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名古屋商工会議所 

今年はオンラインで開催！！医療×モノづくり技術の展示商談会 

「メディカルメッセ・オンライン」出展募集の開始について 

今般、名古屋商工会議所では、愛知県、名古屋市、中部医療機器工業協会、中部先端医療開発
円環コンソーシアム、メディカル･デバイス産業振興協議会との共催により、オンライン展示商談
会「メディカルメッセ・オンライン」を開催します。 

「メディカルメッセ」は、医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、そしてモノづくり
企業が一堂に会し、それぞれの医療ニーズと技術シーズのマッチングにより、新たな医療機器の
開発･改良･改善を目指す展示商談会であり、過去 5 回の開催を重ねて参りました。 

第６回目となる今回は、コロナ禍の中で新しい展示会の形として浸透しつつあるオンライン 
形式で開催します。出展者は、オンライン展示会場内で、画像・動画等で製品・技術・サービス
の PR ができるほか、オンライン上での名刺交換やミーティングなど来場者とのコミュニケー   
ションも可能です。また、会期中には、医療現場のニーズや医療機器の開発・改良の最新動向等
に関するセミナーを複数企画し、医療関係者や医療機器メーカー担当者の来場を促します。 

今後の成長が期待される「メディカルデバイス産業」への新規参入を目指す企業をはじめ、  
医療機器産業に携わるプレーヤーに多くご参加頂きたく、報道機関の皆様には、本事業の周知方
について、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
○開催概要（詳細は別添「出展募集パンフレット」をご覧ください） 
 

１．名  称：メディカルメッセ・オンライン 
２．テ ー マ：医療に活かそう中部のモノづくり 
３．会  期：2022 年 3 月 10 日（木）、11 日（金）※オンライン展示会場は 3 月末まで公開 

 ４．会  場：オンライン展示会場  
５．入 場 料：無料 
６．主   催：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、中部医療機器工業協会、 

中部先端医療開発円環コンソーシアム、メディカル･デバイス産業振興協議会 
７．特別協力：経済産業省中部経済産業局、岐阜県、三重県 

【メディカルメッセ・オンラインの特徴】 

■簡単・安心！オンライン展示を強力サポート！！ 

―画像や動画、ダウンロード用資料等を準備するだけで簡単に展示ブースが作成できます。  

■来場者とのリアルタイムでのコミュニケーションを実現！！ 

―名刺交換機能やオンラインミーティング機能を備えています。  

■来場者情報の獲得・分析をサポート！！ 

―自社ブース来場者の行動履歴（資料ダウンロード等）が把握でき、効果的なフォローが可能です。 

 
○今後のスケジュール 

① 2021/10/8：出展募集説明会 → ②2021/11/30：出展申込 締切→ ③2022/3/10-11：開催 
 
○出展申込方法 
 「メディカルメッセ・オンライン」特設 WEB サイトの申込みフォームからお申込みください。 
  特設 WEB サイト URL：https://www.medicalmesse.com/ 
 
○その他 
 「メディカルメッセ・オンライン」は、新日本印刷株式会社（本社：名古屋市天白区）が提供するオンライン展示会

プラットフォーム「WONDERLINE」をカスタマイズして開催します。 
 以 上 

【本件担当】 
名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット 担当：田中・松波 
TEL：052-223-6750 FAX：052-232-5752 E-mail：medical-device@nagoya-cci.or.jp  

https://www.medicalmesse.com/


お申込み・お問合せ

事務局 名古屋商工会議所
産業振興部  モノづくり·イノベーションユニット

〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19

http://www.medicalmesse.com/

[TEL］052-223-6750
[E-mail］medical-device@nagoya-cci.or.jp 

[FAX］052-232-5752 

ONLINE今回のメディカルメッセは

“オンライン”で開催
メディカルメッセ・オンライン

出展申込締切

2021年11月30日（火）
出展申し込み

出展のお申し込みはWebから！

募集テーマ ： 医療機器の設計･開発･改良に向けたシーズ・ニーズの提案

〇医師及び医療関係者、大学等研究機関や 
　医療機器メーカーに対し、部材供給、
　技術協力等を希望するモノづくり企業
〇医師及び医療関係者、大学等研究機関に
　提案する商材 ・ 技術を持ち、
　その改良 ・ 改善のため、部材や技術の
　ニーズを有する医療機器メーカー等
　※共同出展の場合は参加企業毎にエントリーをお願いします。

