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医療機器企業の集積地 

「本郷」展示商談会・交流会 募集及び開催要項 
医療機器関連企業約４５０社が集積するメディカルヒルズ「本郷」（東京都文京区） 

 において、東大阪市医工連携研究会主催の展示・商談会を開催いたします。 
本展示商談会の最大の特徴としては、当日の医療機器企業、医療関連団体などの来場

が見込まれるだけでなく、事前に医療機器企業を訪問し、商談会をセッティングする点
にあり、医療機器企業と直接関係を構築する絶好の機会となります。 

本市研究会としても、東大阪のモノづくりの強みや魅力を明確に打ち出し、今後、医
療機器産業のパートナーとしての関係構築を図ります。 
 
【本事業の狙い】 
 ・医療機器企業との関係性を構築し、今後医療機器関連ビジネスの取引につなげる。 
 ・展示商談会やその準備に向けたプログラムの中で、医療分野へ参入していくための 

知識やプレゼンテーション力など企業力を強化していく。 
 ・医療機器産業における東大阪地域の役割や強みを明確に打ち出し、その役割をしっ

かりと果たしていく体制づくりを進める。 
 ・『製販ドリブンモデル』の実践 
  
    
 
 
 
 
 
 
【開催日】 平成３０年１０月２４日（水） 展示会 13:00～17:30 
                     商談会 10:00～17:30 
                     交流会 18:00～19:00 
 
【場 所】 医科器械会館（東京都文京区本郷 3-39-15） 
 
主催    ：東大阪市医工連携研究会（公益財団法人東大阪市産業創造勤労者支援機構）・ 東大阪市 

共催（予定）：大阪産業技術研究所医療健康機器開発研究会（地方独立行政法人大阪産業技術研究所） 

商工組合日本医療機器協会 

後援（予定）：経済産業省近畿経済産業局 ・ 経済産業省関東経済産業局 

一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ ・ 一般社団法人日本医療機器産業連合会 

一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会 

開催委託先：株式会社日本医工研究所 

[東大阪の役割] 
 
・「部品・部材の供給」 
・「ＯＥＭ／ＯＤＭ生産」 
・「プロトタイピングなど開発支援」 

[東大阪の強み] 
 
◎『提案力』 
・「確かな技術力」 
・「適正コスト」 
・「安定供給」 



- 2 - 

【本事業の流れ】 
１．６月２２日（金） 出展希望申し込み 第１次締切 
            
２．６月２９日（金） 企業ＰＲ資料の提出 

※企業の特徴・強みが伝わる写真を５点以上ご準備ください。 
※ＰＲ資料については、統一感を持って発信していきます。 

 
３．８月～１０月 ★ポイント★ 

事務局が企業ＰＲ資料を持って、首都圏の医療機器企業を訪問し、技術力や製品を 
アピール。当日の商談について、事前にセッティングを行います。 
※出展希望の企業数が多数の場合、事前に商談が成立した企業を優先的に出展と 

させていただく場合がございます。 
 

１０月２４日（水） 「本郷展示商談会」の開催 
 
４．１０月３１日（水） 成果と課題の共有会を開催いたします。 
 
【注目：並行して下記ステッププログラムを実施】 
※各回のテーマについては、（仮）で記載しております。 

第１回 ７月 12 日（水）「医療現場・医療機器企業・モノづくり企業３者連携による機器開発」 

第２回  8 月 21 日（火）「医療機器企業の目線から医工連携を知る」 

第３回 ９月中旬 「展示会（商談会）を最大限に活用し業績を伸ばす」 

時間はいずれも１６：００～１８：００を予定。 場所はクリエイション・コア東大阪を予定。 
 
 
【出展企業数】 ２０社程度 
 
【来場予定者】 首都圏の医療機器企業（商工組合日本医療機器協会 会員企業など） 

医療機器製造販売業、販売業、製造業 ほか 
（昨年度実績）・来場者数：１４０名以上 

        ・名刺交換数：４６８件 

・商談件数：９１件 

        

