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Medtec LIVE with T4M 2022 概要

シュトゥットガルトとニュルンベルクメッセ隔年開催
医療機器製造のバリューチェーンを提供するの春のイベント

• 会 期： 2022年5月3-5日 10：00 - １7：００
• 会 場： シュトゥットガルトメッセ ９ホール
• 小 間 料 金： 一般 € 244 （9㎡ ） ～
• マーケティングサービス： € ８５０

• 出展対象品目
医療に関わる研究開発、ソフトウェア＆コンサルティング、電子部品、
モーター＆モーターコントロール、医療材料、コンポーネント＆プロセス、表面処理、
テスト、計測、検査/臨床試験、フルサービス/契約製造、自動化、成形装置、包装技術 他

申込み: オンライン www.medteclive.com

http://www.medteclive.com/


新イベント Medtec LIVE with T4M 2022

• これまで、メッセシュトゥットガルトが主催してきた「T4M–Technology for Medical
Devices」をニュルンベルクメッセが買収しました。この見本市も、医療分野のイベントですが、

製品やコンテンツに関してMedtec LIVE と補完関係にありました。

• 今後はこのイベントをドイツの医療先進地域 ニュルンベルクメッセとシュトゥットガルトで交互に開催
します。2022年は、シュトゥットガルトメッセで、品質保証展示会「Control」と同時開催です。
2023年はニュルンベルクメッセに戻ってきます。

• 今年の開催地 バーデン・ヴュルテンベルク州（州都シュトゥットガルト）には、850以上の医療技術
関連企業があり、R＆Dや製造を行っています。売上高はドイツ全体の25％です。また、ヨーロッパの
近隣諸国（スイス、オランダ、フランス）などからのアクセスも便利です。

• イベントの運営は、ニュルンベルクメッセが行います。

• MedtecLIVEは、医療技術サプライチェーン全体から革新的な製品、ソリューション、およびサービス
に焦点を当てた、ネットワーキングプラットフォームです。2021年のMedtecLIVEは、
MedtecSUMMITと組み合わせたバーチャルイベントとして開催されました。
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現代的、再想像、 新しい何か
• T4Mを備えたMedtecLIVEは、単なる見本市ではなく、 経験を生み出し、 知識を伝達。 トレンドにあわせ、

イノベーションを実現する場。
• MedtecLIVEとT4Mは、カスタマイズされたデジタルとオンサイトでの交流。
• シュトゥットガルトとニュルンベルクというドイツ南部の医療技術の中心地、ヨーロッパの中心部での開催。

革新
• 重要な要素としての知識移転：業界、R＆Dコミュニティ、政府機関の専門家によるフォーラムやパネルディス

カッション。
• NextMedtec世代に出会うスタートアップエリアとMedtecLIVEタレントアワード
• 医療技術サプライチェーンの全体像の把握

つながること
• 市場に近い：ヨーロッパの中心部にある優れたアクセス性
• 専門知識：国内外のクラスターや協会によるイベント
• 見込み客の開拓：デジタルおよびアナログサービスにより、イベント中、前後のコンタクト

ビジネスの場
• 安全なパーソナルネットワーキング：実証済みの衛生コンセプトと、コンパクトな3日間の見本市
• オンサイトイベントでのコンタクトとデジタルコンポーネントを組み合わせた、見本市参加の計画
• パーソナルな出会いによる永続的なビジネスコンタクトの構築

特徴と参加すべき理由

Medtec LIVE with T4M 2022 ヨーロッパ医療技術シーンのプラットフォーム

4



スタートアップパッケージ
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専用設備
• バックウォール、カウンター、バースツール、

カーペット、照明を含む
• 背面壁にロゴプリント
• 共有ミーティングスペース
• 出展者パス3枚
• スタートアップコンテストへの参加
• エコオールインクルーシブ料金と清掃

+ 直接出展者の場合のマーケティングサービス

• 設立5年以内、従業員数は15人未満、最大売上高€200万の企業対象
• 費用 650€



シュトゥットガルト 展示場 シュトゥットガルトとニュルンベルクの隔年開催
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使用予定ホール
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9ホールを使用（10,500㎡）

✓シュトゥットガルト中央駅から
直通Sバーンで最短27分。下車
駅は展示会場から200m

✓シュトゥットガルト空港と隣接



医療技術

プロトタイプからダウンストリームまでのバリューチェーンプロセス

受託研究
契約開発

研究
プロトタイピング

プロセス設計
プロセス開発

その他のデザイン

ハードウェアとソフトウェア
ソフトウェア開発

ITセキュリティ
グラフィック/画像処理

AR / VR
オンラインサービス/アプリ/ク

ラウドサービス
ビッグデータ管理

インターフェイスHMI / M
通信技術

オペレーティングシステム

原材料
処理済み材料

接着剤
電子部品

マイクロテクノロジー
モーターとコントロール

ポンプとバルブ
その他のコンポーネント

表面の機能化/処理
金属加工

プラスチック加工
アディティブマニュファクチャリング

オートメーション
金型製作と工具製品
滅菌＆クリーンルーム

コントラクトマニュファクチャリング、
OEM

包装および梱包技術
印刷、バーコード、ラベリング

その他

検査
承認
分析

試験装置
テストシステム

検証
計測学

規制関連
ドキュメンテーション

コンサルティングマーケティング＆
セールス
特許とIP

承認と認証
資金調達とスポンサーシップ

翻訳
採用エージェンシー

クラスター、協会、ロビーグループ
出版物

継続教育とトレーニング
その他



医療技術サプライチェーン全体から革新的な製品、ソリューション、およびサービスに焦点

サプライヤー

• 部品、アセンブリ、材料メーカー

• OEM ・受託企業

• 製造技術サプライヤー

• 製造工程と方法関連

• ポスト製造プロセス(クリーンルーム・梱包など)

• 研究・教育機関

• サービスプロバイダー

出展上位10ヶ国

1ドイツ

2スイス

3オランダ

4オーストリア

5フランス

6イタリア

7グレートブリテン島

8中国

9スペイン

10アイルランド

出展者のカテゴリ



• 医療用エンド製品メーカーの意思決定者
• 研究・教育機関
• エンジニアリングと生産
• プロジェクトと製品の管理
• 購入者と購入者
• 薬剤
• 販売とマーケティング

来場者のカテゴリ

来場者上位10か国

1. スイス
2. オーストリア
3. フランス
4. 英国
5. オランダ
6. イタリア
7. 米国
8. チェコ
9. スペイン
10.ポーランド

医療エンジニアリング
機械・機器 建設

サービス

プラスチックプロセス

ヘルスケア

病院・クリニック

エレクトロニクス

大学

医薬品

ソフトウエア IT

コンサル

調査

金属加工

試験・測定機器

研究、生産用機器

光学

包装



出展社リスト（１）（11月16日現在）
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出展社リスト（２）（11月16日現在）
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MedtecLIVE 2019の様子
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ご出展・ご来場にご興味をお持ちの方は、お気軽にお問合せください。

ニュルンベルクメッセ日本代表部
https://nm-japan.com/

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
Mariko Iwaguchi Office内 email: n-messe@mioffice.biz

https://nm-japan.com/
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