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114 回目の移動遊園地がこの夏、開催 
「The Largest Fair on the Rhine」は、メッセ会場ではなく、デュ

ッセルドルフ・ライン川畔で開催されるドイツで 4 番目に規模の

大きな祭りである（最大はミュンヘンのオクトーバーフェスト）。

大規模な移動遊園地「Rheinkirmes」は毎年 7 月第三週目に 10 日

間行われ、400 万人以上が来場する。現在の開催地で、今年 2015

年は 114 回目の開催となるが、この祭りは射撃祭を起源として約

700 年の長い歴史を持っている。長い歴史を誇るセイント・セバス

ティアヌス・射撃クラブの射撃手団や、音楽隊、騎馬隊など、3,000

人を超える正装した隊員による雄々しいパレードは必見だ。 

移動遊園地の風景。写真提供：デュッセルドルフ市 

デュッセルドルフに限らず、夏には各都市で移動遊園地があるが、

当市が特別なのはライン川沿いであるために景色が素晴らしいこ

とだ。期間中、対岸の旧市街地を行き来するフェリーも運航され

る。入場無料で遊園地の出入り自由、アトラクション毎に料金を

払うだけだという。おもちゃの鉄砲射撃や輪投げから、巨大な観

覧車、数回転のループがある大型絶叫ジェットコースターまで、

70 ほどの乗り物や出店が楽しめる。移動遊園地のため、終わった

後は 1 週間ほどであっという間にその姿が消え去るのも特徴だ。 
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デュッセルドルフからのニュース  

http://www.dbschenker-seino.jp/log-jp-jp/products_and_services/special_products/special_products_fairs_exhibitions.html
http://www.imi-messe.co.jp/
http://www.noi-net.co.jp/
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金属加工専門メッセ GMTN は成功を収め閉幕 
5日間の会期で同゙時開催された鋳造や金属加工に関

する 4つの専門メッセ GMTNは 6月 20日、デュッセ

ルドルフで終了した。4年に一度の同展の来場者は

120ヵ国から 78,000人を記録した。今回日本からの

直接出展は 46社であった(日本直接出展社リストはこちら)。 

MDJ は日本人来場者のためにハイライトツアーを実施 
日本からは日本工業炉協会、日本ダイカスト協会や花王クエーカ

ー社らがツアーを組み、総勢 600名を越える業界関係者が視察した。 

広大な会場で日本からの来場者

にメッセ訪問の成果を最大限に

上げていただくため、メッセ・

デュッセルドルフ・ジャパンで

は会期中の 6月 18日、 製造業

界で話題となっている第 4次産

業革命「Industry 4.0」をテーマにハイライト会場巡回ツアーを実

施した。同ツアーは GMTNの後援団体でもあるドイツ機械工業連盟

（VDMA）より厳選されたメンバー出展企業を訪問（訪問企業：SMS 

Siemag AG、 Primetals Technologies、 Kurtz Ersa、 ANDRITZ METALS 

Tenova LOI、Schunk Group）、各社からプレゼンテーションを受け

るもので、参加枠 20名が早期の内に完売となり、多数の参加を断ら

ざるを得ない状況となっていた。 

 

 
 
