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第 20 回日本通所ケア研究大会（合同開催）第 17 回認知症ケア研修会 in 福山 

新しい広告掲載のご提案とご協賛のお願い 
 

謹啓  

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご協力、ご支援を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

この度、日本通所ケア研究会では、「第 20 回日本通所ケア研究大会（合同開催）第 17 回認知症ケア

研修会 in福山」を 2022年 11月 11日（金）～13日（日）に開催いたします。 

この大会は、介護・福祉・リハビリの分野に従事される方の知識・技術向上を図るべく、各分野の新

進気鋭の先生方に講師をお願いし、最新の情報と技術を学ぶと共に全国各地の施設職員の情報交換・親

睦の場、また日頃の研究成果を発表する場として、毎年全国各地より約 1,000名の方にご参加いただい

ております。 

20回目を迎える今大会は、「2024年介護・医療・障害分野の同時改定に向けた展望と選ばれる通所系

サービスになるためには」を大きなテーマに、介護保険制度創設に携わり厚生労働省老健局長を歴任さ

れ、内閣官房社会保障改革担当室長を務め、現在は国際医療福祉大学大学院で社会保障政策を専門分野

に保健医療福祉政策論を指導している中村秀一氏などにご登壇いただき、2024 年の介護・医療・障害

のトリプル改定と地域包括ケアシステム構築・改革に向けた最新の知見をお伝えいただきます。 

その他にも他学術集会ではあまり見られない参加体験型で学べる「ワークショップ」や机上の空論で

はない実践例を各種分野別に学ぶ「分野別各種セミナー・講座」などを多数プログラムに組み込むこと

で、経営者から管理者・リーダークラス、現場スタッフまで幅広い職種の方に毎年ご参加いただいてお

ります。 

つきましては、本大会における通常形式の広告・出展・協賛のお願いならびに、同日に開催いたしま

す出展・広告をただするだけでは終わらせない新しい出展・広告の形【介護コラボフェア】の詳細を同

封しご案内をさせていただきます。 

ご不明な点がございましたら、下記事務局まで連絡をお願いいたします。 

誠に恐縮ではございますが、どうぞ本主旨をご理解いただき、貴社のご協力をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

謹白 

  

【連絡・お問い合わせ先】 

〒721-0902広島県福山市春日町浦上 1205 

㈱QOLサービス内 

日本通所ケア研究会事務局 担当：小川・原田・小林・野坂 

TEL 084-971-6686 FAX 084-948-0641 

【大会公式ホームページ】 

https://tsuusho.com/conference/ 



広告・出展 趣意書
広告・出展申し込み受付期間

2022年10月21日（金）迄

第20回日本通所ケア研究大会
（合同開催）第17回認知症ケア研修会in福山



開催概要

日程

［1日目］2022年11月11日（金）
市民公開講座、大会プレセミナー、認知症ケア講座、サンセットセミナー、介護コラボフェア

［2日目］2022年11月12日（土）
特別講演、パネルディスカッション、運営セミナー、認知症ケア講座、ワークショップ、職種別セミナー、一般演題発表

［3日目］2022年11月13日（日）
特別講演、運営セミナー、認知症ケア講座、ワークショップ

テーマ 2024年介護・医療・障害分野の同時改定に向けた展望と選ばれる通所系サービスになるためには

参加方法
会場参加
※大会終了後のオンデマンド視聴（期間限定録画視聴）を予定

開催地 広島県福山市（広島県民文化センターふくやま、まなびの館ローズコム）

参加費
［1日のみ］13,000円［2日間］18,000円［3日間］22,000円
［大会プレセミナー］5,000円 [サンセットセミナー]3,000円 ※大会プレセミナー、サンセットセミナーは3日間参加者は無料

主催・共催 主催：日本通所ケア研究会／福山認知症ケア研究会 共催：NPO法人日本介護福祉教育研修機構

大会長 妹尾 弘幸（株式会社QOLサービス代表取締役／月刊デイ編集長）



日本通所ケア研究会について
（1）各種研修の企画・運営を通して介護業界で働く皆さまにとって有益なサービスを随時生み出す
（2）「経営者・管理者」「専門職」「現場スタッフ」向けそれぞれのニーズに合った研修を提供
（3）WEBサービス、SNSなどを通して最新の情報を配信
（4）母体は全国の25,000事業所が毎月購読している「月刊デイ」を発行する株式会社QOLサービス

設立 2003年7月

目的
各種研修事業などを通して、会員または介護・看護・リハビリ・福祉分野に携わる方へ技術・知識の
向上を研鑽することで介護現場におけるご利用者へのサービス向上に寄与すること

会員数 4,680名（2022年7月31日 時点）

活動内容

（1）日本通所ケア研究大会の開催（年1回）
（2）各種研修会・セミナーの企画・運営
（3）各種養成講座の企画・運営
（4）メールマガジン、SNSでの情報配信
（5）介護に関する各種研究、調査
（6）その他

