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医療機器の製造・設計に関わる全てのサプライヤーの情報発信サイト
メ

ド

テ

ッ

ク

ジ ャ パ ン

サ

ー

チ

「Medtec Japan Search」 サイト開設のお知らせ
医療機器業界向けの専門展示会を開催している Medtec Japan だからこそ提供できる情報がある！
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役：クリストファー・イブ、以下インフ
ォーマ）は、 “医療機器の製造・設計に関わるサプライヤーの方々のため”の
専門情報サイト「Medtec Japan Search（メドテック ジャパン サーチ）」を 2 月 9 日
に開設します。
インフォーマは、医療機器関連のサプライヤーの方々の情報発信・交流の場とし
て展示会・セミナー「Medtec Japan（メドテック ジャパン）」を 2009 年から開催して
おり、各医療機器メーカーや医療産業に参入予定の企業にとって重要な展示会と
医療機器サプライヤー＆
して位置づけていただいております。今回開設した「メドテック ジャパン サーチ」
マッチングディレクトリ
を年間通じて運営することにより、医療機器関連のサプライヤーの方々の情報発
信や企業間交流の促進を図り、医療機器業界の発展の一端を担いたいと考えております。

Medtec Japan Search：https://www.medtecjapanreg.com/MedtecJapanSearch/
■ 医療機器業界向けの専門展示会を開催している Medtec Japan だからこそ提供できる情報がある！
■ 企業情報、製品情報、供給先実績地域、ISO、FDA・CE マーク等で検索が可能！
■ 26 分類した企業・団体カテゴリ（大分類 25 項目、小分類 355 項目）、2021 年出展社等検索が可能！
■ メドテック ジャパンの公式ガイドブック「医療機器業界サプライヤーソースブック」をオンライン化、
出展社情報をより検索しやすくしました！
■ サイトを通年運用することで、展示会開催時以外にも掲載する医療機器関連企業を増やし、より
便利な検索サイトとして活用出来ます！
■ 「Medtec Japan Search（メドテック ジャパン サーチ）」が出来ることとは
この度開設した専門情報サイト「Medtec Japan Search」は、“医療機器業界向けの専門展示会を開催している
Medtec Japan だからこそ提供できる情報がある”との考えから、「医療機器業界のサプライヤーのためのサプライ
ヤー検索サイトの実現」を目指しました。
これまで展示会場に来場された方のみに配布していた「公式ガイドブック・医療機器業界サプライヤーソースブッ
ク」をオンライン化し通年で運営することで、展示会を開催する時期はもちろんのこと、展示会開催がない時期も掲
載企業を増やし、より便利な検索サイトとして活用いただけます。展示会に出展社している/していないに関係なく
各社の情報提供を通年できる場になりますので、各企業・団体は「Medtec Japan Search」を通して、興味を持った
企業から連絡を受けることが可能になります

■ 「Medtec Japan」に出展する企業・団体の特典
さらに、展示会の「Medtec Japan」へ出展する企業・団体には、「Medtec Japan Search」に出展概要を掲示できま
す。また、出展社は製品情報を 3 点（非出展社は 1 点）まで掲示する特典を設けています（有料申込みいただけ
れば、出展／非出展に関わらず 9 点まで掲示が可能となります）。

■ 「Medtec Japan Search」の掲載情報
「Medtec Japan Search」では、医療機器サプライヤーの会社概要、製品情報、連絡先、供給先実績地域、取得認
証（ISO9001/13485）、製品基本情報、製品特徴、認証取得情報（FDA 登録/CE マーク認証）、製品カテゴリ等の
各種情報を得ることが可能となします。
フリーワード検索、企業、製品検索、26 に分類した「企業・団体カテゴリ（大分類 25 項目、小分類 355 項目、2021
年 2 月 9 日現在) 」、さらに「Medtec Japan」への 2021 年出展社については展示情報が掲載されています。
また、いつでも医療機器サプライヤーの検索が可能で、「お問合せ」から気になる企業へ展示会時以外でも連絡
が可能です。