GMTN 2015 (6 月 16 日～20 日） 

初出展した株式会社 IHI機械システムのコメント。 

「今回初出展、世界各国からの来場者があり、新しいビジ  

ネスにつながる機会があり、成功と言える」 

継続出展している（株）ヒシヌママシナリーのコメント。 

「今回初めて機械を出展したことにより、非常に多くの人が足を止めてくれた。見 

積もり依頼も多数あり、出展した価値はあったと思う」 

The Leading Japan Foundriesの名前のもとでグループ出展した、（株）明石合銅は

「世界の鋳物屋さんやバイヤーさんと直接お話しができて非常に勉強になりまし 

た。またいくつかの新規開拓候補が見つかった」とコメント 

GMTN 2015ファイナルレポートはこちら 

MDJ  IN デュッセルドルフ  

出展者の声      

http://www.printx.co.jp/
http://www.capellahotels.com/dusseldorf/about-ja/*/locale/en_US/
http://www.nrw.co.jp/
http://gifa.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/GIFA2015_CheckList_JP.pdf
http://www.thermprocess-online.com/cipp/md_gmtn/lib/pub/login/page,oid,108002/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/login_success_oid,71918
http://www.gifa.com/cipp/md_gmtn/lib/pub/login/page,oid,107998/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/login_success_oid,71894
http://gifa.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/GMTN2015_JapExhList.pdf
https://www.ihi.co.jp/ims/
http://www.hishinuma.jp/
http://www.akashigo.com/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_GMTN2015.pdf
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TUBE & PIPE OSAKA 2015 で MDJ がインフォメーションブースを設営 

7 月 13 日～14 日まで大阪国際会議場で開催された

TUBE&PIPE OSAKA 2015（日本塑性加工学会 ロール

フォーミング分科会 国際シンポジウム）に MDJ はイ

ンフォメーションブースを設置し、2016 年 4 月 4 日か

ら 8日までデュッセルドルフで開催の世界最大の国際管材製造加工・技術展Tubeをはじめ、

メッセ・デュッセルドルフ企業グループが世界各地の発展の目覚ましい市場で運営する管

材製造加工・技術展を紹介しました。Tube はハブ的な存在で、各地で開催されるメッセは

サテライトと見なすことができます。各メッセ一覧や詳細情報はこちらから参照ください。

2 日間の会期中にブースには多数の業界人が訪れ、次回の Tube や各地のメッセへの出展・

視察について具体的な問い合わせを受けました。 

9 月 25 日（金）に東京で「Tube2016 発表会・レセプション」を開催致します。詳細や参

加お申込はこちらから。 

 

出展準備をサポートする「MDJ サービス ALLIANCE」説明会を 6 月東京で開催 
毎年 6 月に開催する「サービス ALLIANCE」説明会は、出展準備

の柱となる渡航、ブース装飾、展示品運送、印刷物作成など、これ

ら手配をスマートに、タイムリーに出展者に提供する各業者とのマ

ッチングの場。今年は去る 6 月 30 日に東京にて、今秋、来春以降、

デュッセルドルフで開催されるメッセの日本出展企業を対象に開催。

30 強の出展者が参加し、サービス ALLIANCE に加盟する各社のテ

ーブルにて、サービス内容、費用、メッセ開催までのスケジュール

などについての説明など受けた。社長の Dr.メルケからは事前の準備

の大切さと、「企業の顔」であるブース装飾がドイツのメッセでは重要であると強調された。

MDJ サービス ALLIANCE の詳細はこちら。 
 

 

 

9 月 25 日に wire Tube 2016 発表会・レセプションを東京で開催 
2 年に一度ドイツ・デュッセルドルフで開催されている世界最大の規模

を誇る wire（国際ワイヤー産業専門見本市）ならびに Tube（国際管材製

造加工・技術専門見本市）は来年度は 4 月 4 日より 8 日まで開催されま

す。2 つの見本市の概要もほぼ整いましたので、発表会をかねてレセプションを開催いたし

ます。 

当日は、同見本市の企画運営の責任者、弊社本社の部長 F.ケーラー（Kehrer）が次回の傾

向などを紹介いたします。詳細や参加お申込はこちらから。 

MDJ  IN 日本  

メッセ・デュッセルドルフ IN 日本  

http://tube.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/
http://tube.messe-dus.co.jp/events/japan/
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=122
http://tube.messe-dus.co.jp/events/japan/
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MDJ が作成している各メッセ専用日本語版ホームページのうち、wire と Tube のデザイン

