
国際医療機器展MEDICA
Be part of the No.1!

2013年11月20～23日
ドイツ・デュッセルドルフ

www.medica.de
http://medica.messe-dus.co.jp

会期と開催時間

2013年11月20～23日
水曜日～金曜日：10時～18時30分
土曜日：10時～17時

入場券価格

入場券の販売は2013年9月からスタートします。メッセ･デュッセル
ドルフ･ジャパンのMEDICA日本語ウェブサイトで日本円販売しま
す（銀行振り込みのみ対応）。
> http://medica.messe-dus.co.jp

 
 
 
 
 
 
 

1日券：前売り入場券 3,200円  
1日券：現地窓口価格 50ユーロ

４日券：前売り入場券 9,600円  
４日券：現地窓口価格 99ユーロ

＊ コンファレンスの入場券の日本円販売はございません。
 購入ご希望の場合は公式サイトwww.medica.de/2130より現地へ直接
 お問合せください。 

公式カタログ（出展者リスト）

公式カタログ引換券（現地窓口にて引き換え） 3,500円 
> http://medica.messe-dus.co.jp

＊ 日本でのカタログ本体の販売はございません。ご了承ください。

前売り入場券は以下のeチケットとなります。購入後、プリントアウトし 
会場へお持ちください。 

Please 
proceed 

to the 
entrance 
and place 
barcode 

in the 
reader.

NAVIs: Destination address: Düsseldorf, Am Staad

Print out the pdf file
Please print this pdf file in A4 format. 
The best results are produced by 
colour printers. Please make sure the 
printout is not scaled down.
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Bring your eTicket to the trade fair! 
Make sure you bring your eTicket printout 
to the trade fair. Store it in a safe place 
and protect it against unauthorised 
copying since this eTicket can only be 
validated once. This eTicket is not 
transferable.

2

Trade fair admission 
This eTicket grants you direct admission
to the trade fair. The barcode of your
eTicket (top right-hand corner) is 
checked electronically when entering and 
leaving the fair grounds.

3

How to obtain your ticket:

20 –23 November 2013
Düsseldorf  •  Germany

 This eTicket entitles you to free travel to and from the  
 exhibition grounds on the day of your visit, with all  
public transportation means of VRR in the price category D, southern region, and VRS 
(DB/German Railway 2nd class, supplement-free trains only). Please note that a valid 
ID must be produced when using this eTicket for transport.

Please enter the date of your visit here before you begin your trip 
(for tickets valid for several days enter all dates of travel):  

ESPRIT arena/

722 896897

897 896

78 897896

Hotline: + 49 (0) 211 / 4560-7600 / E-mail: info@medica.de / Further information at: www.medica.de / Mobile: m.medica.de

Halls 1, 2, 3
 Laboratory equipment, diagnostics

Halls 4, 5   
 Physiotherapy/orthopaedic equipment

Halls 5, 6, 7.0, 7.1, 7a 
  Disposables, commodities and consumer goods, 

textiles

Halls 8a, 8b 
 COMPAMED
 High tech solutions for medical technology

Halls 9 – 14   
 Electromedicine, medical technology,
 operating technology and equipment 

 Hospital equipment, communication systems 
 

Hall 15 
 Information and communications technology

Halls 15, 16, 17 
 National and international joint participants, 
 electromedicine, medical technology