Medtec Japan Search（メドテック ジャパン サーチ HP 画像より

■ 医療機器の設計・製造に関する展示会「Medtec Japan」を開催します！
インフォーマは、医療機器の設計・製造に関する展示会・セミナー「Medtec Japan」を、今年（2021 年）4 月 14 日
（水）～16 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイト西 3、4 ホールを会場に開催する予定です。
今回も医療機器の設計・製造に関わる多彩な企業・団体の出展が見込まれ、3 日間の会期中に医療機器の設計・
製造に関する関係者様、そして報道関係の皆様の来場をお待
ちしております。
すでに医療機器業界で活躍中の企業・団体の他、他の製造業
界から医療分野への参入を計画している企業・団体にとって
も、「Medtec Japan」は情報収集や交流を図る一大イベントとし
て、絶好の機会となっています。また、医療用エレクトロニクス
技術、介護ロボット、医療 ICT などの技術は、国が積極的に施
策を推進する成長戦略に分野であり、今後の成長にますます
期待が高まっています。なお今回は、西ホールで開催します！
Medtec Japan 2019 会場風景

■ 完全来場事前登録制のお知らせ
今回の「Medtec Japan」は感染症対策のため、来場者の方全てに完全来場事前登録制を取らせていただきます。
会場内の人数をリアルタイムで把握し、混雑時には入場を制限させていただく場合がございます。来場ご希望の方
は、来場までに来場事前登録を完了の上、出力いただいた入場バッジをご持参いただきます。
来場事前登録は Medtec Japan サイトで受け付けております。
https://www.medtecjapanreg.com/2021/form.cgi?lang=ja
◆報道関係の皆様へ
報道関係者の皆様も HP の事前登録ページにて、業種「その他」のところにプレスと記入いただき、ご登録ください。
取材当日にプレスルームに立ち寄っていただき、プレスバッジや撮影章などをお配りする予定です。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますよう、お願いいたします。

■ 「医療機器設計・製造」の展示会「Medtec Japan」と 5 分野にわたる専門展が同時開催！
「医療機器設計・製造」の展示会「Medtec Japan」は、前回と同様、「医療用エレクトロニクス」、「医療 ICT・在宅医
療」、「介護・福祉ロボット」、「検査キット」 そして 2 回目を迎える「メディカルシティ・災害医療・防災安全展」の 5 分
野にわたる専門展を同時開催します。

■ 「Medtec Japan」の感染症対策
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社では、新型
コロナウイルス感染防止対策として、展示会場において
様々な対策を施し、関係者の方々に安心してご来場い
ただけますよう、準備いたします。
対策については、こちらをご覧ください。 http://www.medtecjapan.com/ja/measures

■「Medtec Japan」の開催概要
・展示会名： Medtec Japan (呼称：メドテックジャパン)
・同時開催： 医療用エレクトロニクス展、介護・福祉 ロボット＆機器 開発展、医療・ICT・在宅医療展、
検査キット 完成品･開発展、メディカルシティ・災害医療・創造技術開発展
・会

期： 2021 年 4 月 14 日（水）～16 日（金） 10:00-17:00 （セミナー受付は 09:30 より）

・展示会場： 東京ビッグサイト 西 3、4 ホール （東京都江東区有明 3-11-1）
・主

催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

・後

援： 公益財団法人 医療機器センター、一般社団法人 日本医療機器産業連合会、
一般社団法人 日本の技術をいのちのために委員会
・協
賛： 公益財団法人 日本臨床工学技士会、一般社団法人 日本医工ものづくりコモンズ
・公 式ＨＰ： http://www.medtecjapan.com/

☞ 「Medtec Japan」に関するお問合せは下記までお願いします。
➢

報道関係の方々の問合せ先
広報窓口：株式会社アネティ 担当：こだま、川口
Tel：03-6421-7397 Fax：03-6421-7398 E-mail：kodama@anety.biz

➢

リリース発信元：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 担当：滝川
Tel：03-5296-1034 Fax：03-5296-1018 E-mail：aiko.takigawa@informa.com