その他
・Facebookフォロワー（4,743） ・Twitterフォロワー（4,689） ・Youtube登録者（4,260）
・月間ホームページユーザー数：約33,000ユーザー ※介護報酬改定前後の時期は約100,000ユーザー



選べる広告・出展のカタチ
第20回日本通所ケア研究大会を開催するにあたり、運営事務局では本大会とご縁のある介護業界の発展に寄与さ

れる企業様の広報の場として一人でも多くの方に認知いただけるよう、大会抄録集への広告掲載だけでなく母体であ
る株式会社QOLサービスが発行しております、月刊誌「月刊デイ」と協力し「月刊デイ誌面広告」でもご掲載をさ
せていただきます。（別途、月刊デイの商品発送に伴う「パンフレット同封」という宣伝方法もございます）

また、広告・出展いただいた企業様は日本通所ケア研究会公式ホームページに大会終了後も「スポンサー企業」と
して次年度の日本通所ケア研究大会まで広告バナーを掲載させていただきます。
合わせて別添資料の「介護コラボフェア」へご協力をいただける企業様には、上記以外のご協力も考えております。

大会参加者様と企業様のご縁が繋がるよう広告・出展を考えておりますので、ご検討ください。

No. 広告・出展種別 金額など 備考

1

広告掲載
大会抄録（表2・3・4）＋月刊デイ誌面に広告掲載
※月刊デイは大会終了後の掲載希望号に掲載いたします

大会抄録集（表2）＋月刊デイ1p…250,000円（税込み）

大会抄録集（表3）＋月刊デイ1p…225,000円（税込み）

大会抄録集（表4）＋月刊デイ1p…300,000円（税込み）

大会抄録集（1色1）＋月刊デイ1p…180,000円（税込み）

大会抄録集（1色1/2）＋月刊デイ1p…128,000円（税込み）

※月刊デイの広告掲載をするページを指定することは
出来ませんが、月刊デイに掲載する広告枠を優先的に
ご案内いたします
※大会抄録広告＋月刊デイへの企業商品記事広告（実
際に使ってみた記事）応相談
※月刊デイの表2・表3・表4への広告掲載は応相談

2
会場出展 ※11月12日（土）・13日（日）
出展スペースの天井高は2,900mm以下でご準備ください
電源が必要な場合は必ず事前にご連絡ください。

1コマ（1.8m×1.8m）…44,000円（税込み）

基礎設備：机1卓（Ｗ1800×Ｄ600）※机1本追加につき5,500円（税込み）

別添資料の「介護×○○フェア」へご協力をいただく
と全日程で会場出展いただけます

3 大会参加者へのチラシ・パンフレット配布
直接手渡し

[A4サイズ：30円／枚・A3サイズ：40円／枚]×参加人数
※各サイズ＋15円で月刊デイへのチラシ同封可（内容審査あり）

※万が一チラシ・パンフレットが余った場合は、当会
主催の各種研修場面で参加者へ配布いたします

4 オンライン企業出展
（大会公式HP・通所ケア研究会HP）

・大会スポット…44,000円（税込み） ※2022年11月30日（水）迄

・年間契約…100,000円（税込み） ※次年度の通所ケア大会まで

6 バナー広告
・大会スポット…10,000円（税込み） ※2022年11月30日（水）迄

・年間契約…100,000円（税込み） ※次年度の通所ケア大会まで

※年間契約の企業様は、大会終了後も通所ケア研究会
の各種研修募集ページにバナー広告を掲載

7 大会休憩時間中のCM動画放映
30秒動画…11,000円（税込み）

60秒動画…16,500円（税込み）

左記時間以外のCM動画の放映は応相談
※日本通所ケア研究会HPなどでも放映（応相談）



（1）読者の70％以上は通所介護・通所リハ事業所
（2）「経営者・管理者」「現場スタッフ」「利用者」それぞれのニーズに合った内容を1冊に集約
（3）本屋を通さない直送方式での販売だから、お客様と直接やりとりができる

創刊 1999年11月25日

発行部数 25,000部（2022年7月末現在）

刊行 月刊（毎月5日発行）、年間12冊

販売方法 年間予約購読および、単号販売による読者直送方式

価格 1,880円＋税

購読者層
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、
介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護施設、
特別養護老人ホーム、グループホーム

月刊デイについて



申し込み締め切り：2022年10月21日（金） 当日消印有効

会社名 担当者

住所

TEL

FAX

メール

申し込みサービス
□ 広告掲載 □ 会場出展 □ チラシ・パンフレット配布 □ オンライン企業出展 □ バナー広告
□ 大会休憩時間中のCM動画 □その他

広告サイズ

□ 大会抄録集（表2）＋月刊デイ1p…250,000円
□ 大会抄録集（表3）＋月刊デイ1p…225,000円
□ 大会抄録集（表4）＋月刊デイ1p…300,000円
□ 大会抄録集（1色1）＋月刊デイ1p…180,000円
□ 大会抄録集（1色1/2）＋月刊デイ1p…128,000円

