
購読者情報

医療機器製造業、アジア最大の展示会「MEDTEC Japan」
の過去来場者も購読者に含まれています！主な購読者一覧（順不同）

テルモ㈱／オリンパス㈱／日本光電㈱／オムロン㈱／パナソニック ヘルスケア㈱／
川澄化学㈱／GE ヘルスケア・ジャパン㈱／ニプロ㈱／フクダ電子㈱／
㈱ジェイエムエス／クリエートメディック㈱／HOYA ㈱／日立アロカメディカル㈱／
東芝メディカルシステムズ㈱／
他多数

製品設計 44%

研究開発 12%プロジェクト /
プロセスパッケージング技術 12%

営業 / 
マーケティング 12%

一般管理 /
経営管理 8%

製造 /生産 5%

品質管理 3% 購買 1% その他 4%

医療関連機器
製造請負業 12%

医療機器関連
ディストリビュータ 4%

職種別読者内訳業種別読者内訳

ドラッグデリバリーシステム
(DDS) 設計製造業 3%

 医薬品製造業 2％ その他 5％ 医療関連機器
製造業 74%

国内及び世界の医療機器関連のサプライヤーやサービス業者との連携を模索する日本の
医療機器メーカー業界に向け、貴社のメッセージを的確に発信することができます。

「MEDTEC 医療機器誌」「MEDTEC 医療機器デジタルニュース」及び「MEDTEC Japan Online」のご紹介

媒 体 資 料

MEDTEC医療機器誌・デジタルニュース・Online は日本で唯一医療機器の製造・設計に
特化した媒体です。医療機器関連業者に国内だけでなく世界の医療機器の設計、開発、製造
に役立つ「最新業界情報」「最新製品 / サービス情報」を定期的にお届けします。



※外観は実際の掲載時と異なる場合があります
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UBM Canon  Japan 合同会社

03-4360-5664

medtecjapanmagazine@ubm.com

広告掲載の問合せ・申込み

ページサイズ：A4 変形（ W210×H297 ）

全1ページ (Non-bleed)
W179mm×H272mm

全 1 ページ (bleed) W210mm×H297mm 

1/2ページヨコ
W179mm×H133mm

1/3ページヨコ
W180mm×H91mm

1/4ページヨコ
W179mm×H68mm

1/3ページタテ
W55mm×H272mm

1/2ページタテ
W86mm×H272mm

1/4ページタテ
W86mm×H132mm272mm

179mm

　4月号　　展示会 開催直前 特集   　　　　　　　   4 月 16日　　　   4 月 6日　　　 4月 10日
　3月号　　展示会 出展者情報 特集   　　　　　　　   3 月 12日　　　   3 月 2日　　　   3 月 6日
　2月号　　メディカル プラスチック 特集  　　　　　　　   2 月 12日　　　   2 月 2日　　　   2 月 6日
　1月号　　メディカル 金属 /工具　＆ ロボット /オートメーション特集　   　1月 15日　　　　1月5日　　　   1 月 9日

 12月号　　臨床検査・測定 / 検査 特集　　　　　　　　　　　　　　12月18日　　　12月8日　　  12月 12日
 11月号　　スマートヘルス・ICT・ネットワーク・ソフトウェア 特集　　　11月13日　　　11月3日　　　 11月 7日
 10月号　　検査キット（Test Kit） 特集　　　　　　　　　　　　　　10月16日　　　10月6日　　 10月 10日
　9月号　　介護・福祉ロボット / 機器 特集　　　　　　　　　　　　　   9 月 18日　　　   9 月 8日　　　9月12日
　8月号　　一般業界ニュース・FDA・法規制 特集　　　　　　　　　　  8 月 28日　　　 8月 18日　　　8月22日
　7月号　　パッケージング・BioMED コンビネーション/生体材料　特集　　   7 月 17日　　　   7 月 7日　　　7月11日
　6月号　　医療用 エレクトロニクス・ソフトウェア 特集　　　　　　　　    6 月 19日　　　   6 月 9日　　　6月13日
　5月号　　RP・CAD/CAM 特集  　　　　　　　   5 月 15日　　　   5 月 5日　　　  5 月 9日

デジタルニュース　 特集スケジュール 配信日　　　    申込締切日          原稿締切日

1/4 ページタテ W86×H132
1/4 ページヨコ W179×H68 ¥150,000
1/3 ページタテ W55×H272 
1/3 ページヨコ W180×H91 ¥200,000
1/2 ページタテ W86×H272 
1/2 ページヨコ W179×H133 ¥250,000
全１ページ (Non-bleed) W179×H272 
全１ページ (Bleed)  W210×H297 ¥400,000
広告掲載料 サイズ（A4縦変形） 料金（税別）※価格は1回掲載分です。

発行回数 年 2 回（春・秋）

発行部数 20,000 部

紙媒体名 MEDTEC 医療機器誌

※春号は、MEDTEC Japan
ガイドブックとタイアップし、
MEDTEC Japan全来場者
へ無料配布※秋号は郵送予定

③ボトム・バナー 728x90（横長）    ¥184,000
②長方形バナー 300x250（長方形） ¥225,000
①トップ・バナー 728x90（横長）   ¥240,000
広告掲載料 サイズ （ピクセル）  料金（税別）
発行回数 月 1 回
発行部数 30,000 部

電子媒体名 MEDTEC デジタルニュース

④ボトム・バナー 728x90（横長）  　固定  30 日 ¥180,000
③左横コラム 300x250（下段）　ROS  30 日 ¥140,000
②右横コラム 300x250（上段） 　固定  30 日 ¥140,000
①トップ・バナー  728x90（横長）  　固定  30 日 ¥250,000
広告掲載料  サイズ（ピクセル） 　位置  期間 料金（税別）

電子媒体名 MEDTEC Japan Online

日本の医療機器産業に従事される方向けのウェブサイトです。
医療機器関連のニュースは当サイトより最新の速報ヘッド
ラインにアクセスできます。
medtecjapan.com は、業界ニュース、新技術・新製品・新サー
ビス情報を定期的に更新しています。

●デジタルファイル（PDF、EPS、TIFF、または Postscript ファイル）での入稿。
　○PDF の場合はフォントを全て埋め込む。
　○画像での入稿の場合、解像度は 300dpi で実寸大にする。
●illustrator ファイルでの入稿。
　◯文字はすべてアウトラインフォント化する。
　○ファイルの設定はラスタライズ 300dpi/CMYK モード。
　◯配置画像はフォトショップファイル（.psd 又は .eps）。
　○組み込み画像は 300 dpi CMYK モードで 100%のもの。
　○illustrator からの書き出し PDF かキャプチャ画像による出力見本を付ける。
●全 1ページ広告についてはトンボをつける。 
　○トンボから外側へ 3mm塗り足しをする。

広告資料提出

UBM
ハイライト
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