 
【出展料】市内企業         １小間 ５４，０００円（税込） 
     サポート会員（市外企業） １小間 ７５，６００円（税込） 
     ※最終的な出展企業数により、１小間あたりのスペースや出展料について、 

調整させていただく可能性がございます。 
     ※支払方法等については、別途ご案内いたします。 
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【出展ブースの仕様】 

■ 展示台（幅 90cm×奥行 45cm） 

・ ⾧机１脚の半分を１小間として使用します。 １小間：幅 90cm×奥行 45cm 

・ 机には白布がかけられます。 

■ 展示パネル（背面パネル）（幅:90cm×高さ 210cm） 

・ 展示パネルは、出展各社で準備します。 

・ ポスター等の掲載物は、展示パネル備え付けのフックより吊り下げるか、専用の両面テープを

用いることで設置します。 

※市販のテープや画鋲など、展示パネルを傷つける可能性のあるものは使用禁止です。 

・ フックを利用する場合、吊り下げ用の紐やチェーンは出展各社にてご用意ください。 

■ 電源：100v 

・ コンセントの使用を希望される場合は３ｍ程度の延⾧コード（３～４口程度あるもの） 

をご持参ください。 

※使用するコンセントについては、別紙の会場レイアウト図より位置をご確認ください。 

■ 名板 

事務局にて準備致します。 
 

 

展示台

幅90ｃｍ×奥行45ｃｍ

背面パネル

幅9０ｃｍ×高さ210ｃｍ

電源

100Ｖ

名板
事務局にて準備

出展物
自社技術が伝わる製品や部品

医療機器等の試作品

医療機器等製品（法規制対応をしたもの）

45ｃｍ

９０ｃｍ

ポスター
パネル
（１枚）

○○株式会社

210ｃｍ
140ｃｍ

コンセントを希望される
場合は３m程度の電源
コードをご持参ください

すでに作成された完成品や試作品など、「販路」を求める出展も有効

図 1．出展ブースの仕様 
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【当日のタイムスケジュール】 

時間帯 主な実施事項、出展企業様の対応事項 

 08：30～10：00 事務局による出展ブース設営 

（10：00～17：30） 商談会 ※展示会と併せて開催 

 10：00～10：30 事務局ブース設営等 

 10：15～12：10 出展企業による自社ブース設営 

 12：10～12：20 出展企業向けに事務説明 

 12：20～12：40 出展企業紹介（各社１分以内スピーチ） 

 12：45～13：00 展示会開会式 

 13：00～17：30 展示会 

 17：30～18：00 撤収・搬出作業 

 18：00～19：00 交流会 会費別途３０００円 

 

【出展希望の申込】※６月２２日（金）までにお申し込みください。 
 次の項目を記載の上、事務局までメールやＦＡＸでお申込みください。 
 ・企業名： 
 ・所属部署： 
 ・担当者名： 
 ・ＴＥＬ： 
 ・ＦＡＸ： 
 ・E-MAIL： 
 
 
 
【企業ＰＲ資料の制作について】※６月２９日（金）までにご提出ください。 
 次の項目について、事務局までメールでお送りください。 

・企業名 
・アピールしたい製品や技術の画像データ ５点とその画像のタイトル・説明文 
・得意な技術、製品、素材、加工種別など（簡潔に） 
・医療分野での実績 
・認証／設備情報 

 （医療機器製造販売業／医療機器製造業／修理業／ISO9001／ISO13485／ISO14001／
QMS 体制（品質管理体制）／クリーンルーム など） 

・企業を表すキーワード（医療機器企業の興味を引くような） 
 

 
[送信先・お問い合わせ] 
東大阪市経済部モノづくり支援室 担当：辻・津田 
TEL：06-4309-3177  FAX：06-4309-3846  mail：info@hispa.biz-web.jp 
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 ※小間配置等は決まり次第、お知らせします。 
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図 2．会場レイアウト 



