル E-A013
（株）Kometsubu Entertainment E-C003
献立・給食宅配革命FoodsFoods / （株）RIVERO E-B006
サーモス（株） E-E022
（福）埼玉福祉会 E-D026
（株）CYBER DREAM E-M009
（有）さわだスポーツクラブ E-M015
三信化工（株） E-P003
サントレ・言葉の教育 / NPO法人 日本幼児教育振興會 E-M011
（株）ジェー・シー・アイ
└（株）ザクティ E-A019

シゲハセガワデザイン E-G016
（株）SIXINCH. ジャパン E-G006
（株）シャイン E-A016
車内置き去り防止システム / （株）シーエスイー E-J014
（株）JOINT CREW E-F013
（株）シンクアロット E-K010
シンクピア・ジャパン（株） E-E015
（株）sketchbook E-G021
（株）スマートエデュケーション E-N001
スマートスクール / プラス（株） E-G011
生活協同組合コープみらい E-N003
セイハネットワーク（株） E-E024
（一社）全国企業主導型保育事業連合会 E-C009
総合商社ベンキョウドー（株） E-C019
大成ネット（株） E-C020
（株）ChiCaRo E-H019

チャイリーフスペース / みえるん＿BIPROGY（株） E-D010
ChildCareWeb Inc. E-M008
（株）チャイルド本社 E-J012
中部土木（株） E-C010
つみきば / トーイングカー・スタジオ E-A018
（株）ティービーアイ / OMUKAEシステム E-D004
（株）デジタルマックスジャパン E-A005
Tenorino / パステル IT新聞 E-B008
手ぶら登園 ＆ えんさがそっ♪ / BABY JOB（株） E-P008
（株）テラモト E-F002
東亜コルク（株） E-C013
（株）時設計 E-C002
土佐材流通促進協議会
└ （株）イータスインザルーム│
└ 四万十町森林組合大正集成材工場│
└ （株）なかよしライブラリー

E-C029

トミタパックス（株） E-M018
どれみフレンズ レッスン / （一社）ピアノハピネス協会 E-A010
中村被服（株） E-A009
（株）ニシハタシステム E-G005
日産車体（株） E-B005 / E-D023
（株）日本標準 E-D019
（公財）日本サッカー協会 / 「めざせクラッキ！」 E-J016
日本ソフト開発（株） E-E006
（株）ニホン・ミック E-D001
日本ルフト（株） E-L008
ヌノーム / 日本ムーツ（株） E-M002
（株）ネオキャリア / ヒトシア保育 E-E002
（株）ネル・アンド・エム
└ （株）ティーガイア / ICTスクールNEL東京校 E-G017

はいチーズ！ / 千（株） E-K017
（株）Pastoral Dog E-P002
ハニルグロス / ハニルインターナショナル
└ IKKO（株） E-K011

（株）Power Management E-A011
P＆Gジャパン（同） / パンパース E-B007
（株）ビズウェザー E-G018
（株）ビッグホワイ E-D024
（株）ヒナタオエナジー E-G010
PiPit登園 / ビットスター（株） E-F012
ビューティサポー（株） E-C001

（株）ヒョウデザイン E-E017
ファミリーミュージカル協会 E-A008
（株）フォレスト西川 E-G014
富士フイルムイメージングシステムズ（株） E-G020
フレンドハウス / 創生商事（株） E-N004
べジ・キッズ『考える力』プログラム / カゴメ（株） E-G022
BabySmile / シースター（株） E-D017
ベビーテック.jp / （株）パパスマイル E-E026
ベビモニ / EMC Healthcare（株） E-G015
ベルサンテスタッフ（株） E-A001
ほいくis E-A024
（株）保育サポート
└ ハドラスホールディングス（株）│
└ プールス（株）

E-G003

保育専門M＆Aセンター / （株）リアドバンス E-F014
北欧教育スクールFinoLykke（フィーノリッケ） / フィーノ（株） E-A006
ポケトーク（株） E-G019
ポス友キーホルダー E-H013
ポピンズプロフェッショナル E-M019
枡美（株） E-D020
（株）ミールケア E-M007
ミールソリューション（株） E-N011
（株）ミノダ E-C004
（株）メイト E-M001
（株）ヤクルト本社 E-E003
ユニファ（株） E-G024
ラーニングストーリー Storypark / （株）グローバルパートナーズ E-K012
ライオン（株） E-A021
ラッキー工業（株） E-A025
（株）リード E-B012
（株）里都 E-N007
（有）ワイピーシー E-A017
渡邉製本（株） / えぽっけ E-E019

※└は共同出展 （2022年11月11日現在）



各プログラムの最新情報はこちら
※  プログラムの内容は変更になる場合が
あります。最新情報は見本市公式サイ
トよりご確認ください。

主催者特別セミナー 会場内　主催者特別セミナーエリア（120席）

エデュケーショナルセミナー 会場内　エデュケーショナルセミナーエリア（60席）

出展者プレゼンテーション 会場内　出展者プレゼンテーションエリア（20席）

● 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、各セミナーエリアへお越しください。
● プログラム開始15分前より、各セミナーエリア前で受付開始とさせていただきます。