が一新されました。今後、その他の各メッセの日本語版ホームページに関してもリニュー

アルされる予定です。 

wire Tube の来場者・出展者向け最新情報や世界各地に開催される業界メッセの情報を提供

し、これまで以上にご利用いただきやすい仕様になった wire Tube 日本語版ホームページを、

変わらずご活用ください。（ウエブアドレスには変更無し） 

    http://tube.messe-dus.co.jp     http://wire.messe-dus.co.jp  

 

 
 

独メッセ会社の出展者数、来場者数は 2014 年も増加  
 
ドイツはメッセの本国であると言っても過言ではありません。歴史がとても長いことも事

実で、その事例をあげますと、ドイツのメッセ会社トップ 10 に属する「ライプチッヒ・メ

ッセ」は 6 月に 850 周年を祝いました。丸々一週間、レセプション、一般の市民にメッセ

の運営を説明されるセミナーなど、数多くのイベントが開催されました。 
これはライプチッヒだけではなく、ドイツの見本市業界全体も喜ばしい気分であります。

なぜかと言いますと、2014 年の来場者と出展者の数が 2013 年に比べ、今年もまた増加を

達成したことがドイツ見本市協会AUMAによって発表されたからです。詳しく言いますと、

来場者数は平均 0.3％の微増を記録し、出展者数は 1.5%増加で、合計 179,645 社が出展者

としてドイツのメッセに参加しました。特に注目すべき点は、海外からの出展者増加が平

均 5.1％でした。2014 年の全出展者のうち、57％はドイツ国外の企業でした。ドイツに次

いで出展者数が多い国は中国であり（13,494 社）、次いでイタリア（11,800 社）でした。

以下、英国（5,907 社）、フランス（5,904 社）。ただ、中国企業はグループスタンドが多い

ため、展示面積でみれば、ランキングが違ってきます…。日本をみますと、大手企業は現

地法人経由でメッセに出展するケースが多くあり、その場合、規約により申し込み住所の

国の出展者として登録され、日本出展者としてはカウントされません。 
（MDJ のメルケからのコメントとなりますが、日本の技術の評判は高いので、是非「日本」

wire Tube  – 日本語版ホームページリニューアル！！ 
 

メッセ雑学 

 

http://tube.messe-dus.co.jp/
http://wire.messe-dus.co.jp/
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ブランドを主張するべきと思います。日本から出展お申込をされるとともに、

弊社が提供する「ジャパン・ロゴ」をご利用いただき、出展の効果を高めてい

ただけるものと考えます。） 
出典：２０１５年６月３０日付け AUMA Compact 誌、２０１５年６月２６日付け LVZ 誌 
 

 
 
 
電気自動車の販売は 53%増加 
環境保護を配慮すると、自動車、トラック、バスなどが排出する排気ガスが重要な役割を

はたしています。再生可能なエネルギーを利用して、排気ガスを出さず走る乗り物の中で、

電気自動車が最近人気を少しずつ増えてきています。蓄電池の価格の減少とともにエネル

ギー密度の上昇を背景に、電気自動車の販売は相変わらず増加しています。国際エネルギ

ー協会（IEA）の報告書によりますと、蓄電池だけで動いている「EV」とプラグ・イン・

ハイブリッド型の PHEV を区別して 2013 年に比べますと、2014 年の EV 販売数が 53%増

加しました。2010 年からの推移について、下記のグラフをごらんいただけます。 

 
国際エネルギー協会（IEA）によりますと、2014 年の年度末に世界中に 665,000 台の電気

乗り物が存在します。それは、全自動車数の 0.08％しかないので、電気自動車の「ブレー

キスルー」までもう少し時間がかかるようです。しかし、ほとんど自動車メーカーが電気
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自動車を提供することになったので、トレンドとしては明らかであろう。マーケットシェ

アが最も高い国は、米国、日本と中国だそうです。 

 