メディカルメッセ･オンライン　　募集要領

名古屋商工会議所会員、
メディカル・デバイス産業振興協議会会員、
中部医療機器工業協会会員…20,000円（税込）

一般出展申込者………………50,000円（税込）

出展申込締切 2021年11月30日（火）

出展対象者 出 展 料

募集出展者数 60社・団体（予定）

掲載内容

動画

1点
資料

ダウンロード

3点

開催までのスケジュール（予定）

出展申込締切

202111/30（火）

募集期間

簡単な情報入力で
まずはWebからエントリー

会期

オンライン商談、併催セミナー開催

20223/10（木）・11（金）

※オンライン展示会場は、
会期の一週間前を目処にプレオープン予定。
また会期終了後も3月末まで公開します。

出展準備期間

画像

5点

▶ 出展者説明会

202112月上旬

オンライン展示会での
出展者ページの作成方法や

 手続きを説明します。

オンライン展示会場に
出展者ページを作成

202112月上旬〜20221月上旬

写真や動画等を準備して
事務局へ送付

▶ ▶

開催概要

医療×モノづくり技術の展示商談会

メディカル メッセ

医 療 に活 か そう
中 部 の モノ づくり

モノづくり
企業

医療機器
メーカー

医療関係者
大学等研究機関

オンラインで開催します
※オンライン展示会場は3月末まで公開

会 期 2022 金3/10　  -11木

主 　　催 ： 愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、
　　　　　 中部医療機器工業協会、中部先端医療開発円環コンソーシアム、
　　　　　 メディカル・デバイス産業振興協議会
特別協力 ： 経済産業省 中部経済産業局、岐阜県、三重県

［募集予定60社・団体］
出展募集
11/30
2021

火
申込
締切

メディカルメッセ
https://www.medicalmesse.com/

オンライン

「テキスト」「画像」「動画」等での自社PR

ダミー

／メディカルメッセ ・オンライン名 称
／医療に活かそう中部のモノづくりテ ー マ
／愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、
　中部医療機器工業協会、 
　中部先端医療開発円環コンソーシアム、 
　メディカル・デバイス産業振興協議会

主 　 催

／無料入 場 料

／2022年3月10日［木］・11日［金］
　※オンライン展示会場は3月末まで公開

会 期

会 場／オンラインにて開催

特 別 協 力／経済産業省 中部経済産業局、岐阜県、三重県

開 催 規 模／60社・団体（予定）



主催者企画セミナーを多数開催 

メディカル・デバイス 
産業振興協議会

名古屋商工会議所 副会頭
トヨタ自動車（株） アドバイザー

代表理事

三矢　　誠

メディカル・デバイス 
産業振興協議会

（株）東海メディカルプロダクツ
代表取締役社長

幹事長

筒井  康弘

医療×モノづくり技術の　
医療機器産業に携わるプレーヤーが
一堂に会する「展示商談会」

「メディカルメッセ」は医療関係者・大学等研究機関、医療機器メーカー、モノづくり企業が
一堂に会し、医療現場のニーズと技術シーズのマッチングにより、新たな医療機器等の開発·
改良・改善を目指す展示商談会です。医療機器が実際に活用される現場を持つ「中部先端
医療開発円環コンソーシアム」、医療機器メーカーが所属する「中部医療機器工業協会」と
行政·経済界が一体となって開催します。

メディカルメッセ・オンラインならではの
新たなマッチング機会を実現

医療関係者・医療機器メーカー等の
来場促進に向けた強力PR 

オンライン展示会のメリット

モノづくり
企業

医療機器
メーカー

医療関係者
大学等研究機関

展示・商談を通じて医療機
器メーカー等に自社技術を
PRすることができる。

製品開発のヒントやモノづく
り企業の技術に出会える。

中部先端医療
開発円環コンソーシアム
中部地域の医療関係者・
大学等研究機関から医療
現場の最新情報を入手 
できる。

通常の展示会と比較して、ブース設営費、 
人件費、交通費、滞在費などを抑えられます。
また、「テキスト」「画像」「動画」等を準備すれ
ば、簡単に展示ブースが完成します。

低コストでの出展が
可能です！！

時間・場所の制約を受けずに来場が可能なた
め、通常展示会に来場しない方や遠方の方の
参加も期待されます。

幅広い集客が
見込めます！！

画面上での商談・
交流も可能です！！

ブースを訪れた来場者との名刺交換、
オンラインミーティングツールを使った
面談が可能です。

中部先端医療開発円環
コンソーシアムの概要

「中部地域の大学が協働して、社会のニーズに応えた新たな医療 
技術や医療機器を迅速に開発し、いち早く患者に提供する。よって 
我が国のみならず人類の健康と平和に貢献すること」を目的に、11
大学と3つのセンターの14施設が結集したコンソーシアムです。