業界の著名人による必見のセミナー・トークショー

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

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション

 お時間に余裕をもって各プログラムにご参加ください。

10:30-11:30
保育とESD、SDGs～時代に棹（さお）さす保育をめざす～
持続可能な社会・地球をつくり出すには、具体的な生活改善だけでない、考え方を根本から見直す必要が
あります。そのための視点を考えます。

（一社）家族・保育デザイン研究所　代表理事
東京大学名誉教授・白梅学園大学名誉学長・
全国保育士養成協議会会長・日本保育学会理事
（前会長）
汐見 稔幸

12:00-13:00

ベビーテックアワード2022 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2022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。4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。

（株）パパスマイル　代表取締役
ベビーテックアワード2022
審査委員長
永田 哲也

10:30-11:15
保育園給食と食物アレルギー
保育園給食と食物アレルギーについての正しい知識をもつことは園経営には欠かせません。
栄養士のみならず園全体で取り組み事故防止につとめるための心構えと基礎知識をお話しします。

（一社）母子栄養協会
代表理事
川口 由美子

11:45-12:30
「ヤングケアラー」を知る、どんなサポートができるか
家族に身体面や精神面でケアが必要なきょうだい（年下含む）、親、祖父母等がいる場合の例、どのようにお子さ
んや保護者をサポートができるのか、経験者・支援者の視点でお話します。

弁護士
ヤングケアラー経験者・支援者
藤木 和子

13:00-13:45
園児募集5.0～テクノロジー×ヒューマンで納得解を提案する～
人口減少が進み、幼児教育保育マーケットのサービス供給が加熱する成熟社会日本で自園の真の価値を伝えな
がら適正募集を実現するための園児募集のやり方をお伝えします。

（株）Gクリップコーポレーション
代表取締役
設楽 竜也

14:45-15:30

「ジェンダー教育・性教育を子育てから考えよう」
～赤ちゃんはどこから生まれてくるの？男の子は青色？女の子はお人形遊び？～
声かけやコミュニケーションによって、子どもは自分の性をどのように形成していくのでしょうか。「子ども一人ひ
とり」を大切にする保育を実践するために、これまでの当たり前を見直すきっかけを一緒に考えましょう。

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

16:00-16:45

解決策『Best for me』って何？
一部の地域を除いて既に待機児童は解消されたと言えます。条件を付けなければ必ず入園出来ることになりますが、しかし保
護者やこどもにとって必ずしも入りたい園とイコールフィッティングではありません。認可外保育施設、小規模、企業主導型保育
事業だからこそ解決できるチャンスがあります。あなたの園にしか出来ない解決策『Best for me』を見つけ出してみませんか？

（一社）全国企業主導型保育事業連合会
会長
木村 義恭

10:30-11:15
予定しておりました（株）こころざしたもつ 代表 保育士起業家・生き方育て方 アドバイザー 梅原 志保による『「病む・辞める」がなくなる！ 新人・若手保育士との関わ
り方』は中止になりました。

11:45-12:30

安全で質の高い保育は、リスクを「３つの視点」で捉えることから
誤嚥、転落、溺水といった重大事故につながるリスクを「3つの視点」でとらえると、経験年数によらず、誰もがよ
り多くの危険を予知できます。これを活用すれば、保育の質と安全性が更に高まることが期待できるだけでなく、
園内の事故やヒヤリハットの検証にも応用可能です。

プラムネット（株）
アウトドア共育事業部
統括リーダー  
渡辺 直史

13:00-13:45
北欧デンマークに学ぶ ～幼保小の架け橋プログラム「0年生」とは～
「小1プロブレム」を未然に防ぐために北欧デンマークが義務教育として取り入れている幼保小連携の要「0年生」
をご紹介しつつ、今、保育のプロフェッショナルに求められていることを現地情報と共にお伝えします。

北欧教育スクール
フィーノリッケ
代表
鈴木 孝枝

14:45-15:30  

園児の急病時対応と発達障がいについて～小児科医が伝える現場の対応方法～
高熱、呼吸困難、異物誤飲などの急病や事故にどう対応すれば良いの？自閉症や障がいなどの判断はいつぐらい
につくの？どうなったら小児科受診を勧めれば良いの？
園関係者が抱える園児の健康と発達に関する悩みに小児科医師がお答えします。

日本医科大学小児科
准教授
楢崎 秀彦

16:00-16:45
保育現場に活かすアンガーマネジメント
「怒り」は誰もが持つ自然な感情です。保育現場ですぐに実践できるアンガーマネジメント（怒りと上手に付き合う
方法）をお伝えします。子どもとの関わり・保護者対応・職員指導などにご活用ください。

