
Medtec 媒体は展示会 “Medtec Japan” の機関誌で、日本で唯一の医療機器の製造・設計
に特化した媒体です。Medtec 展示会の来場者、出展社を中心に、医療機器メーカー、サ
プライヤー向けに、医療機器の設計・開発に特化した情報を提供しています。国内および
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 Japan Online http://www.medtecjapan.com 

Medtec デジタルニュース 

ホームページ（Medtec Japan Online） 
           リニューアルしました!! 

 デザインを一新!! 
 レスポンシブ・ウエブ・デザインでスマホ、 

タブレットでも見やすく!! 

  媒体資料 Media Kit 2017～2018 

PC版 

スマホ版 



Medtec 媒体である 『Medtec 医療機器誌』（紙媒体）、『Medtec Japan Online』（ウエブサイト）、 
『Medtecデジタルニュース』（メルマガ）は、医療機器の製造・設計にかかわるサプライヤーとメー
カーをつなぐ場として、国内外の新製品・サービス、新技術、規制・市場動向などについて情報発信して
います。 
 アジア最大級の医療機器開発展示会 “Medtec Japan” は、医療機器業界のニーズ／シーズ開拓、情報交
換、商談の場として、ユニークな展示会としての評価を得てきました。 
 Medtec 媒体も “Medtec Japan” の来場者・出展社と同様に、業界に特化した購読層を有します。 
貴社製品・サービスの業界向けプロモーション、情報発信の場として、ぜひご活用ください！！ 

媒 体 紹 介 

医療機器誌 Japan Online デジタルニュース 

購 読 者 

国内およ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。 

発行部数 
約 30,000 部 

展示会開催時に 
来場者に無料配布 

平均PV 
75,000 ／月 購読者 

約 60,000 名 
の医療機器業界人 平均ユニークユーザー 

30,000／月 

最 終 製 品 業 種 

医療関連機器製造業 
介護・福祉関連機器製造業 
検査キット・機器製造業 
その他 

職 種 
研究開発・設計 
製造 
品質管理 
購買 
経営・マネージメント 
その他 

購読している主なメーカー（順不同）  ※ “Medtec Japan” 展示会過去来場者が購読者に含まれます。 
テルモ（株）、オリンパス（株）、パナソニック（株）、キヤノン（株）、ソニー（株）、（株）東芝、日本光電工業（株）、富士フィ
ルム（株）、フクダ電子（株）、オリンパスメディカルシステムズ（株）、（株）村田製作所、（株）カネカ、パナソニックヘルスケア
（株）、東レ（株）、ニプロ（株）、川澄化学工業（株）、（株）ナカニシ、マニー（株）、HOYA（株）、泉工医科工業（株）、クリ
エートメディック（株）、（株）ジェイ・エム・エス、アトムメディカル（株）、他 
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広 告 の 種 類 ※ 広告サイズの詳細・料金は次ページをご参照ください。 

医療機器誌 

Japan Online 

デジタルニュース 

表紙 中面 

年2回（春・秋）発行 約30,000部 
※春号は、“Medtec Japan”展示会ガ
イドブックとタイアップし展示会来場
者に無料配布  
※秋号は郵送予定 

世界の動向を含め、医療機器関連の新製
品・サービス、新技術、規制・市場動向
を日々更新。医療機器開発に特化したプ
ロフェッショナルに向けて、バナーある
いはテキストを一定期間表示できます。 