画像や動画などを活用したオンライン上のブースを、
簡単に作成することができます。さらに、来場者との 
リアルタイムでのコミュニケーション機能を準備。 
貴社の強み・魅力の発信を強力にサポートします。

※現時点の予定であり、今後変更の可能性があります。
<出展ブースイメージ＞

簡単・安心！オンライン展示
を強力サポート

画像や動画・ダウンロード用資料をお送りいただくだけで、
事務局にてブースを作成します。サポートデスクも設置し、
準備期間から会期中まで出展者の皆様をサポートします。

来場者とのリアルタイム
での商談を実現

名刺交換機能や、オンラインミーティング機能により 
リアルタイムでの来場者とのコミュニケーションが可能。 
活発な商談・交流をサポートします。

来場者情報の獲得と
分析をサポート

自社ブースへの来場者の行動履歴（資料ダウンロード等）
が把握でき、展示会終了後の効果的なフォローにつなげ
ることが可能です。

会期中には、医療機器の改良・開発の最新動向や行政機関からの施策紹介、法制度 
の説明等の各種セミナーを多数開催。感度の高い来場者の誘客を促進します。

オンラインの特徴を活かして、
新たなビジネスチャンスを創出します！！
「メディカルメッセ」は、「医療に活かそう中部
のモノづくり」をテーマに回を重ね、医療関係
者、医療機器メーカーとのネットワーク形成の場
として、大きな成果を挙げてきました。2019年 
4月に開催した第5回目は、「第30回日本医学会
総会 2019中部」と同時開催し、医学会総会に 
全国から集まった医療関係者を中心に約2,500
名の来場を得て、各ブースで積極的な情報交換
や商談が行われました。

第６回目となる今回は、コロナ禍の中で新しい 
展示商談会の形として浸透しつつあるオンラ
イン形式で開催します。全国の医療関係者や 
医療機器メーカーに向けた出展企業の皆さまの
情報発信を強力に支援するとともに、医療機器
産業に携わるプレイヤーの一層の連携拡大を 
図るべく、様々な出会いを演出して参りたいと 
存じます。皆さまの積極的な出展参加を心より
お待ちしております。

医療関係者や医療機器メーカーへのDM送付1

来場促進にむけて、過去のメディカルメッセ来場者約10,000名
や全国の医療機器メーカー約1,000社にDM送付するほか、中部
先端医療開発円環コンソーシアムの協力により、広く医療関係者にも
アプローチ。オンライン開催のメリットを生かし、全国から幅広い来場
促進を図ります。

出展者の皆様には招待状を100部提供2

お取引先への招待状や来場案内用のメールテ
ンプレートなど、自社ブースへの誘客に向けた
プロモーションツールをご用意します。 

【前回テーマ例】
■「金属加工業者が手術器械を作ってみたら！  ～我々の経験と成果、そして次への取り組み～」
■「医療・介護分野におけるVR/ARの活用について」
■「3Dプリンタによる樹脂造形の医療における活用可能性」
■「生体構造を模倣するバイオマテリアルと高信頼性医療機器の開発」

医工連携セミナー（予定） 

【前回テーマ例】
■「基金活用事例発表会」
■「中部先端医療開発円環コンソーシアム加盟病院による発表」
■「名古屋大学におけるバイオメディカルエンジニア分野での 
     産学連携について］

筒井宣政基金セミナー（予定） 

医療機器産業に携わる
各プレイヤーへの強力なPR

自社の製品・サー
ビス・技術の情報
を説明文章や画像
に加えて、動画など
様々な素材を使っ
てPRできます。

PR画像・動画1 オンライン商談機能
オンラインミーティ
ング機能を設け、
リアルタイムで商
談が行える環境が 
備わっています。

2

新たな発信4つの特徴
1 3

4
2

展 示ブースごとに出 展 者
と来場者で名刺交換が可能

（※来場者からのアプロー
チのみ）。交換した名刺情報
は、CSV形式でダウンロード
できます。

来場者との
コミュニケーション機能4

3 資料PDFダウンロード 
製品カタログや会
社案内等をPDF
形式で掲載。来場
者がダウンロード
できます。

セミナーと合わせて出展
者プレゼンテーションの機
会を設けます（希望者のみ 
※12月以降募集予定）。
ブース展示に加えてより多
くの方へのＰＲが可能です。

出展者プレゼンテーション5


