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２０１３年２月７日 

会場を東京に移し、過去最大の開催規模に 

５回目を迎えるアジア最大の医療機器製造・設計の専門展示会とセミナー 

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」を開催 

２０１３年４月２４日(水)・２５日(木)／於：「東京ビッグサイト・西ホール」（東京都江東区） 

■過去最多 ４００社の出展（うち５０社以上が初出展）、１３，０００人以上の来場を見込む 

■新分野「スマートヘルスケア※２」「ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ」の専門エリア・セミナーを新設 

■大学の医療機器研究・技術を展示する「アカデミー・ＴＬＯ※３エリア」を新設 

■革新的な医療機器を表彰する「ＭＥＤＴＥＣ イノベーション大賞」を発表（４月２４日(水)） 

 

 アジア最大の医療機器製造・設計に関する展示会「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」（主催：ＵＢＭ 

Ｃａｎｏｎ Ｊａｐａｎ Ｇ．Ｋ．／後援：日本医療機器産業連合会／協賛：日本の技術をいのちのために委

員会、日本医工ものつくりコモンズ）が、来る２０１３年４月２４日（水）・２５日（木）の２日間、

「東京ビッグサイト・西ホール」（東京都江東区有明３－１１－１）にて開催されます。 

 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」は、ＵＢＭ Ｃａｎｏｎが世界各地（米州・欧州・中国・インド等）で開催し

ている医療機器設計・製造業のための国際展示会「ＭＤ＆Ｍ・ＭＥＤＴＥＣ」シリーズの一つとして、

２００９年より日本で開催。展示内容は、金属やプラスチック関連の製品・技術から、医療用包装、

測定機器、産業用ロボット、医療用エレクトロニクスまで、幅広い分野にわたります。毎年、国

内外から多数の医療機器メーカーの開発・研究関係者等が来場し、サプライヤー（出展社）と医

療機器メーカー（来場者）が活発な情報収集や商談ができる専門展示会として活用されています。 

 第１回は２００９年４月、横浜市（「パシフィコ横浜」）にて開催され出展社１０６社、来場者４，３０１

名を数えました。以後、毎年１回開催を継続。開催規模も拡大を続け、前回は出展社３０２社、来

場者１０，５７７名となりました。 

＊詳細は【別紙資料①「『ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」過去の実績」】をご参照下さい。 

 

 今回で５回目となる「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」は、会場をこれまでの横浜市から東京都（「東

京ビッグサイト」）に移し、開催規模をさらに拡大。６つの展示エリアと３つのセミナーを新設し、

新たな専門分野が加わるとともに、専門性に応じて展示エリアの区分もより細分化されます。出

展社は４００社以上（うち５０社以上が初出展）、来場者は１３，０００名以上と、過去最大規模を見込

んでいます。 

＊２０１３年２月７日現在の情報です。展示内容等は変更になる可能性もあります。 

＊出展社の確定情報は、２０ １３年 ４月 ２ ３日（火）（開催前日）、｢ＭＥ Ｄ Ｔ Ｅ Ｃ  Ｊ ａ ｐ ａ ｎ  ２ ０ １ ３」公式ホームページ 

（ＵＲＬ http://www.medtecjapan.com）にて発表する予定です。 

  

【報道関係資料】 
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１．会場を東京に移し、開催規模も出展社４００社・来場者１３，０００人と過去最大を見込む 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」は会場を、前回までの「パシフィコ横浜」（横浜市西区）か

ら「東京ビッグサイト」（東京都江東区）に移して開催。出展社は前回比 約１００社増の４００

社（前回比 約３２％増）、来場者は同 約２，４００人増の１３，０００人（同 約２３％増）と、開催

規模も過去最大となる見込みです。 
 

２．国内外から医療機器の最新技術を持つ企業が出展 

 今回も医療機器の最新技術を持つ国内外の企業が多数、出展します。日本のほか、アメリ

カやヨーロッパ（８カ国）、アジア（中国、台湾、マレーシア、シンガポール）等、世界から

多くのグローバル企業が参加します。 
 

３．異業種からの参入を目指し、地方自治体や中小企業の出展も増加 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」には毎年、医療機器以外の業種（異業種）から参入を図る企業が多

