
ドイツ歯科産業連合 e. V 
（VDDI). – 皆様の有能で強力な
パートナー. 

>>> www.vddi.de

メイドインジャーマニーの品質 – 第38回国際デンタルショー2019の背後にあるグローバルなプレ
ーヤーについて もっと詳しい情報を集めてください。

200 社の会員企業が集まるVDDI は、100年以上に渡って、歯科医療技術と歯科医療の分野で発展を遂げてきた大小企
業の共同体です。

国際デンタルショー （IDS） は、VDDIの経済企業と歯科産業振興協会（GFDI）(有）の主催の基に、ケルン見本市（
有）によって実行されます。

続くページをご覧になれば、ドイツ歯科産業連合（VDDI）と国際デンタルショー（IDS、歯科業界の世界的見本市）に
関する最も重要な数値的データについて概観を得ることができます。

ドイツ歯科産業連合の200の会員企業、 
それは次のデータによって表されます：

• 従業員 2万人以上

• 売上 50 憶ユーロ　
• 輸出の割合が62 %
• 1916 年に設立

www.vddi.de

歯科関連検索ソフト DentalPlace
• 電子的な VDDI-会員目録
• 歯科関連製品一覧、ダブルクリック
• 42の製品グループに分かれた1000個目の製品にア

クセスする 最速の道
• 製造者と直接コンタクト
• 197 万件以上の訪問者 (2016/2017)

www.vddi.de, www.dental-place.de

国際デンタルショー
• 世界の歯科医師、歯科技工士、歯科製品販売業者、

歯科産業が出会う業界最大の見本市
• 展示企業、訪問者に関する情報
• 展示企業に関する最新データバンク
• コミュニケーションのための出会いの場とメディア

イベント

www.ids-cologne.de,
www.gfdi.de, www.vddi.de



VDDI e. V.  
一流の歯科関連企業

VDDI とドイツ歯科産業: 

>>> www.vddi.de
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200 の会員企業

VDDI は歯科産業の団体であり、そこには所有者が経営する家族企
業から世界的なコンツェルンまで傘下に入っています。

私たちのミッション

ドイツの歯科産業は、世界中の
歯科医および歯科技工士に、人々
の生活の質を維持または回復さ
せるために必要なすべての適応
症に関して、成熟した製品を提供
しています.

研究のパートナー

• 科学的な歯科医療および歯科技工との緊密な協力 
• 新しい診断および治療分野の研究
• ユーザーのための革新的な技術、治療法、材料の開発

世界的な革新、技術、品質、精密性 

私たちの業界は、最先端の科学技術に基づいて革新的な機器、
設備、材料を開発、製造し、人々 の健康維持のために不可欠な貢
献をしています。

市場のリーダーシッ
プ

その高度な革新力と競争力、明
瞭なサービスオリエンテーシ
ョン、納品の傑出したサービス
により、ドイツの歯科関連企業
は、多くの分野でマーケットリ
ーダーの地位を築いてきまし
た。

VDDI – 総売上、輸出割合、 
従業員数

• 200 企業
• 2万人を越える従業員
• 50憶ユーロを越える総売上
• 輸出割合 64 %



100 年 – VDDF から VDDI まで 

ドイツ歯科製造業者連合（VDDF)は、100 年以上前に設立されました。
今日の目から見ても、偉大な成功の歴史の始まりであったと言えます。今
日のドイツ歯科産業連合は、200 の革新的な中規模企業と、2 万人のきわ
めて意欲的な従業員により、大きな名声を享受する産業団体となっていま
す。

当連合のメンバー企業全てに共通していることは、2 つの特別な顧客グル
ープである歯科医師と歯科技工士のために製品の製造を行っていることで
す。当産業は、歯科医師と、歯科医療研究者、歯科技工士、材料研究者、
歯科関連販売者と協力して、患者の口腔の健康の維持、あるいは再建に当
たることを目的としています。