出典：図：IEA のデータを利用 http://www.iea.org/evi 
 
再生可能エネルギーをうまく利用するため、エネルギー貯蔵が果たす役割はますます重要

になってきています。これを背景に、メッセ・デュッセルドルフ・グループが 5 か国で「エ

ネルギー貯蔵」に特化したテーマの国際会議と展示会を開催しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

前売り入場券と公式カタログ引換券を日本円で販売いたします（一部のメッセは対象外）。

現在販売中のメッセ入場券とカタログは下記、または MDJ ウエブサイトをご覧ください。

視察ツアーの情報についてはこちら、現地の交通案内、デュッセルドルフ市内地図やレス

トラン・ガイドなどについての情報はこちらでご覧下さい。 

iPhone などアップル製モバイル機器ご利用の方に、出展者や製品検索に「Messe 

Düsseldorf App」をお勧めします。AppStoreで「messe」を検索して下さい。 

 

39% 16% 

12% 

世界のEV市場：国別のシェア（トップ３） 

米国 日本 中国 

来場者向け情報   

http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-a
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=250
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=301
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=130
http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-app/id396662239?mt=8
http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-app/id396662239?mt=8
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GDS 2015 – 国際シュー＆アクセサリフェア 
tag it! 2015 – 国際プライベートレーベルフェア 

デュッセルドルフ / 2015 年 7 月 29 日（水）～31 日（金） 
http://gds.messe-dus.co.jp / http://tagit.messe-dus.co.jp/ 

いよいよ今月末に開催が迫って参りました『GDS & tag 

it!』。ご視察の準備はいかがでしょうか。今回は、これま

で 1・2 号館に配置されていた『POP UP』と、『RICHTIG  

WICHTIG』、そして『ファッションショー』エリアが 10 号館へ移動するほか、『tag it!』と

『Düsseldorf Fashion Sourcing』が初めて併催されます。常に進化し続ける『GDS & tag it!』

を、ぜひご視察ください！！  各種ご案内はこちら（GDS）、あるいはこちら（tag it!）から   

（担当：橋木） 

 

PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 – 東南アジア国際包装・印刷機材展 
T-PLAS 2015 – タイ国際プラスチック・ゴム産業展 

バンコク / 2015 年 8 月 26 日（水）～29 日（土） 
と も に お よ そ 300 社 の 出 展 を 見 込 む 『 PACK PRINT 

INTERNATIONAL』と『T-PLAS』の開催まで、およそ 1 か月半

と迫って参りました。本年中に発足する『ASEAN 経済共同体

（AEC）』をはじめ、今まさに世界中が熱い視線を送る東南アジ

ア地域を代表する両メッセを、貴社のビジネス拡充にぜひご活用ください！！   

各種ご案内はこちら（PACK PRINT INTERNATIONAL）、あるいはこちら（T-PLAS）から  

（担当：橋木） 

 

CARAVAN SALON ― 国際レジャー用車両・用品展（8 月 27 日～9 月 6 日） 
http://www.caravan-salon.de/ 
CARAVAN SALON は日本でも注目を集めるようになり、昨年のメッセについ