く出展。新たな事業展開を図る大手企業はもちろん、医工連携を積極的に推進する地方治自

体と個性的な“匠の技”を活かして業界進出を目指す中小企業の参加が特に目立ちます。 

 近年、地方自治体では「医療機器産業の拠点づくり（宮崎県・大分県）」、「医療関係者と

メーカーとのマッチング（大阪府）」、「地域の病院と連携した医療器具の開発（大田区）」等

を推進する動きが見られており、今回も自治体および、それと連携する中小企業の多数出展

が見込まれます。 
 

●地方自治体（地元中小企業の合同出展等）の出展（予定） 

岩手県、大分県、大阪府、大田区、神戸市、さいたま市、静岡県、栃木県、長野県、 

広島県、宮崎県、横浜市（順不同） 
 

４．経済産業省が初出展、「課題解決型医療機器等開発事業」の成果を展示 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」に、経済産業省が初めて出展します。同省では、「中小企業のもの

づくり力を活用した医療現場の課題解決に資する医療機器の開発・改良を促進し、もって我

が国における医療の質の向上とものづくり産業の新たな事業分野の開拓を実現すること」を

目的とした「課題解決型医療機器等開発事業」を平成２２年度補正予算から実施しており、

これまでに延べ７６件の事業を採択。今回、同省のブースでは、同事業の成果が展示・発表

されるとともに、採択企業（数社予定）による出展も行われます。 

 また、「医療機器最新技術フォーラム」（詳細後述）では、初日の４月２４日（水）午後、同

省 商務情報政策局 医療・福祉機器産業室により、「経済産業省における医療・福祉機器産

業政策について」と題した講演が行われます。 

 

５．医薬品原料･中間体の国際的な専門展示会「ＣＰｈＩ Ｊａｐａｎ ２０１３※１」を同施設･同時期に開催 

 今回は医薬品原料・中間体の国際的な専門展示会「ＣＰｈＩ Ｊａｐａｎ ２０１３※１」（主催：ＵＢＭ

ジャパン株式会社・株式会社化学工業日報社／会期：２０１３年４月２４（水）～２６日（金）／

於：東京ビッグサイト／東４・５ホール）も同施設内で、同時期に開催されます。 

※１：「ＣＰｈＩ Ｊａｐａｎ ２０１３」は同展示会、および「ＩＣＳＥ Ｊａｐａｎ ２０１３」（製薬業界に特化した受託サービスの国際イベン

ト）、｢Ｐ－ＭＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」（原薬・中間体分野に特化した日本唯一の国際テクノロジー展）、「ＢｉｏＰｈ Ｊａｐａｎ  

２０１３」（バイオ医薬品の研究・開発・製造に特化した専門展示会）、「Ｐｈａｒｍａｔｅｃ Ｊａｐａｎ ２０１３」（ドラッグデリバ

リーと医薬品包装技術の専門展示会）の計５展示会の総称。 
  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の特徴① ―全体 
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■６つの展示エリアを新設、全体を分野別に１０エリアで展示 

 新分野で３エリア、従来の製造・設計分野で３エリアと、６つの展示エリアを新設。継続展示

の４エリアと合わせて、全体を分野別に１０エリアで展示します。出展社が技術・製品の専門性

をよりアピールできるようになるとともに、来場者は関連性の高い分野の展示をピンポイント

でも、一括でも探しやすくなります。 

＊各展示エリアの詳細は【別紙資料②「『ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３』展示エリア一覧」】をご参照下さい。 

 

１）ＮＥＷ 新分野･新設２エリア｢スマートヘルスケア※２｣・｢ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ（バイオメドデバイス)｣ 

 国内の医療機器業界では、成長分野として医療機器とＩＴ技術の融合による「スマートヘ

ルスケア※２」の分野と、バイオ機能材料の研究に注目が集まっています。それに応じて今

回、同２分野の専門エリアを新設します。 
 

・「スマートヘルスケア※２」エリア 

 （医療機器のＩＣＴ技術に関する展示） 

 インターネットを介した患者の見守りや診断スクリーニングなど、モバイルヘルスケ

アやヘルスＩＴ分野について展示（予定）。 

※２：医療／ヘルスケア機器類とＩＴとの融合によるニュービジネス開拓を目指す領域は、広義にはスマートヘルス

ケアと呼ばれ、急激な成長が期待されるものとして注目されています。 
 

・「ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ（バイオメドデバイス）」エリア 

 （コンビネーション製品と医療用バイオマテリアルに関する展示） 

  先端医療技術を支えるコンビネーション製品およびバイオ機能材料を展示（予定）。 
 

２）ＮＥＷ 新分野の｢アカデミー・ＴＬＯ※３エリア｣を新設､産学連携に向けたマッチングの場を提供 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」に対する要望として、来場する医療機器メーカー等から「大学や

