
キッズデザイン協議会　理事　田村 和之
待機児童解消に向けた取組みである「子育て安心プラン」の
実現に向けた「リノベーション」の実績をもとに、プロセス
やポイントを最新情報と合わせてご紹介します。

子ども子育て支援新制度に適応する
リノベーション❶ 11:00－11:45

安田式体育遊び研究所　所長　居関 達彦
社会性と安全能力を育む体育遊びの樹形図公開と実践映像
紹介。共感力、判断力、対応力を高めてけがを減らし、発
語を促し語彙力を高める応答指導や、燃える集団となって
伝承する高度な遊びの展開方法をご紹介します。

発達段階に応じた脳と体を育む
効果的な体育遊びについて❸ 13:00－13:45

（一社）日本こども成育協会　理事　大塚 千夏子
保育の現場での「食べる力」を育む取組みは多岐にわたりま
す。園の食の方針とご家庭との連携において、特に幼児食
となった段階の悩めるお母さんたちが小さな成功を重ねら
れる食のステップについてお伝えします。

園と家庭の連携で育む
“げんき食 ”習慣❹ 14:00－14:45

（一社）全国企業主導型保育支援協会　事務局　安部 航平
現在、企業主導型保育施設を運営している事業者様と、今後
設置を検討されている事業者様へ向けて、保育施設が増える
ことで考えておくべき事や長期経営をするポイントを、実績
を踏まえてお伝えします。

企業主導型保育の導入してわかった企業側の本当の
メリットと保育士が辞めない長期的運用のポイント❺ 15:00－15:45

B1F イベントホールおよび3F 会議室Jで開催される各イベントへの参加は、別途見本市への来場登録が必要です。来場登録所（B1F イベントホール）にて来場登録を済ませてから、ご参加ください。

レーヴ法律事務所　弁護士　保育士　柴田 洋平
事故や不祥事等があった際の組織の危機管理が問題視されることが増え、幼児
教育・保育の分野への社会的関心の高まりから、園も十分な意識を持ち、備え
ておく必要があります。具体的なケースも挙げながら、これからの園において
必要な危機管理・危機意識について弁護士・保育士の立場からお話しします。

弁護士が教える
今、園に求められる危機管理・危機意識❷ 12:00－12:45

 （敬称略）

養成校の学生や若手の先生など約4,000人のフォロワーから厚い支持を
受ける、現役幼稚園、保育園の先生4名が運営するインスタグラム
「teacherys」が、保育博の会期中にリアルイベントを初開催！
先生たちのホンネが飛び交う「就職活動」「保育実習」の2つのテーマにつ
いて、座談会を開催します。
詳細はインスタグラム「teacherys」にて。

フォロワー約4,000人のインスタ
 「teacherys」  を運営する 
現役幼稚園教諭・保育士によるホンネ座談会

6月8日土

時 間   午前の部 10:30－12:00　午後の部 13:00－14:30 
会 場  3F 会議室 J

日時 6月7日（金）  6月8日（土）
10:30－11:10 ICTを活用した『保育業務効率化セミナー』～明日から始める働き方改革～

日本ユニシス（株）　アゼリーグループ　（福）江寿会　アゼリー保育園　園長　東山 さとり
保育園の救世主！先生方から選ばれるインターネット写真販売サービス
（株）ハッピースマイル　大和田 陽介