（一社）日本アンガーマネジメント協会
公認講師
小尻 美奈

11月21日
（月）

11:30-11:50 「今、遊具の定義を見直す」 ～ハビル遊具®とインクル遊具とは？～ （株）アネビー　ハビルLabo　課長　齋藤 弘司

14:00-14:20 手荒れは仕方ない？いえいえ、子どもを守り感染を予防する手荒れ対策あります！ GROWN CARE（グロウンケア）（株）　爪管理士　三和田 恵

14:30-14:50 「選ばれる園になるために」 ～人気園のドキュメンテーション活用術！～ （株）スマートエデュケーション　ナビゲーター　藤森 和香子

15:30-16:10 みんなで創る「保育・子育ての未来地図」 ユニファ（株）　代表取締役CEO　土岐 泰之

11月22日
（火）

11:00-11:20 「選ばれる園になるために」 ～人気園のドキュメンテーション活用術！～ （株）スマートエデュケーション　ナビゲーター　藤森 和香子

11:30-11:50 遊具が持つ力 ～子どもの発達を引き出し、大人のかかわりを変える～ （株）アネビー　ハビルLabo　課長　齋藤 弘司

14:00-14:20 手荒れは仕方ない？いえいえ、子どもを守り感染を予防する手荒れ対策あります！ GROWN CARE（グロウンケア）（株）　爪管理士　三和田 恵

14:30-14:50 自然体験が子どもの感性に与える影響 はいチーズ！ × （株）ベジリンク　取締役社長　塚田 祥世／Momo統合医療研究所　医師・医学博士　木村 理砂 

10:30-11:30
子どもも大人も、遠くても通いたくなる園づくり
待機児童問題が終息を迎えた今、「遠くても通いたい」と思える園づくりが不可欠。園児も減り11年前に閉鎖した公立保育
所跡地に、翌年から市内外を問わず多くの園児を迎え続けている園づくりについてお話しします。

（福）山ゆり会
まつやま保育園グループ
法人本部長
松山 圭一郎

12:00-13:00

教育と福祉の融合で地域に新しい価値を生み出す
昨今、多くの事業者が福祉の世界に関心をもつようになってきました。本講座では、地域の子育てニーズに応えることで、
社会の課題解決に寄与する小さな法人の大きな挑戦について具体的な事例を紹介しながら今後の展望の参考に供しま
す。

エデュケアライズグループ
（学）金子学園
（福）藹藹会　
理事長
山村 達夫

15:45-16:45

少子化時代の保育の多様性を考える
2021年の出生数は過去最低の80万人です。それに伴い待機児童は減少傾向にあり、本当の意味での選ばれる保
育の時代が来ました。
定員割れの対応、公私バランスのあり方、保育施設間の競争など、保育が取り巻く環境が変化する中、 
少子化の理解を深めるとともにそれらに対応する保育の多様化について考えます。

大阪教育大学　教育学部
家政教育部門　教授／
東京大学発達保育実践政策学
センター（Cedep）研究員
小崎 恭弘

15:30-16:30
保育の個別最適化を考える
子どもたちの成長や個性、興味関心に合わせた保育＝保育の個別最適化。
一人ひとりの可能性を伸ばす個別最適化された保育が実現する条件について、現場での実践に基づいてお話します。

AIAIグループ（株）
代表取締役兼CEO
貞松 成

聴講料無料／事前予約不要（先着順）／完全入替制

13:45-15:15

－保育博 Seedsプロジェクト－若手経営者が考えるこれからの保育
今現場で輝く若手経営者（Seeds）発掘＆業界人を育てるバックアップセミナー
人材育成、部下のマネジメント、業務効率化など、保育業界の課題は多様化しています。
「理想の保育園」づくりのため現場は今何に迷い、どこに光を見出しているのか。
前回大阪開催で来場者満足度が高かったセミナーの第二弾として、認可外保育所を認可保育園
に移行させた高原氏と、前理事長からの世襲をスムーズに進めた経験を持つ片山氏が園運営で
の取り組みや課題をリアルに語り、多数若手経営者が門を叩くChaCha Children ＆ Co.の迫田
理事長が公開コンサルティングを行います。

（福）ChaCha
Children ＆ Co.
理事長
迫田 健太郎

（株）サムライウーマン
代表取締役
まちのてらこや保育園 代表
高原 友美

（福）種の会　理事長
幼保連携型認定こども園・
はっとこども園・園長
片山 雄基

13:30-15:00

保育施設が担う新たな地域の子育て課題解決とまちづくり
学校法人柿沼学園は埼玉県久喜市で子ども・子育て中心の街づくりを行い、地域の就学前人
口増加に貢献。地域で暮らす全ての子ども達の健やかな育ちの保障と親の子育てを支える先進
的な取り組み事例をお伝えします。

（学）柿沼学園
理事長
柿沼 平太郎

（株）カタグルマ
代表取締役社長／
CEO
大嶽 広展

11月21日（月） （敬称略）

11月21日（月）

11月22日（火）

11月22日（火）

各プログラム聴講のご案内
（敬称略）

（敬称略）
● 各回5分前より受付開始