学会・学術団体等、“アカデミー”の研究技術から有用なものを探し、製品の共同開発を

目指したい」といった声がある一方、大学からは「最近の研究成果を発表するとともに、

事業化に向けた連携企業を探したい」という声も寄せられています。そこで今回、その

マッチングの機会を提供する「アカデミー・ＴＬＯ※３エリア」を新設します。 

※３：Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｃｅｎｓｉｎｇ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（技術移転機関）の略称。大学の研究者の研究成果を特許化し、それを

企業へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介役」の役割を果たす組織。大学発の新規産業を生み出し、それ

により得られた収益の一部を研究者に戻すことにより研究資金を生み出し、大学の研究の更なる活性化をもたら

すという「知的創造サイクル」の原動力として産学連携の中核をなす組織。（経済産業省ホームページ「産学官

連携施策」より） 

 

３）ＮＥＷ 従来の製造・設計分野の新設３エリア 

 従来からの製造・設計分野では新規出展を中心に出展社が毎年増加しており、これに対

応するため、前回まで一括展示してきた医療用包装技術・測定機器・オートメーション分

野を、独立した専門エリアとして設置します。 
 

・「メディカル・パッケージング エリア」：医療用包装／消毒・滅菌／印刷・ラベル技術等｡ 

・「メディカル測定・検査 エリア」：医療用測定／検査／評価機器各種、センサー類等。 

・「メディカルロボット・オートメーション エリア」：医療用産業／組立ロボット等。 

  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の特徴② ―展示エリア 
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４）継続設置の４エリア 

・「メディカル金属・工具 エリア」： 

 特殊金属・材料、精密金属表面処理技術等。 

・「メディカルプラスチック エリア」： 

 各種プラスチック加工機、プラスチック・セラミック材料等。 

・「メディカルＲＰ・ＣＡＤ／ＣＡＭ エリア」： 

 ＲＰ、プロトタイピング技術、ＣＡＤ／ＣＡＭソフトウェア等。 

・「医療用エレクトロニクス エリア（『ＤｅｓｉｇｎＭＥＤ Ｊａｐａｎ』）」： 

 半導体・ＩＣ、センサー、モニター／画像処理、音波技術等。 

 

 

 

１．新設セミナーとして「サプライヤー向け」「スマートヘルスケア※２」「ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ（バイ

オメドデバイス）」の３テーマを設置 

 毎年、約２５０名が参加し、医療機器業界の最新情報や市場動向等を学べる好評のセミナー

「国際セミナー」に加えて、今回は新たに「サプライヤー向け」「スマートヘルスケア※２」

「ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ（バイオメドデバイス）」の３テーマを新設します。 

＊各セミナーのプログラム等は【別紙資料③「『ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３』セミナープログラム」】をご参照下さい。 

 

＜セミナー概要＞ ＊全て事前登録制・有料 

◇「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３ 国際セミナー」 

［概要］・欧州、米国、中国などへ進出した医療機器メーカーの成功事例とともに、ア

ジア諸国（タイ、インド、ベトナム等）の医療機器業界の現状、および日本

の医療機器メーカーに期待することなどを中心に講演。 

・日本、米国、欧州、中国、アジア諸国（ＡＳＥＡＮ）の医療機器規制の動向、

および最新情報を提供。また、「再生医療周辺で使用される医療機器」につ

いて、今後の展望を講演。 

 

◇ＮＥＷ「サプライヤー向け」セミナー 

［概要］・大手医療機器メーカーが医療機器サプライヤーに求める製品／技術な

どの最新動向や買い手側の購買方針などを解説。 

・医療機器分野への参入に成功した異業種企業３社が、参入の成功要因や

障壁の具体的な克服経緯などを解説。 

 

◇ＮＥＷ「スマートヘルスケア※２」セミナー 

［概要］・高齢化社会対応、遠隔医療など広域での医療のニーズ、個人の健康意

識への高まりといった医療・ヘルスケア分野に関わる世界的な環境変

化にあわせて、次世代のスマートヘルスケア※２の実現に向けて、市場

動向や最新トピック、求められる技術、今後の方向性等の講演。 

  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の特徴③ ―セミナー／フォーラム 
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●「スマートヘルスケア※２」セミナー 講演者（予定） 

・総務省 

・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ) 

・一般社団法人電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ） 

・東京大学 教授 
 

◇ＮＥＷ「ＢＩＯＭＥＤｅｖｉｃｅ（バイオメドデバイス）」セミナー 

［概要］・医療機器向けマテリアル市場のコンビネーション製品や医療・医薬の

クロスオーバーについて、最新動向や新素材・製品の開発・設計に有

効な技術に関する講演。 

・コンビネーション製品、先端医薬品の研究を第一線で行っている有識

者による、先端医療技術に必要な生体吸収性材料、再生医療・ナノテ

クノロジー機能性材料、血管内治療デバイス、およびインプラントに

使用する有機高分子系／金属系／セラミック系バイオマテリアルの紹

介等。 

 