て、朝日新聞デジタルにて Antenna Works の⇒渡部竜生氏の記事をご覧いた

だけます。 
「CARAVANSALON」は 2 人用のキャンピングカーから高級な大型キャラバンまで全部揃

っています。キャンピングカーからキャンプ用品、モーター、アウトドアレジャーに関す

る製品を幅広くお見せします。テーマはハイテクとコンフォートです。最近ではバカンス

の過ごし方をテーマとしたプレゼンテーションやバカンス滞在地の紹介を行なう出展社も

増加しています。今年は長野県から先端技術を紹介する「日東光学社」が出展参加を決め

ました！また今年は既に 590 社が出展申し込みをし、展示面積が 195,000 ㎡になると見込

まれています。入場券の購入は、メッセ・デュッセルドルフ本社、⇒CARAVANSALON の

ウェブサイトから可能です。１日券 14 ユーロ。           （担当：メルケ） 

http://www.pack-print.de/index.php/en/
http://www.tplas.com/index.php/en/
http://gds.messe-dus.co.jp/
http://tagit.messe-dus.co.jp/
http://gds.messe-dus.co.jp/index.php?id=285
http://tagit.messe-dus.co.jp/index.php?id=285
http://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c9
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=319#c1034
http://www.caravan-salon.de/
http://www.asahi.com/and_M/interest/SDI2014090948881.html?iref=andM_kijilist
https://eshop.messe-duesseldorf.de/cipp/bms_visit/custom/pub/content,oid,2118/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Welcome_Start.html
https://eshop.messe-duesseldorf.de/cipp/bms_visit/custom/pub/content,oid,2118/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Welcome_Start.html
http://www.gds-online.com/
http://www.tag-it-show.com/
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MEDICAL FAIR THAILAND 2015／タイ・バンコク（9 月 10 日～12 日） 
www.medicalfair-thailand.com 

MEDICA が開催するタイでの医療機器展。7 回目を迎える同展は過去最大規模

での開催を予定（前回実績：出展 430 社・来場 6,396 名）。出展者リストはこ

ちらにてご覧いただけます。日本からの出展者 31 社（前回 14 社）のリストはこちら。入

場は無料ですがこちらより事前登録が必要となります。メディカルツーリズムを始め、医

療産業が発展するタイのマーケットにご興味のある方は是非ご来場ください。（担当：服部） 

 
 
wire Southeast ASIA 2015 – 東南アジア国際ワイヤー産業展 
Tube Southeast ASIA 2015 – 東南アジア管材製造加工・技術展 

タイ・バンコク / 9 月 16 日（火）～18 日（木） 
主要産業を根底で支える線材（ワイヤー・ケーブル・ファスナー）・管材製

品・製造加工機械・技術が集結する「wire Southeast ASIA 2015 & 

Tube Southeast ASIA 2015」。ビジネスパートナーを探すことはもちろん、

ASEAN 経済圏への進出をご検討になっている企業にとっても 2 年に 1 回の貴重なビジネスの場

です。ぜひ、視察をご検討ください。 ご来場事前登録  出展者一覧     （担当：ユング） 

 

 

wire South America 2015 – 南米国際ワイヤー産業展（10 月 6 日～8 日） 
www.wire-south-america.com  

2 回目を迎えるワイヤー・ケーブル・線材専門見本市「wire Southeast America」

が今年 10 月にサンパウロで TUBOTECH と同時開催されます。成長有望市場

ブラジル・南米への参入・マーケティングに、「wire Southeast America」への

ご視察を、是非ご検討ください。各種ご案内はこちらから      （担当： ユング） 

 

 

TUBOTECH 2015 – 南米国際管材・バルブ・ポンプ製造加工・技術・部品展 
10 月 6 日～8 日）   www.tubotech-online.com 

今年 10 月に第 8 回目を迎える「TUBOTECH」は、管材・バルブ・

ポンプ業界南米最大級の専門見本市です。南米市場のマーケティング、或いは同地域での

ビジネス拡充をお考えでしたら、是非この機会に「TUBOTECH 2015」への視察をご検討

下さい。各種ご案内はこちらから           （担当： ユング） 

 

 

 

http://www.medicalfair-thailand.com/
http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/companies-products/product-highlights-exhibitors/exhibitors-in-alphabetical-order
http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/companies-products/product-highlights-exhibitors/exhibitors-in-alphabetical-order
http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/companies-products/product-highlights-exhibitors/exhibitors-in-alphabetical-order?country=JAPAN
http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/visitor-service/visitor-registration
http://203.127.83.176/wta2015/
http://www.wire-southeastasia.com/index.php/en/exhibitors-products/companies-products-2
http://www.wire-south-america.com/
http://wire.messe-dus.co.jp/visitors/messe-calendar/
http://www.tubotech-online.com/
http://tube.messe-dus.co.jp/visitors/messe-calendar/
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REHACARE 2015／国際介護・福祉機器展（10 月 14 日～17 日） 