- 6 - 

1．出展ブースの設営・撤去について 

（１）ブース設営および撤去の時間帯について 

・ 展示ブースの設営の時間帯は、当日 10：15～12：10 です。 

※12:10 より事前説明、12:45 より開会式がおこなわれます。 

・ 展示ブースの撤去の時間帯は、当日 17：30～18：00 です。 

※18:00 より交流会がおこなわれます。 

（２）宅配便について 

① 【行き】出展企業 → 会場 

・ 展示物をゆうパック、宅配便等で事前に送付されたい場合は、下記送付先までお送りください。 

・ 会場の都合もあり、原則、前日指定にてお送りいただくようお願いします。 

 【宅配便送付伝票記入例】 

 所 在 地 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-39-15 

 受取り先 商工組合日本医療機器協会 中西総務部⾧ 宛 

 電  話 03-3811-6761 

 ※留意事項 

高価な物品等の場合には、会場近くに郵便局及び宅配便の営業所がありますので、郵便局留又は営

業所止置きサービスを利用し、自らお受け取りください。 

  【会場付近の郵便局または宅配便の営業所】 

郵便局 
本郷三郵便局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-25-13（会場から約 160m、徒歩約２分） 

ヤマト 

運輸 

ヤマト運輸本郷中央センター 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-24-6 本郷サンハイツ 1F（会場から約 130m、徒歩約２分） 

ヤマト運輸本郷３丁目センター 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-8 熊野ビル 1F（会場から約 200m、徒歩約２分） 

佐川 

急便 

文京営業所本郷３丁目サービスセンター 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-26-1 宮田ビル 1F（会場から約 150m、徒歩約２分） 

② 【帰り】会場 → 出展企業 

・ 当日 19 時以降、ヤマト運輸が集荷します。展示物等を発送する方はご利用下さい。 

・ 集荷受付は、ヤマト運輸の着払伝票のみです。（着払伝票は事務局でご用意します）。 

・ 着払伝票を記入のうえ送付物品等に貼付し、医科器械会館の１階ロビーまでお運びください。 

送り状の写しは事務局でまとめて回収しますが、個別で必要な方は立会いをお願いします。 

・ ２階ホールは、１７時４５分からパネル搬出作業をおこないます。荷物を残さないようにご移動

をお願いします。 

・ 一般品でない大型・重量物又は 30 万円を超える高価な物品は、各自で集荷をご依頼ください。 
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2．展示会について 

（１）首かけ名刺フォルダの着用 

・ 出展者は、名刺フォルダ（首かけタイプ、ストラップは青色）を着用ください。 

・ 名刺フォルダは当日配布します。 

 青色 出展者（ものづくり企業） 

 赤色 来場者（製造販売業等の業許可をもつ企業） 

 黒色 事務局（東大阪市、（地独）大阪産業技術研究所、株式会社日本医工研究所） 

 

（２）来場者との情報交換 

・ 来場される医療機器製販企業様と出展企業様が、医療機器について共同開発可能なテーマ等につい

て情報交換をしていただき、マッチングを進めます。 

・ 具体的な開発テーマや見積依頼を受けることも重要ですが、次につなげられるよう、後日の訪問の

アポイントをとることを意識いただければと存じます。 

【出展者と来場者のディスカッションイメージ】 

来場者に以下２つの質問をし、後日の訪問につなげていただければと存じます。 

質問① 

来場者の取扱製品について質問するとともに、自社と同様の技術が活用されている部

品・部材について質問する。 

（例）「御社の製品で〇〇という技術が活用されている部品・部材はございますか。」 

質問② 

部品・部材の改良の余地について質問し、可能性がありそうであれば、さらなる「技

術情報の提供」と「意見交換」を提案する（→訪問の約束をする） 

（例）「〇〇（部品・部材）について改良の余地はございますか。」 

「弊社の〇〇という技術は、〇〇（部品・部材）に活用できそうでしょうか。」 

 