11:30－12:10 規制緩和と見守りシステム
（株）キムラタン　代表取締役社長　浅川 岳彦

これからの英語教育について
（有）BRUCE INTERFACE　代表取締役　ウィットレッド ブルース

12:30－13:10 ベビーテックアワードジャパン2019 受賞者プレゼンテーション
主催：ベビーテック.jp / （株）パパスマイル

～聞かなきゃソン！保育士さんに貢献する医療機器～ 安心して小さな命を見守りたい
日本ルフト（株）　増田 広樹

13:30－14:10 金子みす 「ゞみんなちがってみんないい」そのちがいとは？／アネビー遊具の取組みから
（株）アネビー　熊尾 重治／齋藤 弘司

hugmo × IoT活用による子どもの健康管理と事故・トラブルの予防
（株）hugmo　代表取締役社長　湯浅 重数

14:30－15:10 hugmo × IoT活用による子どもの健康管理と事故・トラブルの予防
（株）hugmo　代表取締役社長　湯浅 重数

規制緩和と見守りシステム
（株）キムラタン　代表取締役社長　浅川 岳彦

15:30－16:10 ICT化の第一歩！成功事例から学ぶ最新の園内情報共有
パステル IT新聞 / （株）サンロフト  クラウド事業部　望月 翔太

幼児給食のノウハウを凝縮！グルテンフリー、アレルギーフリー対応商品のご紹介
（株）ミールケア　関 友樹

 （敬称略）

事前登録優先 無料

10:10－10:15 主催者挨拶
保育博2019実行委員会　メッセフランクフルト ジャパン（株）　代表取締役社長　梶原 靖志

10:15－11:15
まあせんせいによる「保育博2019」オープニングスピーチ
（学）菊地学園　理事長　静岡第一テレビ　歌のお兄さん　菊地 政隆 （まあせんせい）
こどもを取巻く業界が変革し、保育の役割が変わりつつある現代で、成長するこどもたちが輝きつづけられるように、その変化の波をどう受止めていく
か？保育園、幼稚園、こども園の園長を経験し、理事長、保育士、幼稚園教諭でもあるまあせんせいによるオープニングスピーチです。

11:45－12:20

第1回　ベビーテックアワード発表および授賞式「BabyTech Award Japan 2019」
主催：ベビーテック .jp / （株）パパスマイル
国産ベビーテック（IoT / ICT技術で育児をより安全安心、効率化をもたらす商品／サービスの総称）商品やサービスを表彰する、記念す
べき第1回「BabyTech Award Japan」を保育博内で発表、表彰します。
プレゼンター： （学）菊地学園　理事長　静岡第一テレビ　歌のお兄さん　菊地 政隆 （まあせんせい） およびアワード審査員

13:00－14:30

話題のこども園園長と人気学園経営コンサルタントとの対談 ― 「平成の、次の時代の園と教育のあり方」
（学）リズム学園　学園長
はやきた子ども園　園長 井内 聖 学園経営コンサルタント

Eリソースセンター（株）　代表取締役 石田 敦志
公立中学校教員から幼児教育へ転身、北海道で「四季の自然と創
り上げる生活」を柱とした幼児教育を進め、2016年より全国初の
公私連携幼保連携型認定こども園として「はやきた子ども園」を
運営。ICTを活用した働き方改革にも積極的に取組んでいる。

自身の三つ子の子供達が通った幼稚園に心を救われた経験と、先生方の仕事の
素晴らしさに感銘を受けて、幼稚園の世界にコンサルタントとして飛び込む。
以来10年、幼稚園業界専門で「ファンが集まる学園づくり」をテーマにコンサ
ルティングを行い、幼稚園・こども園・保育園のクライアントを担当している。

15:00－16:30

量と質のバランス時代から質ファースト時代へ !! 
これから激変する保育経営のメガシフトをどうチャンスに変えるか !?
幼児教育無償化、待機児童ゼロ化後に保護者に選ばれる園に共通する点、未来を生きるこどもたちを育てる保育・教育は何か、など、これからの保育経営にむけてディス
カッションを深めます。

パネリスト ファシリテーター

（学）アゼリー学園
（福）江寿会
アゼリーグループ　理事長

来栖 宏二

（学）金子学園
（福）藹藹会　理事長

山村 達夫

（福）慈光明徳会　理事
SAKURA保育園千川
園長

藤岡 孝史

（株）こどもの森
代表取締役会長

久芳 敬裕

（株）マミーズファミリー
代表取締役

増田 かおり

（株）船井総合研究所
保育教育支援部部長
シニア経営コンサルタント

大嶽 広展

 （敬称略・順不同）

 （敬称略）

10:30－11:30

保育士の2人に1人が利用するHoiClueの運営から見る、保育の現場
こども法人キッズカラー　代表取締役CEO　保育士　雨宮 みなみ
中学生の頃から目指していた保育士資格を取得後、複数の保育園で6年間子どもに携わる。
現場での経験を通して保育や子育てが広がる“遊び”と“学び”のプラットフォームHoiClue［ほいくる］（Webサイト）を立ち上げ、2010年に株式会社
キッズカラーを設立。「こどもの “やってみたい ”っておもしろい。」というタグラインの下、新しいチャレンジに向けて奮闘中。

