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登録番号　04-219　　印刷会社　株式会社モモデザイン　

▶▶名称： MEDICA 2023、COMPAMED2023名称： MEDICA 2023、COMPAMED2023
▶▶日時：令和 5年日時：令和 5年
　　　　11月 13日（月曜日）～ 16日（木曜日）／４日間　　　　11月 13日（月曜日）～ 16日（木曜日）／４日間
▶▶会場：デュッセルドルフ見本市会場会場：デュッセルドルフ見本市会場
　　　　MEDICA …ホール 1、3～ 7、9～ 17（予定）　　　　MEDICA …ホール 1、3～ 7、9～ 17（予定）
　　　　COMPAMED…ホール８a、８b（予定）　　　　COMPAMED…ホール８a、８b（予定）
▶▶主催：Messe Düsseldorf GmbH主催：Messe Düsseldorf GmbH
▶▶対象：対象：
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電子医療装置・機器／実験・研究装置／救助及び救急装置／電子医療装置・機器／実験・研究装置／救助及び救急装置／
診断機／診断薬／整形外科／病院用備品／ IT 関連／診断機／診断薬／整形外科／病院用備品／ IT 関連／
衣料品／医療家具及び装置／サービス／出版　等衣料品／医療家具及び装置／サービス／出版　等
◆◆COMPAMEDCOMPAMED
部品／モジュール／ドライブ･システム／チューブ／部品／モジュール／ドライブ･システム／チューブ／
フィルター／ポンプ／バルブ／医療機器向け製造･加工技術フィルター／ポンプ／バルブ／医療機器向け製造･加工技術
及び装置／原材料／接着剤／洗浄･加工／試験システム／及び装置／原材料／接着剤／洗浄･加工／試験システム／
包装／その他サービス　等包装／その他サービス　等
▶▶来場者数： 約 81,000 人（2022年実績）来場者数： 約 81,000 人（2022年実績）
▶▶出展社数： MEDICA 出展社数： MEDICA          4,676 社（2022年実績）   4,676 社（2022年実績）
　　　　　　COMPAMED   719 社（2022年実績）　　　　　　COMPAMED   719 社（2022年実績）
▶▶ホームページホームページ
◆◆MEDICAMEDICA　      　      https://medica.messe-dus.co.jp/ https://medica.messe-dus.co.jp/ 
◆◆COMPAMED COMPAMED  https://compamed.messe-dus.co.jp/https://compamed.messe-dus.co.jp/
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　　　　11月 13日（月曜日）～ 16日（木曜日）／４日間
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フィルター／ポンプ／バルブ／医療機器向け製造･加工技術
及び装置／原材料／接着剤／洗浄･加工／試験システム／
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▶来場者数： 約 81,000 人（2022年実績）
▶出展社数： MEDICA       4,676 社（2022年実績）
　　　　　　COMPAMED   719 社（2022年実績）
▶ホームページ
◆MEDICA　      https://medica.messe-dus.co.jp/ 
◆COMPAMED https://compamed.messe-dus.co.jp/

MEDICA COMPAMED

展示会の概要

○出展にかかる負担の軽減
小間料、東京パビリオンの設置、商談通訳の配置、商談用の PRツール作成などの出展及び商談実施にかかる基本的な
費用を、東京都が負担します。
※出展企業の負担内容は、「募集要項」をご確認ください。

○ビジネススキル・ノウハウ等のサポート
海外企業等との商談等に必要となる、ビジネススキル・ノウハウ等を習得するためのプログラムを実施する予定です。
出展前に様々な情報を収集することができます。

○技術面のサポート
事前の準備段階より、技術的側面からサポートを実施し、専門機関による相談対応のほか、出展物の技術的価値を高め
るための評価・試験等の支援を行います。

○商談のセッティング
出展製品・技術等に適したマッチング相手をピックアップし、事前にアポイントメントを取得することで、会期中、
実りある商談が実施できるようサポートします。

○現地ネットワーク構築・交流等のサポート
現地の公的機関や企業、クラスター等との連携や交流の機会を設けます。

○出展後のサポート
出展効果を高めるため、展示会終了後、フォローアップ支援を提供します。

出展のメリット（支援内容）　

〒163-8001
東京都新宿区西新宿２-８-１　都庁第一本庁舎 20階北側
（TEL）03-5320-4798　　
（E-mail）S0000481@section.metro.tokyo.jp
産業労働局商工部経営支援課市場開拓担当

提出・問い合わせ先　

（１）「募集要項」及び「出展申込書」を東京都産業労働局商工部ホームページ
 http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2023/0301_17234.html から
 ダウンロードしてください。

（２）「出展申込書」を作成の上、「募集要項」に掲げる添付書類を添えて、下記提出先まで郵送にてご提出ください。
 また、「出展申込書」の電子データを、「募集要項」に記載のメールアドレスまで送付してください。
 ※詳細については、「募集要項」をご確認ください。
 ※現地情勢等の変化により、支援内容等が変更となる可能性があります。

申込方法

令和５年４月 14日（金曜日）必着

募集締切

両展示会で計 15社程度　※審査の上、決定します。
以下（１）～（４）の条件をすべて満たす者。
（１）東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する中小企業（いわゆる「みなし大企業」は除く。）
（２）出展する技術や製品を自ら製造している、または、出展物が自社製品であり自社ブランドとして販売するものであること。
（３）出展物が本展示会に適したものであること。
（４）医療関連機器産業への参入・海外展開を目指しており、それに向けた強い意欲と具体的な事業計画を有していること。
※その他応募資格の詳細等は「募集要項」をご確認ください。

募集企業

写真提供：Messe Dusseldorf GmbH

令和５年度成長産業分野の海外展示会出展支援事業令和５年度成長産業分野の海外展示会出展支援事業令和５年度成長産業分野の海外展示会出展支援事業
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