下記の特集テーマに沿って、月1回配信します。バナーあるいはテキストによって、
特集テーマに合わせてより深いターゲット層にメッセージを届けることができます。 

デジタルニュース 特集 配信日 申込締切日 原稿締切日 

2017年5月 メディカル金属・工具 5月16日 5月2日 5月10日 

6月 メディカルプラスチック・新素材・BioMEDevice 6月13日 6月2日 6月7日 

7月 IoT ＆ スマートデバイス／サイバーセキュリティ 7月11日 6月30日 7月5日 

8月 滅菌、パッケージング、クリーン技術・製造管理 8月8日 7月28日 8月2日 

9月 規制・認証・品質／安全管理 9月12日 9月1日 9月6日 

10月 IVD関連・画像診断・分析機器 10月17日 10月6日 10月11日 

11月 ロボット（医療・介護・福祉）、生体機械工学 11月14日 11月2日 11月8日 

12月 再生医療関連技術 12月12日 12月1日 12月6日 

2018年1月 医療用エレクトロニクス・ソフトウェア 1月16日 12月28日 1月10日 

2月 海外動向・2017年に海外で評価された製品・サプライヤー 2月14日 2月2日 2月7日 

3月 展示会 出展社情報 3月13日 3月2日 3月7日 

4月 展示会 開催直前 4月10日 3月30日 4月4日 

特 別 企 画 
Online、デジタルニュース向けの連動
企画（記事体広告）。バナー、テキス
ト広告と合わせて、御社製品・サービ
ス、導入事例などを詳述します（最大
2,000文字＋写真3点まで）。 

御社製品・サービスのメリットをより深く紹介し、読みこませたい場合に、効果的です。 
※Medtec Japan Onlineの一般記事のフォーマット・デザインです。 

広告枠 

広告枠 

①トップバナー 

②長方形 
バナー 

④テキスト広告 

③ボトムバナー 

長方形 
バナー 

テキスト 
リンク 

特別企画ページ！！ 

テキスト
リンク 

②ミドルバナー 

①トップバナー 

③左横 
コラム 

⑤ボトムバナー 

⑥テキスト広告 

④スモールバナー 



広 告 の 料 金 

医療機器誌 

Japan Online 

デジタルニュース 

広告掲載料 サイズ（ミリ） 料金（税別）※ 価格は1回掲載分です。 

全1頁（Bleed） W210×H297 
￥400,000 

全1頁（Non-Bleed） W179×H272 

1/2 ページヨコ W179×H133 
￥250,000 

1/2 ページタテ W86×H272 

1/3 ページヨコ W180×H91 
￥200,000 

1/3 ページタテ W55×H272 

1/4 ページヨコ W179×H68 
￥150,000 

1/4 ページタテ W86×H132 

広告掲載料 サイズ（ピクセル） 位置 期間 料金（税別） 

① トップバナー W728×H90 ローテーション 
（複数申込の場合） 30日 ￥250,000 

② ミドルバナー W728×H90 固定 30日 ￥140,000 

③ 左横コラム W198×H198 固定 30日 ￥100,000 

④ スモール・バナー W198×H75 固定 30日 ￥30,000 

⑤ ボトムバナー W728×H90 固定 30日 ￥80,000 

広告掲載料 サイズ（ピクセル） 料金（税別） 

① トップバナー W728×H90 ￥240,000 

② 長方形バナー W300×H250 ￥200,000 

③ ボトムバナー W728×H90 ￥80,000 

文字数 位置 期間 料金（税別） 

⑥ テキスト広告 全角40文字以内 右横の指定位置 7日間 ￥30,000 

特 別 企 画 
分量 料金（税別） 

取材・掲載料 文字2,000字＋写真3点 ￥100,000 

広 告 デ ー タ 仕様 
＜紙媒体の場合＞ 
● 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 
 
＜デジタル媒体の場合＞ 
● Medtec Japan Online：JPGまたはGIF形式 
● Medtec デジタルニュース：JPG形式 

For advertising inquiries and bookings, 
please contact : 
UBM Japan Co Ltd 
Tel : +81-3-5296-1034 
medtecjapanmagazine@ubm.com 

広告掲載のお問合わせ・申し込み 
UBMジャパン株式会社 
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル 
Tel : 03-5296-1034 / E-mail : 
medtecjapanmagazine@ubm.com 

ページサイズ： 
A4（W210mm×H297mm） 
全1ページ（Bleed）W210mm×H297mm 

179mm 

272mm 

全1ページ（Non-Bleed） 
W179mm×H272mm 

1/2 ページヨコ 
W179mm×H133mm 

1/3 ページヨコ 
W180mm×H91mm 

1/4 ページタテ 
W86mm×H132

mm 

1/2 ページタテ 
W86mm×H272

mm 

1/3 ページタテ 
W55mm×H272

mm 

1/4 ページヨコ 
W179mm×H68

mm 文字数 位置 料金（税別） 

④ テキスト広告 全角40文字以内 左コラムの指定位置 ￥100,000 

※ 遠方取材やカメラマン使用の場合は実費を 
  請求させていただきます。 
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