13:00－14:30

眞鍋かをり と まあせんせい によるトークショー「ママ・パパ・保育者を助けるベビーテックって ?!」
タレント　眞鍋 かをり
（学）菊地学園　理事長　静岡第一テレビ　歌のお兄さん　菊地 政隆 （まあせんせい）
（株）パパスマイル　代表　永田 哲也 （BabyTech Award Japan 2019 実行委員長）
育児にもネットやスマホを活用する時代がやってきています。「育児」と検索すると膨大な情報があふれており、そこには喜び、苦労、楽し
み、発見、などさまざまな共感があります。ママとして活躍のステージを広げるタレント、眞鍋かをりさんと、保育現場を中心に活躍中の
まあせんせいをお迎えし、育児や保育での苦労や課題とその助けになると今後期待されている「ベビーテック」について、トークショーを
行います。

15:00－16:30

人気絵本作家「くまのがっこう」作者　あいはら ひろゆき先生トークショー
絵本作家　あいはら ひろゆき
長女の送り迎えの際に、保育園で見たこどもたちの姿がヒントになって制作した「くまのがっこう」の制作秘話を通じて、絵本や読み聞かせのすばらし
さ、こどもの心に寄り添う大切さを語るトークショー。後半には、現役保育者たちで運営されるインスタグラム「teacherys」内で養成校の学生や幼稚
園・保育園の先生から公募した質問に、あいはら先生がお答えします。現役保育者たちとの意見交換を通し、毎日、こどもたちを優しく見守る園の先生
たちにエールを送ります！

フロアマップ
Floor map

保育園、幼稚園、こども園経営者、保育従事者様必見!!
・各プログラムの講師・内容は予告なく変更となる場合がございます。
・お席に限りがございますので、あらかじめご了承ください。なお、着席をご希望される場合はお早めに会場へお越しください。

主催：保育博2019実行委員会
後援：東京都
オーガナイザー：メッセフランクフルト ジャパン（株）
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〕

－保育・教育ビジネス＆サービスフェア－
開催
日時

2019年

6月7日 －8日金 土

会 場 新宿NSビルイベントホール

10:00－17:00

2020年6月開催予定 !!第2回
【問 合 せ 先 】 保育博事務局 メッセフランクフルト ジャパン（株）
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館7F
（ご出展に関し）  Tel. 03-3262-8446 E-mail. info@hoikuhaku.com
（ご来場に関し）  Tel. 03-3262-8456 E-mail. visit@hoikuhaku.com

www.hoikuhaku.comWeb

主催者セミナー 　 会 場  B1F イベントホール　会場内中ホールメインステージ（120席） 事前登録優先 無料

エデュケーショナルセミナー　 会 場  3F 会議室 J （80席） 事前登録不要 無料

出展者プレゼンテーション 　 会 場  B1F イベントホール　プレゼンテーションルーム（80席） 事前登録不要 無料

園関係者の皆様の日々の業務に直結するような、
知識・情報を業界のエキスパートがセミナー形式で講演します6月7日金

teacherysインスタグラム

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション

業界の著名人による必見のセミナー・パネルディスカッション

6月7日金

6月8日土

IT が苦手な方におすすめの写真販売サービス

中ホール「J003」
 へお越しください

ご利用は無料！ 一緒に働きやすい職場を実現しましょう
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日本エイテックス