MEDICA

20–22 November 2013 
10.00 –18.30 h

23 November 2013 
10.00 –17.00 h

 www.medica.de

COMPAMED

20–22 November 2013 
10.00 –18.30 h

www.compamed.de

前売り入場券（eチケット）がお得です

> 会場窓口で長時間並ぶ必要なし

> 最大約60ユーロもお得

> 公共交通機関の利用も無料

（会場訪問日のみ/ICEなど特急は対象外）

+++ ご入場にはオンライン事前登録が必要です +++

時間を節約

コストも節約

スマートにご参加下さい!
入場券購入はオンライン（MEDICA日本語サイト）での前売
り販売がお得 

 会場窓口での登録手続き不要、並ぶことなくすぐ入場で
きます

 前売り入場券は現地購入の当日券より、最大約60ユーロ
もお得

 公共交通機関を無料でご利用いただけます
対象エリア： VRRお及びVRSエリア   
会場訪問日のみ/ICEなど特急は対象外

2013年9月より下記にて販売 

> http://medica.messe-dus.co.jp

日本国内問い合わせ先：
㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニ ガーデンコート７F
Tel.03-5210-9951 Fax 03-5210-9959
mdj@messe-dus.co.jp
http://www.messe-dus.co.jp（日本語）
http://medica.messe-dus.co.jp（日本語）

来場者向け情報



ようこそ

115,000㎡の展示面積、70カ国から4,500社の出
展企業、5つの展示カテゴリー・エリアでメッセ会
場17ホールも完全使用。MEDICAは世界最大の
医療機器展です。国際会議も同時開催：

MEDICAコンファレンス＆フォーラム

ドイツ人医師へのセミナープログラムの他
に、MEDICAで初めて英語による会議を開催致し
ます。テーマは衛生、感染症、オーダーメイド医
療、予防医学、災害医療など幅広く議論される予
定です。

また、MEDICAコンファレンスの核となる第36回
ドイツ病院デー、及び第2回ヨーロピアン・ホスピ
タル・コンファレンス（EHC）も開催されます。

EDUCATION
CONFERENCE

CME

> CCD東
> medica.de/dkt2 

第36回ドイツ病院デー（36th GERMAN HOSPITAL 
CONFERENCE）は全てのドイツの病院にとって “家族
再会”の日です。病院経営における現状の疑問点や課
題、病院勤務医師、看護管理、そして病院経営者のため
の討論の場です。
言語：ドイツ語

> CCD東
> medica.de/ehc2

 

ヨーロピアン・ホスピタル・コンファレンス（EUROPEAN 
HOSPITAL CONFERENCE）は2回目の開催ですが、 
ヨーロッパの病院から150～170名の最高意思決定者
が集まります。ヨーロッパでの国を超えた入院治療に
おける各種整備、ヨーロッパの病院政策に関する課題
やEU指令の国内法化への課題に焦点を当てます。
言語：ドイツ語/英語/フランス語 

> CCD南、CCD東、 

 CCDパビリオン 

> medica.de/congress2

MEDICAエデュケーション・コンファレンス（MEDICA 
EDUCATION CONFERENCE）はCMEより認証を受け
た医療における様々な最新教育を提供します。本年度
の主要テーマはジェンダー医療、オーダーメイド医療
及び伝染病学です。
言語：ドイツ語 / 一部英語

MEDICINE
+ SPORTS
CONFERENCE

> CCD南 

> medica.de/MSC2

MEDICA メディシン+スポーツ・コンファレンス（MEDICA 
MEDICINE + SPORTS CONFERENCE）は世界のスポ
ーツ医療の専門分野における大変重要なイベントで
す。総合的なライフスタイルに目を向けた予防医療が
テーマです。
言語：英語

> CCD 南 

> medica.de/DiMiMED2

災害医療･軍事医療国際会議（INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON DISASTER AND MILITARY 
MEDICINE）は災害時の迅速な医療ケアに関する課題
がテーマです。
言語：英語



情報通信及びコミュニケーション技術

ホール15では重要なインターフェースを
含む完全な医療IT技術を高い専門性で
カバーします。
データ取得、データネットワーク構築、ス
マホ・アプリなどを含むeヘルス、mヘル
ス、pヘルスといった話題のテーマに関す
る全てのイノベ―ティブな製品・技術を
ご覧いただけます。その質の高さは他で
見ることはできません。

電子医療機器、医療技術、
手術設備、医療用家具

ホール9～14では、あらゆる電子医療機器、
医療技術、手術設備、医療用家具の最新製
品を包括的にご覧いただけます。会場は病
院やクリニックで使用される機器類の市場
の縮図となります。貴社のビジネス・チャン
スとして情報収集や商談の場として是非ご
利用ください。