www.rehacare.com（英） http://rehacare.messe-dus.co.jp（日） 

福祉先進国のドイツで開催される世界最大の介護、福祉機器をご覧いただける

同展では最先端の介護、福祉機器の情報収集、買い付けが可能です。今回、日

本から 7社の企業が出展（前回 1社）。前回のファイナル・レポートはこちら。入場券及び

公式カタログ（出展者リスト）引換券の購入方法ご案内はこちら。出展者・製品検索方法

はこちら。ツアー情報はこちらとなります。              （担当：服部） 

 

A+A 2015 ／国際労働安全機材技術展（10 月 27 日～30 日）   
http://aplusa.messe-dus.co.jp 

職場での労働安全・労働衛生は世界的に重要な課題となっています。特にモチ

ベーションの高い企業の経営者は優良な従業員の確保のため、この点を重視し

ています。労働安全分野で世界 No.1 の A+A は今秋開催です。今回、日本から 15 社が出展

（前回 10 社）。出展者・製品の検索サイトはこちら。日本円での前売入場券は 8 月より販

売予定です。視察ツアーの情報はこちらをご覧ください。会期中は日本人向けイベントも

開催予定です（懇親会、ハイライトツアー）。              （担当：服部） 

 

wire2016／国際ワイヤー産業専門展 Tube2016／国際管材製造加工・技術展 
独・デュッセルドルフ・2016 年 4 月 4 日（月）～8 日（金） 

http://wire.messe-dus.co.jp  http://tube.messe-dus.co.jp 

世界 No.1 メッセ wire では業界の革新的な技術を余すところなく

お見せします。出展分野はワイヤーの製造加工機器、工具、補助

具、補助材、特殊ケーブル、計測制御機器、検査機器、特殊応用

技術など。同時開催の Tubeは管材の原料から、製品、付属品、チューブ・パイプの製造・

加工機、中古機械、工具、計測制御機器、検査機器、パイプライン・OTCG 技術、プロファ

イル・製造機械、測定・制御・検査技術など。 

会期中に当地ホテルが通常より高格になると見込まれるので、お早めのお手配をお勧め致

します。航空券やホテル予約手配に関して、弊社 MDJのパートナーである旅行会社をお勧 め

しま す。 ⇒ お問合せフォーム 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ツアー紹介（利用旅行実施：株式会社 アイ・エム・アイ） 

7日間／4月 3日～9日 308,000 円～  詳細情報はこちらでご覧ください。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

9月 25日（金）に東京・ホテルニューオータニで wire Tube 2016の発表会・レセプション

を開催いたします。wire Tube のダイレクターKehrer が来日し、産業動向や同展の最新情

報について説明致します。詳細情報と参加お申込はこちらから。   （担当：ユング） 

http://www.rehacare.com/
http://rehacare.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_Rehacare2014.pdf
http://rehacare.messe-dus.co.jp/index.php?id=285
http://rehacare.messe-dus.co.jp/index.php?id=287
http://rehacare.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://aplusa.messe-dus.co.jp/
http://aplusa.messe-dus.co.jp/index.php?id=287
http://aplusa.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://wire.messe-dus.co.jp/
http://tube.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=160&no_cache=1
http://wire.messe-dus.co.jp/visitors/tours/
http://tube.messe-dus.co.jp/events/japan/


デュッセル NEWS2015 年 7 月号 
 

 

ESSJ2015 スポンサー・出展者募集 / VDE ファイナンシャル・ダイアログ・

ジャパンが ESSJ2015 とのコラボを決定！/2015 年 11 月 11 日～12 日 東京 
2015 年 11 月 11 日～12 日の二日間にかけ、日本で 2 回目の開催と

なるエネルギー貯蔵の国際会議と展示会、Energy Storage Summit 
Japan 2015(以下、ESSJ2015)が東京・ベルサール渋谷ファースト