AH Products

ウッドピタ / ピタコラム

総合商社
ベンキョウドー

日本ユニシス
└コニカミノルタジャパン

幼年教育出版 ブーリジャパン
アッシュプランニング 安堂プランニング

マイブック / アスカネット

MJテラモト

ファンプレッション / 
アソブロック

おまかせ保育システム / 
三和マッチ

ユニファ /
ルクミー

クラッシー

ジャクパ
└ジャクパ旅行センター

KidsDiary

パステルIT新聞 / 
サンロフト

ニホン・ミック

エムシステム アイコニーストア東京

劇団飛行船
└すぎのこ芸術文化振興会

日本育児

大王製紙 /
GOO.N

キムラタン

gf.T

ちゃいなび

ジャクエツ

アスカ

オーブンクッカー / 
イケヤ インターコマース

保育サポート
└プールス

ビズウインド

サイエンス倶楽部
└日本ジュニアサイエンス研究所

エステム 光源舎オートプロダクツ

きみたつ エドベック

日本ルフト

コンビウィズ

ベルサンテスタッフ

時設計

給食企画体 / ダイアセラム

夢ふぉと

全国企業主導型
保育支援協会

シーシー・ネットワーク

大建工業

フォレスト西川

リーベ式運動あそび / 
リーベ

卒園アルバム工房 / 
ステップ

テクニカル
アーティスト

ブラザー・ジョルダン社

船井総合研究所

カトージ

アネビー
└HABA Education

グレープシティ

ハッピースマイル

ユニオンビズニシハタシステム

ベネッセ
コーポレーション

スマートエデュケーション /
こどもモードKitS

BRUCE 
INTERFACE

シーズ製品計画 / CoFa

ネオキャリア

プラス

アイカ工業

baby's fun

Riceclay
└ライスクレイジャパン

ミールケア

hugmo

チャイルド社

チャイルド社 コンピューター部

幼保経営サービス

くれぴつ くれよん / 
オーディープランニング

ナカノ / 
Music For Living

KURASHE ベビーテック.jp /
パパスマイル

キッズビュー / 日本ソフト開発

リコー こども成長アルバム そだちえ /
リコー

ソシオークグループ
└ハガクレフード / みつばコミュニティ

social solutions 一場木工所

大和屋

ポピンズ
└保育士GO

オイシックス・ラ・大地

ミマモルメ

おぎそ

岩手インフォメーション・
テクノロジー

icuco / wkwk

城南進学研究社

べびさぽ / トライポッドワークス

住ゴム産業 エール おさるの森

サージュ
コーポレーション

バンダイ /
ここたま

アイ・ピー・エス / 
カプラジャパン

3Fセミナー参加
プレゼント引替所

休憩所

来場登録所

主催者事務局

プレスエリア / 
メッセフランクフルト
インフォメーションブース

入口

入口

入口

入口入口

メインステージ
主催者セミナー（6/7－8）
ベビーテックアワード授賞式（6/7）
（※プログラムは裏面参照）

主催者セミナー（6/7－8）
ベビーテックアワード授賞式（6/7）

プレゼンテーションルーム
出展者プレゼンテーション
（6/7－8）
（※プログラムは裏面参照）

出展者プレゼンテーション（6/7－8）

ベビーテックアワード
優秀作品展示

会場内フロアレイアウト

中ホール

大ホール

最新情報はwww.hoikuhaku.com

3F（会議室J）へ
（こちらのエスカレーターよりお越しください）

エデュケーショナルセミナー（6/7）
現役保育従事者座談会（6/8）
（※プログラムは裏面参照）

イベントホール
B1F

会議室
3F

1F

2F

エデュケーショナルセミナー（6/7）
現役保育従事者座談会（6/8）

来場登録所

中ホール

大ホール

エスカレーターで
3Fへ

3F会議室J

メインステージ

プレゼンテーションルーム

出展者リスト（五十音順）

アイカ工業（株） C015［大］
アイコニーストア東京 B001［大］
（有）アイ・ピー・エス / カプラジャパン L012［中］
（株）アスカ C012［大］
（株）アッシュプランニング C009［大］
（株）アネビー F001［大］
└HABA Education
（株）安堂プランニング C007［大］
icuco / （株）wkwk K004［中］
オーブンクッカー / イケヤ インターコマース（株） D009［大］
（有）一場木工所 K003［中］
岩手インフォメーション・テクノロジー（株） L008［中］
ウッドピタ / （株）ピタコラム A014［大］
（株）AH Products A013［大］
エール（株） J010［中］
（株）エステム C006［大］
（株）エドベック D001［大］
（株）MJ B002［大］
（有）エムシステム B005［大］
オイシックス・ラ・大地（株） L007［中］
（株）おぎそ L006［中］
（株）おさるの森 J012［中］
おまかせ保育システム / 三和マッチ（株） A010［大］
（株）カトージ H008［大］
KidsDiary（株） A006［大］
キッズビュー / 日本ソフト開発（株） J001［中］
きみたつ D005［大］