TECH
FORUM

> ホール11
> medica.de/tech_forum2 

MEDICA テック・フォーラム（MEDICA 
TECH FORUM）：

世界的かつ広範囲の方向性における最新医療技術の実
用に関するプレゼンテーション、及び講演が行われます。
言語：ドイツ語/一部英語

HEALTH IT
FORUM
MEDICA MEDIA

> ホール15
> medica.de/health_it_forum2 

MEDICA ヘルスITフォーラム（MEDICA 
HEALTH IT FORUM）：

このフォーラムは遠隔医療に重点を置いたヘルスケア
分野での未来を先取りするITトレンドがテーマです。ま
た、R&Dタレント・アワードや“AppCircus（アプリサー
カス）“のようなイベントもあり、ここではイノベ―ティ
ブな“健康アプリ”が開発者によって紹介されます。
言語：ドイツ語/一部英語
 
 
ENTSCHEIDERFABRIK：共同スタンドでの
ライブ・ビュー(Live View)：
病院経営における5つのITの主要事項に関するプレゼ
ンテーションが行われます。
> medica.de/entscheiderfabrik 

装着技術（Wearable Technologies）： 
世界をリードするイノベーターが、健康分野における身
体装着可能な技術を紹介します。
> medica.de/wearable_technologies2

CTIA ワイヤレス・ヘルス・パビリオン（CTIA Wireless 
Health Pavilion）： 
多国籍な通信企業からベンチャー企業まで、ワイヤレ
ス・ヘルスに関する最新のイノベーション及び製品を紹
介します。 
> medica.de/wireless_health_pavilion2



理学療法・整形外科技術

ホール4と5では幅広い範囲の理学療法
製品、機器及び実用例を紹介しています。
更に最新のリハビリテーション技術にも
注目です。

> ホール6 
> medica.de/wound_care_forum2

MEDICA ウーンド（創傷）ケア・フォーラム
（MEDICA WOUND CARE FORUM）：

創傷ケアに関する最新の治療コンセプトや実用に即し
た講演がこのフォーラムの主要
テーマです。 
MEDICAウーンド（創傷）ケア・
フォーラムはドイツ医療技術連盟（Bundesverband 
für Medizintechnologie/BVMed)の支援により開催
されます。
言語：ドイツ語/ 一部英語

医療用備品・ディスポ用品

ホール5~7ではメディカル製品、衛生、衣
類、使い捨て製品など、備品・ディスポ用
品が対象です。ここでフォーカスされるの
は病院、クリニックにおけるイノベーショ
ンと効率性です。

> ホール4
> medica.de/physio_forum2

MEDICA フィジオ・フォーラム（MEDICA 
PHYSIO FORUM）：

理学療法及びリハビリテーション全てに関するセラピ
スト、関連団体及び業界向け専門講演が行われます。
言語：ドイツ語



検査技術・診断機器・診断薬

検査技術と臨床分析技術に関する全て
が、ホール1～3におけるメインテーマで
す。こちらでも世界中から参加する出展者
によって検査技術及び診断機器、診断薬
のグローバルな市場を提供します。他で
はこのような多彩な製品群を一度にご覧
いただくことはできません。

その他フォーラムと技術者向けの
COMPAMED 2013

> ホール3 
> medica.de/vision_forum2

MEDICA ビジョン・フォーラム（MEDICA 
VISION FORUM）：

大学や研究機関が未来の医療技術プロジェクトを紹介
します。
言語：ドイツ語

> ホール16 
> medica.de/econ_forum2

TKによるMEDICA ECONフォーラム
（MEDICA ECON FORUM by TK）：

この新しいフォーラムは健康保険会社TK（Techniker 
Krankenkasse）によって開催され、医療費負担者の
観点から見た医療の世界を紹介します
言語：ドイツ語 

> 北口・モール 
> medica.de/business_center2

MEDICA ビジネスセンター（MEDICA 
BUSINESS CENTER）：

こちらはビジネス･パートナーや様々なオファーやリク
エストのデータバンクを有するミーティング・ポイント
です。
www.medica.de/business_center2
言語：ドイツ語