で開催されます。今年も 2014 年に出展いただいた日本ガイシ(株)、
住友電気工業(株)と日報ビジネスから出展のお申し込みを受けました。また、新たにコンラ

ート・アデナウアー財団にもご出展頂きます。世界中からエネルギー貯蔵産業のリーディ

ングプレイヤーが集結する二日間をフルにご活用いただきまして、新たなビジネス開拓や

ネットワーキングの拡大にお役立てください。6 ㎡より廉価にブースパッケージを提供して

おります。スポンサー・出展の詳細・特典及びお申込みはこちらから。 
 
また ESSJ2015 の 2 日目である 11 月 12 日、前回大好評であった VDE ファイナンシャル・

ダイアログ・ジャパンが、今年も共催されることとなりました！2014 年のプログラムでは

金融機関・投資家・保険業界そして産業界からはプロジェクト開発者・太陽光発電やエナ

ジーストレージのメーカーのリーディングプレイヤー（専門家）が参加いたしました。 
 
（参考） 
昨年の VDE ファイナンシャル・ダイアログ 2014 のプログラムはこちらから。 

Connect With Us!                           （担当：杉野） 

 
 
ProWine China  ― 国際ワイン・アルコール飲料展 

（上海：2015 年 11 月 11 日～13 日）http://prowinechina.com/  
日本のワインと日本酒は世界中で人気を集めています。メッセ・デュッセルド

ルフ・グループが開催するワイン・アルコール飲料展は、ワイン・日本酒の普

及、ビジネス拡大に最適なプラットフォームを提供しています。現時点、出展者募集の

ProWine China 2015 年と ProWein 2016 年についてご案内します。 

アジアで市場規模が大きい国は、もちろん中国です。メッセ・デュッセルドルフは数年前

から、国際性の最も高い ProWein のコンセプトを中国向けに開発、「ProWine China」を開

催することにしました。前回、38 ヵ国から 650 社の出展者が 8,200 人を超える専門バイヤ

ーと商談した実績があります。来場者の 29%は、社長・取締役クラス、25%は取締役では

ないが購買決定権を持つマネージャークラスでした。その国際性、ビジネスの規模、専門

性が世界中のワインの受注に繋がっています。（来場者分析の詳細は、⇒こちら。） 

出展者募集中のメッセ  

http://enstor.messe-dus.co.jp/jp/exhibitors_sponsors/
http://enstor.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/ESSJ_VDEFDJ_program.pdf
http://prowinechina.com/
http://prowinechina.com/upload/pdf/Profile%20data%202014.pdf
https://twitter.com/ESSJ_2015
https://www.facebook.com/EnergyStorageSummitJP
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今回の ProWine China は 11 月 11 日～13 日開催される予定です。小間割りが始まったので

すが、日本のワイン、日本酒のメーカーなら、なんとか場所を提供するようにします、と

主催者は申しております。是非、ビジネス拡大のチャンスをお見逃しなく！オンラインの

お申込みは、⇒こちらから。                    （担当：メルケ） 

 
 
swop 2015 – 上海国際包装産業総合展 

上海 / 2015 年 11 月 17 日（火）～20 日（金） 
『interpack』品質を、成長市場＝中国・上海へ。本格的な国際

包装産業総合展 – swop // Shanghai World of Packaging が本年

11 月に初めて開催されます。出展・来場双方が効率的に出会い、

商談できるよう、『PacPro Asia – 中国国際包装資材製造・加工

展』、『CHINA-PHARM – 中国国際製薬産業展』、『FoodPex – 中国国際食品加工・包装産業

展』、『BulkPex – 中国国際バルク包装技術・機器展』の 4 エリアを設けます。ご用意して

いるスペースが完売し次第、お申し込み受付が終了致しますので、ぜひお早めに『swop 2015』

各エリアへの出展をご検討ください。  各種ご案内はこちらから    （担当：橋木） 

 
 
