
平成 30 年 9 月吉日 

「メドテック・イノベーションシンポジウム＆ピッチ」 

ポスター展示募集要領 

＜応募について＞ 

1. 応募対象

医療機器、デジタルヘルス、ヘルスケアサービス、その他医療・介護領域におけるテクノロジー

に関するアイデア・技術・製品・事業（特許出願が無いアイデアの状態でも応募可能）を有し、

その技術・製品・事業に関するプレゼンが可能な企業 

2. 応募締め切り：2018 年 9 月 28 日（金）

3. 応募について

下記必要事項を事務局までメール、FAX にてご連絡ください。 

①企業名

②ご連絡先：ご担当者様、住所・電話番号・メールアドレス

③応募に際して企業・製品の説明資料、HPなど

4. 募集企業数：数社
応募の結果については、10月第一週にご連絡致します。

5. 申込み・問い合わせ先

LINK-J シンポジウム「メドテック・イノベーションシンポジウム＆ピッチ」 事務

局株式会社コンベンションリンケージ内

担当：岡本・津留

〒102-0075 東京都千代田区三番町 2 三番町 KS ビル

Tel: 03-3263-2359 Fax: 03-3263-8693

E-mail: medtech@c-linkage.co.jp

mailto:medtech@c-linkage.co.jp


＜ポスター出展について＞ 

1. 趣旨

「大学発・企業発・病院発のメドテックイノベーション」をテーマに、シンポジウム、 

ピッチイベント、ポスター展示を行う。医療機器をはじめとした新産業創造に関心の高い、 

ライフサイエンス関係者の交流促進と連携促進をはかる。

2. 開催日時

メドテック・イノベーションシンポジウム＆ピッチ

平成 30 年 11 月 9 日（金） 12 時 00 分 ～ 20 時 00 分 (受付開始 11:30) 

3. 会場

日本橋三井ホール 

東京都中央区日本橋室町２－２－１ COREDO 室町 1 ５F(エントランス４F) 

4. 観客

300 名程度 

5. 主催

一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J） 

共催 

株式会社日本医療機器開発機構(JOMDD)、MedVenture Partners 株式会社、 

US-Japan MedTech Frontiers  

後援(※申請中) 

経済産業省※、厚生労働省※、文部科学省※、東京都※、一般社団法人日本医療機器産業連合会 

協力 

一般社団法人ジャパンバイオデザイン協会、国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院、

国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院産学連携・ 

クロスイノベーションイニシアティブ、独立行政法人 中小企業基盤整備機構

スケジュール

時間 （分） 主な実施事項・出展企業の対応等 

 7:30 ～ 11:30 90 搬入作業・展示準備 

12:00 ～ 13:00 60 ポスター展示及び軽食 

13:00 ～ 13:15 15 挨拶 

13:15 ～ 14:15 60 基調講演 

14:15 ～ 14:25 10 休憩 

14:25 ～ 16:25 120 セッション・パネルディスカッション

16:25 ～ 16:55 30 
休憩・展示 PR（ショートプレゼン） 

ショートプレゼン（各社 5 分）※全 8 団体（2 団体×4 回） 

16:55 ～ 18:55 120 大学・企業・病院発 メドテック・イノベーション ピッチ 

18:55 ～ 19:00 5 休憩・移動 

19:00 ～ 20:00 60 懇親会 

20:00 ～ 21:00 60 撤収・搬出作業（21 時完全撤収） 



6. ブースの仕様

  展示台： 幅 1800×奥行 450×高さ 700 mm

  背面パネル： 幅 900×高さ 2125 mm（2 枚）

  ポスター： A0 ポスター（841×1189 mm）

※ポスターのデータを頂ければシンポジウム事務局で印刷が可能です。

（ポスターのデータは「イラストレーター」または「パワーポイント」のデータをお

送りください。原則 PDF ファイルは不可。） 

※出展者様自身での持ち込みも可能ですので、ご希望の場合はお申し付けください。

※ポスターのサイズを確認し、当日ご持参ください。

  電源： 100V（500W）コンセント（２口）×1 （台上） 

※延長コードは必要であればご持参ください。

  名板： シンポジウム事務局で準備をします。 

  設置可能範囲：450mmまでの出幅であれば、机の前にも設置可能です。 

  その他： 会場にインターネット設備はございませんので、必要な方は各自でご用意ください。 



7. 搬入・搬出

搬入・展示準備： 7 時 30 分 ～ 11 時 30 分 （シンポジウム受付 11 時 30 分開始） 

搬出： 21 時完全撤収 

  宅配便について（事前送付を希望される出展者向け） 

・宅配便の送付先：〒103-0022 東京都中央区 日本橋室町 2-2-1 COREDO 室町 1 5F

     日本橋三井ホール 5F ホール宛 

・出展用荷物の判別の為、後日事務局から荷札を送付しますので荷物の側面に貼ってください。 

・ イベント終了後の返送用着払い伝票は事務局で用意します。梱包が済んだ荷物を各展示ブース

前に置いて頂ければ、事務局が発送します。

※車両での搬入出をご希望の場合は別途申請が必要となります。事務局までお知らせください。

8. 展示及びシンポジウムについて

・ ポスター展示および展示 PR（ショートプレゼン）の時間には各社少なくとも１名は展示ブー

スにいるようにしてください。

・ シンポジウム（講演）には出展企業１社につき 10 名まで無償でご参加いただけますが、別

途事前申し込みが必要です。申し込み方法は事務局よりご案内いたします。

・ シンポジウム（講演）は皆さまご聴講可能でございます。展示ブースを離れる際には、ご貴

重品の管理は事務局では対応できかねますので、各自管理をお願いいたします。

・ ショートプレゼンは各社 5 分、順番は決定次第ご連絡いたします。

・ 昼食はポスター展示および展示 PR（ショートプレゼン）以外の時間にお済ませください。

（会場内への食べ物の持ち込み可。商業施設内にレストラン等もあります。）

9. 出展費用について

・ 出展にかかる費用はございません。

※郵送費は各自でご負担ください。

10. その他留意事項

・ 交通・宿泊については、各自でご準備ください。
・ 出展決定後、シンポジウム開催HP、パンフレット等でご紹介いたします。

11. 問い合わせ先

LINK-J シンポジウム「メドテック・イノベーションシンポジウム＆ピッチ」 事務局 

（株式会社コンベンションリンケージ内 担当：岡本・津留） 

Tel : 03-3263-2359  Fax : 03-3263-8693 

E-mail : medtech@c-linkage.co.jp