※広告データの締切2022年10月31日（月）午前中

出展小間数 （ ）小間

チラシ・パンフレット配布 □ A4サイズ □ A3サイズ

オンライン企業出展 □大会スポット □年間

大会バナー広告 □大会スポット □年間

CM動画 □ 30秒動画 □ 60秒動画

備考

※上記情報につきましては、本大会の管理・運営に関してのみ使用いたします。
※会場出展の場合、駐車場はございませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。※会場出展につきましては、各種広告にお申し込みをいただいた企業様を優先受付させていただきます。
※申し込み確認後、担当者より詳細を送付いたします。

【お申し込み・お問い合わせ先】

日本通所ケア研究会事務局 広島県福山市春日町浦上1205㈱QOLサービス内 TEL：084-971-6686 FAX：084-948-0641 メール：info@tsuusho.com

広告・出展等申込書



第20回日本通所ケア研究大会
（合同開催）第17回認知症ケア研修会in福山

介護コラボフェア
趣意書
【開催日】

2022年11月11日（金）10:30～17:30

【開催地】

広島県福山市



介護コラボフェアについて

介護コラボフェア開催の目的は、日本通所ケア研究大会内だけでの出展だけでは終わらせない
新しい取り組みとして、丸1日を出展企業様の「プレゼンテーション」×「セミナー」×「出
展」を掛け合わせることで、より出展企業様の商品価値が参加者の方に届くのではないかと今回
初の試みとして企画いたしました。

今回は「介護」に「人材」「栄養・口腔」「健康増進・介護予防」「リハビリ」「介護DX」
などのテーマを組み合わせたコラボフェアを開催できればと考えております。

日本通所ケア研究大会に参加される方・興味がある方は、自社が抱える問題や新しい取り組み
への意識が高い方ばかりです。

ぜひ、初の試みである「介護コラボフェア」にご協力をいただき、意識の高い事業者様と商品
価値の高い出展企業様がマッチングし、より質の高い介護業界に寄与いただければと思います。

日本通所ケア研究大会大会長

妹尾 弘幸



開催概要

日程 2022年11月11日（金）10:30～17:30

開催場所 まなびの館ローズコム（広島県福山市霞町1-10-1）

来場者数
（見込み）

延べ300～400名

テーマ 「人材」「栄養・口腔」「健康増進・介護予防」「リハビリ」「介護DX」「その他」

協力形態
・会場内での「出展ブース」「商談スペース」の設置（有料）
・上記テーマにおける御社製品・サービスのと組み合わせのセミナー・プレゼンテーション（有料）
※セミナー、プレゼンテーションは別途講師などを手配されても構いません

対象
・日本通所ケア研究大会参加者
・HCRやバリアフリー展など無料イベントでの情報収集をされている介護業界の方

集客方法
・日本通所ケア研究大会参加者への案内
共催：第20回日本通所ケア研究大会（合同開催）第17回認知症ケア研修会in福山

その他
ご協力企業様は「第20回日本通所ケア研究大会」での出展は無料でのご出展、広告掲載を30％割引で対
応させていただきますので、詳細は別紙をご確認ください
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セミナー・企業プレゼンテーションスペース

※スペース内の席数は60～80席を予定していますが、
囲いをしないので立ち見可能

【出展ブース】16ブース
＜1コマ＞1800×1800・・・55,000円（税込み）

※机、イス、間仕切り板あり
※日本通所ケア研究大会出展料50％割引

【セミナー・企業プレゼンテーション】 5社
＜1コマ＞1時間・・・100,000円（税・出展ブース込み）

※日本通所ケア研究大会（11月11日～13日）出展料込み
※日本通所ケア研究大会広告掲載30％割引

【その他】

出展ブース、セミナー・企業プレゼンテーションにご協力いただい
た企業様は「日本通所ケア研究大会公式ホームページ」にて大々的
にご紹介をさせていただきます
(メールマガジン、SNSなどでもご紹介させていただきます）
※SNSやメールマガジン配信数は別紙にてご確認ください



会社名 担当者

住所

TEL

FAX

メール

申し込みサービス □出展ブース □プレゼンテーション

プレゼンテーション

分野

□人材 □栄養・口腔 □健康増進・介護予防 □リハビリ □介護DX □その他

【プレゼンテーションタイトル】※告知に使用させていただきます

備考

※上記情報につきましては、本大会の管理・運営に関してのみ使用いたします。
※会場出展の場合、駐車場はございませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。※会場出展につきましては、各種広告にお申し込みをいただいた企業様を優先受付させていただきます。
※申し込み確認後、担当者より詳細を送付いたします。

【お申し込み・お問い合わせ先】

日本通所ケア研究会事務局 広島県福山市春日町浦上1205㈱QOLサービス内 TEL：084-971-6686 FAX：084-948-0641 メール：info@tsuusho.com

出展・プレゼンテーション申込書