（３）休憩スペース 

・ 休憩スペースを３階 特別会議室にご用意しております。昼食、休憩等でご利用下さい。 

・ なお 16：30 以降は、交流会準備のため、一部使用します。 

休憩スペース  ３階 特別会議室 

 

（４）写真撮影 

・ 展示会では、事業報告のため事務局にて写真を撮影するほか、業界紙等メディア掲載のための写真

撮影があります。不都合等あれば、その際、カメラマンにお伝えください。 

・ 報道関係者の取材等があったときは事務局にご連絡ください。 
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3．ミニセミナー（展示会併設）について 

・ 展示会場の一角で、医療機器メーカー・ディーラーによるミニセミナーを開催します。セミナーを終

えた講師の方を自社ブースにお招きし、自社技術に対するコメントをいただくなど、情報交換の機会

として積極的にご活用ください。 

時 間 帯 ミニセミナー講師 

13:30-13:45 製販企業・ディーラー等 

14:20-14:35 製販企業・ディーラー等 

15:10-15:25 製販企業・ディーラー等 

16:00-16:15 製販企業・ディーラー等 

16:50-17:05 製販企業・ディーラー等 

 

4．商談会について 

・ 展示会と並行して、事前予約制による商談会を設定しております。商談時間と場所については、事前

にお知らせ致します。（商談時間は１社 30 分以内） 

・ 時間になりましたら、事務局から声をかけます。面談時間前は、展示ブース付近で待機をお願いしま

す。事務局がご案内します。 

・ 商談には、コーディネータが同席します。後日あらためて商談内容等をヒアリングする場合がありま

すので、ご協力願います。 

・ 事前予約のない商談等、急に会議室が必要になりましたら、受付にお申し出下さい。 

 

商談スペース 

医科器械会館 ２階 応接室 

医科器械会館 ３階 １号会議室 

医科器械会館 ３階 ２号会議室 

医科器械会館 ４階 応接室 

株式会社日本医工研究所 会議室１（三翔ビル） 

株式会社日本医工研究所 会議室２（浦山ビル） 

※日本医工研究所会議室については事務局がご案内します。 

※本会館内の会場につきましては、各社でお伝えしてございます面談開始時刻の 5 分前までに会場前に

到着するようご移動をお願いします。 
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２階 応接室 ３階 第１会議室 

  
３階 第２会議室 ４階 応接室 

  
株式会社日本医工研究所 会議室１（三翔ビル） 株式会社日本医工研究所 第２会議室（浦山ビル）

図 3．商談ブース 
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【ご参考】商談会３０分の時間配分イメージ 

商談会では、製販企業にいかに自社の魅力を伝えるかが重要です。魅力を伝えるための観点として、

例えば「医療機関との連携実績」、「技術力」、「人材力」、「ネットワーク」、「対応力」などが挙げられま

す。以下を参考にしていただき、ＰＲすべきポイントを事前に準備したうえで商談いただけると、製販

企業との話が盛り上がり、よりマッチングの可能性が高まります。 

５分 
名刺交換 

＆紹介 
製販企業の自社紹介、ものづくり企業の自社紹介 

２０分 意見交換 

医療機関と

の連携実績 

医療機関との連携実績 

「こんな医療機関・ドクターと連携しています」 

技術力 

競争性がある尖った技術／自社開発・改良設備 

「当社技術の見所はこれです。 

ここまでできる企業はそうはありません。」 

「医療分野で、こんなもの作ってみました」 

「社内で自作しているこんな設備があります 

（計測装置・加工装置）」 

人材力 

高い技術・技能を持つ人材／他業界で培われた特殊技能 

「こんな面白い経歴の社員がいます（他の業界からの転職組）」 

「手作業でこういうことができる人材がいます」 

ネット 

ワーク 

優れた技術を持つ会社との接点／関係会社や自社の周辺領域 

「当社の下請けにこんなことできる会社があります（関係会社）」 

「当社の優れた技術と相性がよいのはこういう会社です 

（周辺工程）」 

対応力 

少量対応／試作・量産対応／短納期対応 

「短納期でここまでやります」 

「試作・設計が得意です」 

「こういう単品はやります」 

「社内の開発体制があります」 

５分 次回の約束 次回打合せの日時調整 【特に重要】 
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5．交流会について 