２．医療機器分野／医療用エレクトロニクス分野のオープンフォーラム「最新技術フォーラム」

を開催 

 第３回からスタートしたオープンフォーラム「最新技術フォーラム」（参加無料・自由聴講）

を継続開催。今回も、医療機器分野（「医療機器最新技術フォーラム」）と医療用エレクトロ

ニクス分野（「医療用エレクトロニクス・プロトタイピング技術フォーラム」）をテーマに、

専用ブースを設けて実施します。同２分野で事業展開している企業等による製品・技術紹介

や事業展望等、各種プレゼンテーションを自由に聴講できます。 

 

 

 

１．日本発の革新的な医療機器を表彰する「ＭＥＤＴＥＣ イノベーション大賞」を発表（４月２４日） 

 展示会初日の４月２４日（水）、会場内の「医療機器最新技術フォーラム」スペースにて

「ＭＥＤＴＥＣ イノベーション大賞」（略称：ＭＥＤＴＥＣ大賞／後援：日本医療機器産業連合

会、協賛：日本の技術をいのちのために委員会、日本医工ものつくりコモンズ）の発表を行

います。 

 同賞は、医療機器の製造・設計において、国内企業による革新的な製品を表彰する趣旨で、

２０１２年に創設。受賞製品は世界に誇れる、日本発の革新的な医療機器や部材・部品、加工

技術・製造装置等の製品として、国内外に広く伝えていきます。 

 当日は、ノミネート企業による最終プレゼンテーション（各社１０分程度）を経て、有識

者で構成する審査委員会が、会場内（別室）で最終審査を行います。 

 なお現在、応募製品を募集中（締め切り：３月１日（金）必着）。最終審査に先立ち、３月

中旬に書類選考による第一次審査を実施する予定です。 

＊詳細は【別紙資料④「第２回『ＭＥＤＴＥＣ イノベーション大賞』の概要」】をご参照下さい。 

 

  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の特徴④ ―ＭＥＤＴＥＣ イノベーション大賞 
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[名  称] ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３（メドテック ジャパン ２０１３） 

[テ ー マ] 医療機器の製造・設計に関する展示会およびセミナー 

[開催日時] ２０１３年４月２４日（水）・２５日（木） １０：００～１７：００ 

[会  場] 東京ビッグサイト（西ホール） 

      〒１３５-００６３ 東京都江東区有明３－１１－１ 

      ＴＥＬ：０３－５５３０－１１１１ 

[主  催] ＵＢＭ Ｃａｎｏｎ Ｊａｐａｎ Ｇ．Ｋ． 

[後  援] 日本医療機器産業連合会（医機連） 

[協  賛] 日本の技術をいのちのために委員会、日本医工ものつくりコモンズ 

[主な内容] ・コンビネーション製品と医療用バイオマテリアル、医療機器のＩＣＴ技術、医療機

器分野における大学の最新研究・技術、および「金属・工具」、「プラスチック」、

｢ＲＰ・ＣＡＤ／ＣＡＭ」、「医療用エレクトロニクス」の各専門分野における医療機

器製造の新技術や原材料・機械・部品等の展示。 

・医療機器向けマテリアル市場のコンビネーション製品や医療・医薬のクロスオー

バー、次世代のスマートヘルスケア※２の実現に向けた市場動向や最新トピック、

異業種から医療機器分野への参入に成功した企業の成功要因や障壁の具体的な克

服経緯、および医療機器規制の動向・最新情報等が学べるセミナー。 

[入  場] 当日券２，０００円（事前登録・招待状で無料） 

[公式ホームページＵＲＬ] http://www.medtecjapan.com 
[同時開催] 「ＣＰｈＩ Ｊａｐａｎ ２０１３※１」（医薬品原料･中間体の国際的な専門展示会） 

＊「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」または「ＣＰｈＩ Ｊａｐａｎ ２０１３※１」いずれかで入場手続をすると、両展示会を同

じ入場パスで行き来できます。 

 

＜前回の「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１２」（２０１２年４月１８・１９日 開催）の会場スナップ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊写真は画像データ（ＪＰＥＧ形式）もご用意できます。下記【報道関係窓口】までお申し付け下さい。 
  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」開催概要 

③「セミナー」 

①「展示会場」 ②「フォーラム」 
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１．「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」とは 

 ｢ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」には、毎年、国内外から多数の医療機器メーカー等の開発・研究関

