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Medtec LIVE with T4M 2023 概要

ニュルンベルクメッセとシュトゥットガルトの隔年開催
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： 2023年5月23-25日 9：00 - １7：００(26日は、16:0０まで）
• 会 場： ニュルンベルクメッセ ホール １，２，３C
• 費 用：

✓ € 249/㎡ （9㎡ ） ～
(11月３０日までの申し込みは、 € 15/㎡ のディスカウント）
✓ その他費用：マーケティングサービス € ８７５/社、AUMA € 15/㎡

設置、解体、期間中の廃棄物処理 € 4.95/㎡

• 併 催：国際会議 Medtec SUMMIT ホール１
• 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
https://www.medteclive.com/en/exhibit/book-your-stand

http://www.medteclive.com/


展示効果を最大化するマーケティングサービス

• Medtec LIVE with T4の出展費用には以下のマーケティング
サービスが含まれます。
✓E コード (顧客用の電子入場バウチャー コード)
✓出展者および製品データベースへのエントリー (オンライン・ 365 日)
✓オンラインバナー
✓イベントガイド（印刷物）への記入
✓デジタルプラットフォームの出展者プロフィール 住所、連絡先の詳細、ロゴ、会社のウェブサイトへ

のリンク、ブース番号を含む会社の説明
✓デジタル プラットフォームの出展者プロファイルの一部としての 5 つの製品またはサービス
✓プラットフォーム内のチャットおよびコミュニケーション オプション
✓デジタルマッチメイキングへのアクセス

• オプションで、オンライン、活字メディア、デジタルサイネージなどの媒体への広告
掲出もできます。
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Medtec LIVE with T4M 2022 実績（１）

• 日程 ２０２２年５月３－５日
• 場所 メッセ シュツットガルト（ニュルンベルクメッセとの隔年開催）

• 出展社 431社(ドイツ 278社、ドイツ国外 １５３社）
スイス (46)/オランダ (28)/フランス/モナコ (15)/米国(19)/イタリア (10)
オーストリア (7)/英国/アイルランド (6)/日本 (5)/ベルギー (4)/デンマーク(3)
リトアニア、ポルトガル (各 2)
スウェーデン, チェコ、トルコ、中国,フィンランド,香港, インド (各1)

• 出展製品
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Medtec LIVE with T4M 2022 実績（2）

• 来場者 3,111人（ドイツ 2,407人 その他 704人）
39か国

• デジタル参加者 810人
（ハイブリッド 680人 デジタルのみ ９４人）
✓チャットニュース ２，４３０
✓ミーティングリクエスト ９３
✓ビデオコール ６
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Medtec LIVE with T4M 2023
ニュルンベルクメッセで開催する今年の特徴
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革新
• キーエレメントである知識の伝

達:著名なMedtec
SUMMIT会議、フォーラム、
パネルディスカッション、 専門
クラス

• 次世代Medtec: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包括的
概要

つながる
• アクセシビリティの良さが高い

国際的アピールを保証
• 分野の専門知識：国内外のクラス

ターや協会が、セクターごとに
自らのイベントを積極的に作成

• 見込客獲得の場としての展示会:
デジタルとアナログを駆使し、
イベント前、イベント中、イベント
後に最適なコンタクト提供

ビジネスを
• 安全なパーソナルネットワーキング:

実証を重ねた衛星コンセプトが3日
間の見本市スケジュールへの参加を
保証

• 人と人との対話と組み合わせたデジ
タルコンポーネントが最適な顧客
アプローチと高度に計画された
セキュリティを可能に

• 個々のミーティングの成果である
長期にわたるビジネスコンタクト



Medtec LIVE with T4M 2023

• ヨーロッパの中心に位置する南ドイツでの三日間に凝縮した医療技術分野のイベント

• 医療技術の付加価値のある完全なバリューチェーンへの集中

• 興味深くインタラクティブな追加支援プログラム

• DACH地域（ドイツ、オーストリア、スイス）では、Medtec LIVE APP の導入により国際的な認知度

も高く、強力

• 国際的に知名度のあるMedtec SUMMIT 会議では将来を見据えた持続可能なトピックで議論

• 著名な医療技術企業のデシジョンメーカへ最短でアクセス

• 製品のイノベーションをライブで体験

• コロナ禍以降の対面でのミーティングへの関心

• 個人的ネットワークとパートナーシップに基づくソリューション指向の協力
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ご参加をおすすめする理由、ここで得られること
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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/