・ 交流会の会費は 3,000 円です。つり銭のないようお願いします。 

会費は会社ごとにまとめ 10：15～12：10 の間に受付事務局までお支払ください。 

・ 交流会の開催は 18 時開始を予定していますが、状況により開始時間を遅らせる場合があります。 

・ 交流会では、製造販売業企業・販売業企業による企業紹介を行います。 

発表企業と積極的に名刺交換、情報交換にお役立てください。 

・ 交流会参加企業は、別添「展示商談会参加者・交流会出席届出書」を平成 30 年 10 月 10 日（水）

までに、事務局まで提出願います。 

交流会  医科器械会館 ３階 特別会議室 

 

6．その他の留意事項 

・ 展示ブースの設営前に、必ず荷物の着荷をご確認願います。不着等があれば協会事務局（中西）ま

でご連絡ください。 

・ 返送時に使う段ボール、梱包材は、パネルの後ろ、机の下等に、適宜格納をお願いします。格納で

きない大型の段ボール等は、４階分室手前のドアを入った応接セット付近に各自でお持ちください。 

・ ゴミは、ホール内にゴミ袋（白色）をご用意しますので、各自お入れください。 

・ 会館内は、NTTdocomo 以外の携帯電話の電波の状態が非常に悪くなっております。携帯電話は、

窓側付近もしくは、会館の外に出てご利用ください。 

緊急連絡は、協会事務局０３−３８１１−６７６１にご連絡ください。 

・ 不測の事態が生じたときには事務局までご連絡ください。 例 クレーマー、営業等 

・ 交通・宿泊については各自で準備ください。 

・ 医科器械会館の利用規約を遵守してください。 

・ 医科器械会館に駐車場はございません。⾧時間駐車する場合は、付近のコインパーキングをご利用

ください。 

・ 当日の物品販売を目的とした出展はできません。試作品を展示する場合「参考出品 販売はしてお

りません」という趣旨の張り紙を添付ください。 

・ 各社２名以上で参加し、ブースが無人とならないようご配慮ください。 

・ 昼食は各自でお取りください。３階の休憩スペース（特別会議室）が利用できます。 
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7．（別添） 

展示商談会参加者・交流会出席届出書 

提出期限１０月１０日（水） 
 

１．参加者代表 

貴社名  

所属部署  

役職  

氏名  

連絡先（TEL）  

 

２．展示商談会の参加者 

展示商談会参加者の所属・役職・氏名 交流会出欠 

（例）○○工業 営業課長 医療太郎 出席 ・ 欠席 

 出席 ・ 欠席 

 出席 ・ 欠席 

 出席 ・ 欠席 

 出席 ・ 欠席 

記入欄が不足する場合は、本様式をコピーしてご利用ください。 

 

（交流会について） 

展示会当日、出展企業様と日本医療機器協会及び会員企業との懇親を深めるため、交流会を開催いた

します。日本医療機器協会会員からの自社紹介もございます。連携を深める良い機会ですので、是非と

もご参加ください。 

会費：３，０００円 
会費は、当日、事務局にて徴収します。出展企業ごとに領収書（日本

医工研究所押印）を発行いたします。 

 
 

提出先・問い合わせ先（事務局） 
 

事務局 東大阪市医工連携研究会事務局（公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構） 

メール info@hispa.biz-web.jp 

ＦＡＸ ０６－４３０９－２３０３ 
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日本医療機器協会へのアクセス 
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日本医工研究所の周辺地図 

 