（株）キムラタン H001［大］
（株）給食企画体 / ダイアセラム E008［大］
（株）KURASHE A005［大］
（株）クラッシー A008［大］
グレープシティ（株） G003［大］
くれぴつ くれよん / オーディープランニング A011［大］
（株）劇団飛行船 C001［大］
└（財）すぎのこ芸術文化振興会
光源舎オートプロダクツ（株） C004［大］
コンビウィズ（株） E 0 1 1［大］
（有）サージュコーポレーション J013［中］
（株）サイエンス倶楽部 C008［大］
└（特非）日本ジュニアサイエンス研究所
gf.T（株） H002［大］
（株）シーシー・ネットワーク G01 1［大］
（株）シーズ製品計画 / CoFa D002［大］
（株）ジャクエツ D011［大］
（株）ジャクパ B007［大］
└ジャクパ旅行センター
（株）城南進学研究社 J004［中］
（株）スマートエデュケーション / こどもモード KitS D008［大］
（株）住ゴム産業 J008［中］
（一社）全国企業主導型保育支援協会 F012［大］
総合商社ベンキョウドー（株） A012［大］
（株）social solutions K001［中］
ソシオークグループ K002［中］
└ハガクレフード（株） / （株）みつばコミュニティ

卒園アルバム工房 / （株）ステップ H011［大］
大王製紙（株） / GOO.N G001［大］
大建工業（株） F008［大］
（株）ちゃいなび C014［大］
（株）チャイルド社 E015［大］
（株）チャイルド社 コンピューター部 G014［大］
（株）テクニカルアーティスト H009［大］
（株）テラモト B004［大］
（株）時設計 F 0 1 1［大］
（株）ナカノ / Music For Living A009［大］
（株）ニシハタシステム H005［大］
（株）日本育児 C002［大］
日本エイテックス（株） J002［中］
（株）ニホン・ミック A002［大］
日本ユニシス（株） B012［大］
└コニカミノルタジャパン（株）
日本ルフト（株） D012［大］
（株）ネオキャリア A015［大］
（株）hugmo E014［大］
パステル IT新聞 / （株）サンロフト A004［大］
（株）ハッピースマイル G004［大］
（株）バンダイ / ここたま K013［中］
（株）ビズウインド D007［大］
ファンプレッション / アソブロック（株） B01 1［大］
ブーリジャパン（株） C01 1［大］
（株）フォレスト西川 G007［大］
（株）船井総合研究所 H007［大］

（株）ブラザー・ジョルダン社 G008［大］
プラス（株） B013［大］
（有）BRUCE INTERFACE E007［大］
（株）ベネッセコーポレーション E009［大］
baby's fun C016［大］
ベビーテック.jp / （株）パパスマイル A001［大］
べびさぽ / トライポッドワークス（株） J006［中］
ベルサンテスタッフ（株） E012［大］
（株）保育サポート C010［大］
└プールス（株）
（株）ポピンズ L003［中］
└（株）保育士 GO
マイブック / （株）アスカネット C003［大］
（株）ミールケア E013［大］
（株）ミマモルメ L009［中］
（株）大和屋 L002［中］
ユニオンビズ（株） H003［大］
ユニファ（株） / ルクミー B009［大］
（株）夢ふぉと F007［大］
幼年教育出版（株） C013［大］
（株）幼保経営サービス H013［大］
Riceclay Co., Ltd.［韓国］ D013［大］
└（株）ライスクレイジャパン
リーベ式運動あそび / リーベ G012［大］
リコー こども成長アルバム そだちえ / （株）リコー J003［中］

※└は共同出展 （2019年5月29日現在）

目的の出展者の探し方

A ［大］出展者名
［大］：大ホール
［中］：中ホール

列番号
100

協 賛