100 年以上に渡って私たちはそのために努力を重ねてまいりましたが、将
来もその目的のために尽くしていく所存です。

ドイツ歯科産業の発展に関する重要なステージ 

   1916年 1923年 1928年  1950年 1992年/1995年            2016年6月  2019年

>>> www.vddi.de

栄光の伝統を国際
デンタルショーの
開催者として続行
することを目的とし
た VDDI （ドイツ歯
科産業連合）の新た
な設立

ドイツ歯科産業の
初めてのデンタル
ショー

ドイツ歯科産業の企
業が VDDF （ドイツ
歯科製造業者連合）
に連合することにな
ったのです。

目的: 歯科見本市
の創立

国際デンタルショー
（IDS）の開催主が、今後
は VDDI （歯科産業振
興有限会社）という経済
企業になります。

VDDI 100 年初めての国際的なデ
ンタルショー

第38回 国際デン
タルショー（IDS）
2019年 3月
12日-16日



ドイツ歯科産業: その能力スペクトル
がワンクリックで 

>>> www.dental-place.de

ドイツの製品および製造企業に関する検索ソフト – １年間に190 万
件を越える検索数
DentalPlace は、VDDI の会員名簿に関して、世界中から寄せられる問い合わせに常
に答えることができるプラットフォームになっています。検索ソフトのDentalPlace 
は、次の言語世界に対応するソフトとなっています：ドイツ語、英語、フランス語、ス
ペイン語、中国語、ロシア語、アラビア語。ドイツ歯科産業の能力の範囲は、業界の
６万種類を越える製品を包括しています。: 

 

歯科医療
優秀な製品は、診断から、予防、再建に至る歯科医療の全スペクトルをカバーしてい
ます。

ドイツ歯科産業の製品は、侵襲性を抑えた治療方法を最適化したものとなっていま
す。

歯科技工技術
ドイツ歯科産業は歯科技工技術の全ての領域に対して、高品質の製品とシステム解
決法を提供しています。

DentalPlace を用いれば、42 製品グループ内の全部で 241 サブカテゴリ―に関し
て、「Made in Germany」の歯科製品とその製造業者ならびに納品プログラムにつ
いて、数秒もかからぬうちに調べることができます。

• 設備
• 器具

• 機器 
• 材料

• 美容技術
• 外科的処置
• 歯内療法
• インプラント
• 個人予防

• 矯正歯科
• 保守治療
• 歯周炎治療
• 義歯

持続可能な価値、最大可能な基準
製品とその使用に関して、ドイツ歯科産業は最高の要求に応え
てきました。医療製品基準を満たすだけでなく、また内部の品
質保証システムもその一部をなしています。

ISO の追加認定を満たし、環境基準に従っていることも、高品
質の製品であることの条件になります。中でも生体適合性、使
いやすさ、サービス面での条件を満たすことが最も重要にな
ります。

• マルチリンクブリッジ
• インレー
• クラウン

• アンレー
• 部分義歯
• 全部床義歯



世界の言語が通じます

>>> www.dental-place.de

VDDI 会員名簿と強力な検索ソフト

検索ソフトの「DentalPlace」は、ドイツ製の歯科製品を検索
するための最も重要なツールです。世界中の歯科医師、歯科技
工士、歯科販売業者から、ドイツ歯科産業連合の200の会員
企業が提供する製品やシステムソリューションに関して、年間
190万件もの検索が試みられています（2016年/2017年）。
 
DentalPlace は、7つの世界言語で（ドイツ語、英語、フランス
語、スペイン語、中国語、アラビア語、ロシア語）、例えば製造
メーカー、製品グループ、製品の検索といった様々な検索可能
性を提供しています。

ここには「歯科医師分野」や「歯科技工士分野」で提供される 
40 もの製品上部概念が準備されています。

アルファベット順に約280件の検索用語に関して、「印象消毒
剤」から「歯科用機器アクセサリー」まで、個々の製品を求め
て、製品グループ内の検索を絞り込んでいくことができます。

2003年以来、650万人以上の人々 が DentalPlace を利用して
きました。

190万人の 
訪問者
(2016/2017)