係者等が来場。医療機器関連のサプライヤー（出展社）と、その新技術などを求める医療機

器メーカー（来場者）が、活発な情報収集や商談を行える、アジア最大の専門展示会として

活用されています。 

 医療機器以外の異業種から参入を図る企業の出展も多く、そういった企業にとって、新た

なビジネスチャンスとなっています。これまでも金属・工具、先端材料、各種加工系、オー

トメーション技術、測定・検査技術、包装技術、ＲＤ・ＣＡＤ／ＣＡＭ技術、各種電子部品、

といった幅広い製品が展示されています。 

 また｢ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」は、世界中で開催している「ＭＤ＆Ｍ・ＭＥＤＴＥＣ」のシリーズ

展であり、自社製品を広くアピールできる機会です。 

 

２．「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の開催意図 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」は、研究機関やメーカーが医療機器製造の新技術や原材料・機械・

部品・包装等を展示・公開し、これを求めて医療機器製造企業の技術者・研究者が集まり、

相互に情報を交換することで、新製品開発や製造技術の向上等に役立てていただくことを目

指しています。昨年の第４回「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１２」は、国内外の３０２社／団体が出展

し、来場者も初めて１０，０００名を超えました。出展社・来場者の双方から高い評価をいただ

いています。 

 「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」は会場を東京に移して心機一転を図るとともに、昨年をさら

に上回る規模で開催。より専門的な設計や製造技術の検証、有力なサプライヤーが保有する

最先端のノウハウを活用する機会を提供します。 

 

３．今後も拡大が期待される医療機器の世界市場 

 医療機器産業の世界市場は、世界的な高齢化の進展と新興国の人口増加による医療需要の

拡大に伴い、約２５兆円（２０１１年実績）となっています。経済産業省によると、同市場規模

は毎年約５～８％の成長率を維持しており、今後もさらに拡大すると予測されています。 

 

４．日本の医療機器市場は世界第２位 

 日本における医療機器産業は、市場規模が年々拡大しており、２０１１年には約２．４兆円規

模に成長。世界でも米国に次ぐ第２位の市場となっています。なお、２０１１年における医療機

器の国内での生産金額は１兆８，０８５億円（前年比 ９５０億円増）、輸入金額は１兆５８４億円（前

年比 ３０億円減）で、合計金額は２兆８，６６８億円（前年比 ９７９億円増）。輸出金額は４，８０９

億円（前年比 ５７億円増）となっています。（「平成２３年薬事工業生産動態統計」（厚生労働

省）より） 

 

５．医療機器分野における日本の施策～｢医療イノベーション５か年戦略｣～ 

 医療分野は成長産業として期待が高まっており、政府も「医療イノベーション５か年戦略」

（２０１２年６月）を掲げており、医療関連分野を成長産業に育成することを目指しています。

また、医療イノベーションを推進する取り組みが不可欠として、日本の医療産業の市場拡大

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ ２０１３」の開催背景 
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と大きな成長を求めています。医療機器に関しては、日本の強みを活かした医工連携の強化

を重視し、「ものづくり力」を活かした医療機器の開発が必要とされています。 

 また、同戦略では、国際競争力を有する革新的医薬品・医療機器を創出する施策のひとつ

として「中小・ベンチャー企業の育成等」を挙げています。その中で、「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」

は“活用すべき展示会”のひとつとして紹介されています。 

 

■ＵＢＭ Ｃａｎｏｎ Ｊａｐａｎ Ｇ.Ｋ.について 

 世界の先端製造業を対象に、医療機器や製薬分野を中心とする技術開発、情報・コミュニ

ケーション、流通等をサポートするＢ ｔｏ Ｂ総合メディアプロバイダーＵＢＭ Ｃａｎｏｎの日本法人。

ＵＢＭ Ｃａｎｏｎは毎年、米国内４カ所で行われている「ＭＤ＆Ｍ」をはじめ、｢ＭＥＤＴＥＣ」等の

医療機器製造を中心とした年間約３０の専門展示会を、日本のほか、世界各地（米州、欧州、

中国、インド等）で主催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【読者問い合わせ窓口】  

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ 事務局」 
TEL：03-4360-5664／E-mail：medtecjapan@ubm.com 

 
【報 道 関 係 窓 口】 株式会社ユニ・プランニング 担当：臼田 

TEL：03-5282-8651／FAX：03-5282-8658 
E-mail：usuda@uni-planning.co.jp  

【リ リ ー ス 発 信 元】 ＵＢＭ Ｃａｎｏｎ Ｊａｐａｎ Ｇ．Ｋ． 担当：滝川 
TEL：03-4360-5669／FAX：03-4360-5301 
E-mail：aiko.takigawa@ubm.com 
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