> ホール8a及び8b （水曜から金曜まで） 
> compamed.de

COMPAMED （国際医療機器技術・部品展）
医療技術に関するハイテクソリューションとして、 
MEDICA同時開催でCOMPAMEDが開催されます。 
入場券は双方の見本市で有効です。

SUPPLIERS
FORUM

by

> ホール8a 
> compamed.de/suppliers_forum2

DeviceMedによるCOMPAMED サプライ
ヤー・フォーラム（COMPAMED 
SUPPLIERS FORUM by DeviceMed ）：

世界的なリーディング・カンパニーや関連団体が発表者
として製造過程に沿った最新の開発状況を紹介します。
言語：ドイツ語/一部英語 

> ホール8b
> compamed.de/high_tech_forum_ivam2

IVAMによるCOMPAMED ハイテク・ 
フォーラム（COMPAMED HIGH-TECH 
FORUM by IVAM）：

新しい原料、製品技術、ナノテクノロジーやマイクロシ
ステム技術の分野から最新のトレンド、製品が紹介さ
れます。
言語：英語

 
ECON
FORUM



ESPRIT arena/

722 896897

897 896

78 897896

MEDICA.de：医療機器業界のポータルサイト 

ネットで一年中、365日いつでも最新情報

全出展者検索可能なデータベース 
> medica.de/2410

会期中のイベント情報 
> www.medica.de/event_database2 

週一回発行、MEDICAニュースレター（メルマガ）  
> www.medica.de/newsletter2 

スマホとタブレット用のMEDICAアプリ 

会場アクセス・宿泊 

現地、メッセ・デュッセルドルフのパートナーであるDTM
（英語、ドイツ語） 
> business.duesseldorf-tourismus.de/medica

メッセ会場へのアクセス

中央駅から地下鉄（Uバーン）U78、U79、あるいは路線
バス722または896

飛行機：デュッセルドルフ空港から会場までタクシーで
（渋滞がなければ、10分、15ユーロ程度）、または路線
バス896

アウトバーンA44から直接P1/P2の駐車場へ、そこから
便利なシャトルバスでメッセの入場口まで。ナビ使用
の場合、目的地住所「Düsseldorf, Am Staad」に設定

> www.medica.de/2772 

重要な情報を一目で把握

MEDICA.deのサイトにてご自分の専用ページを開設い
ただけます。関心のあるテーマ、キーワードを入力する
と、MEDICA.deサイト内の既存コンテンツから2013年の
MEDICAの最新情報とハイライトを一覧にまとめて提供しま
す。 

My MEDICAのアクセスは  
> www.medica.de/myMEDICA2
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SUPPLIERS
FORUM

by

TECH
FORUM

HEALTH IT
FORUM
MEDICA MEDIA

EDUCATION
CONFERENCE

CME

 
ECON
FORUM

MEDICINE
+ SPORTS
CONFERENCE

コンファレンス＆フォーラム

ホール 1, 2, 3

 検査技術・診断機器・診断薬 
 

ホール 4, 5

 理学療法・整形外科技術 

ホール 5, 6, 7.0, 7.1, 7a

 医療用備品・ディスポ用品 

ホール 8a, 8b

 COMPAMED（国際医療機器技術・部品展）
 High tech solutions for medical  
 technology

  
 

ホール 9–14

 電子医療機器、医療技術、手術設備
 

 病院用備品と設備・コミュニケーション技術 

ホール 15

 情報通信及びコミュニケーション技術 

ホール 15, 16, 17

 ナショナル・パビリオン、グループ出展 
 電子医療機器・医療技術 

MEDICA 
2013年11月20日～22日 10時～18時30分
2013年11月23日 10時～17時

 www.medica.de

http://medica.messe-dus.co.jp（日本語）

COMPAMED 
2013年11月20日～22日 10時～18時30分

 www.compamed.de

http://compamed.messe-dus.co.jp（日本語）

Apple App Store Google Play Blackberry