フランス語

英語

ドイツ語

スペイン語

ロシア語

中国語

アラビア語



GFDI 歯科産業振興協会（有）

国際デンタルショー（IDS）の主催者- 業界No. 1 
ケルンの国際デンタルショーは、国際デンタル市場およびデ
ンタル業界全体にとって最も重要なイベントのひとつになって
います。

国際デンタルショー（IDS）は、2 年に 1 度ケルンにおいて開
催され、歯科産業振興協会（有）（GFDI）、ドイツ歯科産業連
合 e.V. (VDDI) 経済企業により主催され、ケルン見本市（有）
によって実行されます。

出展はこの上なくバラエティに富んだものになりまし
た。
IDS の出店の幅の広さにも、デンタル市場のグローバル化の様
相が反映されています。歯科世界の全ての重要なターゲットグ
ループがここで一堂に会し、情報を交換し、製品を試し、歯科医
療と歯科技術の現在の動向について話し合いと情報交換を深め
ています。
• 歯科分野
• 歯科技工分野
• 感染の保護、保全
• サービス、情報技術、通信システム、組織システム、組織手段

出展者にとって期待されるパースペクティブ
• 顧客、サプライヤー、ビジネスパートナーと 

接触することができる
• 世界中から新しい顧客がやってくる
• 国際的な販売パートナーと出会える
• 国際的なデンタル業界全体とネットワーキングができる

>>> www.gfdi.de

第37回 国際デンタルショー2017は、次の記録
をもって終了いたしました。:

出展者：世界59カ国より2,305社、 
訪問者：世界157カ国より約155,000人 外国
人の割合が、出展者の72 %、訪問者の60 %
で、IDS はますます国際化の度合いを深めてい
ます。

! 次の IDS: ケルンにおける
第38回 国際デンタルショー、 
2019年3月12日-16日2019



IDS – 国際デンタル業界のサミット

IDS – 国際デンタル業界のサミット

IDSは歯科市場全体をカバーしています。バリューチェー
ン全体がケルンに集まります。デンタル製品とシステム
ソリューションの開発者と製造者、製品のユーザー、歯
科医、歯科技工士が、実践現場および実験室のスタッフと
の出会いを求めてここにやって来ます。そこにはまた、デ
ンタル市場の将来を担う学生や研修生もやってきます。ま

た、バリューチェーンに沿ったサービス提供者も集まり、
デンタル業界の重要な通信チャンネルとなる歯科専門メデ
ィアの存在も忘れることができません。口腔の健康のため
に身をささげ、歯科従事者が患者さんに対する作業に必要
な全てを得ることができるようにするためにエネルギーを
注ぐ者の全てが、この IDS で出会うことになります。

>>> www.ids-cologne.de

 

国際デンタルショーの絶えざる成長
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2019 www.ids-cologne.de



VDDI e. V.
ドイツ歯科産業連合 e.V. 
Aachener Str. 1053–1055
50858 Köln

GFDI mbH
GFDI 歯科産業振興会社（有） 
VDDI の経済企業20

18
年

6月
現

在

国際デンタルショー
（IDS） – 2年に1度、歯科
の世界の人々 が集う

国際デンタルショーは、この間に、他に代えがたい特性を持った
独自な IDS ブランドに成長し、はっきりとしたブランド価と、市
場の名声を獲得しました。

IDS は、

「世界に開かれていること」、「おもてなしの気持ちを持ち」、 

「共同の精神に富んで」、「フェア」であること、こうした概念が 

IDS における出会いの感情的な側面を特徴づけています。

「要求の高さ」、「はっきりとした方向を示す」、「包括的」、 
「業界のモデルとなる」といった概念によって特徴づけられ、また高品質
で、IDS のまれな能力水準を示している点にその特徴があります。

また「持続的」に、「成功を収める」といった概念も、長期的に、出展者として
であれ、訪問者としてであれ、開催者としてであれ、実行する会社としてであれ、関
連する全ての企業の成功を目指す行動にとって重要になります。

「IDS は革新と市場の動向のプラットフォームとし
て、持続可能な成果を保証するデンタルコミュニ
ティのための世界見本市なのだ」（IDS ブランドエ
ッセンス）

2019