EuroCIS ― 商業用情報処理・安全システム展 

（デュッセルドルル：2016年2月23日～25日）http://eurocis.messe-dus.co.jp 
2015 年 2 月 24 日～26 日、デュッセルドルフのメッセ会場で開催された

EuroCIS は、出展・来場者数とも記録的に増加し、新しいホール構成も導入

され、さらに国際色も豊かになりました。昨年に比べ、出展者数が約 35%増

加し、318 社に達しまた。ドイツ、イタリア、フランス、イギリスはもちろん、日本、中国、

韓国など世界 21 か国から関連製品・ソリューションが集結。日本企業は、旭精工、カシオ、

キヤノン、JCM、シチズン、セイコーインスツル、セイコーエプソン、寺岡精工、東芝、

パナソニック、富士通（50 音順）などが参加しました。このリテール業界に不可欠なメッ

セの 2016 年版は、出展者募集開始となりました。お申込みには、⇒こちらのサイトにアク

セスしてください。          （担当：メルケ） 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swop-online.com/en/
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=624&no_cache=1
http://prowinechina.com/channels/137.html
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=307
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=308
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=309
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=310
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=305
http://eurocis.messe-dus.co.jp/
http://www.eurocis-tradefair.com/cipp/md_eurocis/custom/pub/content,oid,8548/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Online_Application.html
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BEAUTY DÜSSELDORF 2016 
国際コスメ・ネイル・フットケア・ウェルネス・スパ展 

デュッセルドルフ / 2016 年 3 月 4 日（金）～6 日（日） 
http://beauty.messe-dus.co.jp/ 

『BEAUTY DÜSSELDORF』はコスメ、ネイル、フットケア、ウェルネス、

スパと、美容全般を取りあつかう業界専門メッセです。1 日遅れでスタートす

るメイクアップ業界メッセ『make-up artist design show』、ヘア業界メッセ『TOP HAIR 

International』と同会場で行われるため、業界に広く製品・技術をアピールできると、毎回

好評を博しています。出展お申し込み期限は、今月末＝7 月 31 日（金）でございます。お

問い合わせ、ご相談は、お早めに担当までお願い致します。  各種ご案内はこちらから                     

（担当：村上、橋木） 

 

make-up artist design show 2015 – 国際メイクアップ業界展 
TOP HAIR International 2015 – 国際理美容展・会議・ヘアショー 

デュッセルドルフ / 2016 年 3 月 5 日（土）～6 日（日） 
http://tophair.messe-dus.co.jp/ 

『BEAUTY DÜSSELDORF』と同時開催されるメイクアッ

プ・理美容業界メッセ『make-up artist design show / TOP 

HAIR International』は、最新製品の展示はもちろん、有名メイクアップアーティスト、そ

してヘアデザイナーによる実演や競技会など、併催イベントも魅力的で非常に充実してい

ます。欧州、ならびに世界市場へのアクセスとして、『make-up artist design show / TOP 

HAIR International』へのご出展を、ぜひご検討ください！！  各種ご案内はこちら

（make-up / 英語）、あるいはこちら（TOP HAIR）から        （担当：村上、橋木） 

 
 
ProWein ― 国際ワイン・アルコール飲料展 
日本語のホームページリニューアルも 
（デュッセルドルル：2016 年 3 月 13 日～15 日）http://prowein.messe-dus.co.jp 

 
MDJ が作成している各メッセ専用日

本語版ホームページのデザインを変

更する工程の中、ProWein サイトも、

よりご利用いただきやすい仕様にな

りました。是非、ご覧下さい。 
ProWein 展は、2015 年に 50 か国か

らの出展者総数は 5,970 社という新

http://beauty.messe-dus.co.jp/
http://beauty.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://tophair.messe-dus.co.jp/
http://www.make-up-artist-show.com/cipp/md_mads/custom/pub/content,oid,8170/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2
http://www.make-up-artist-show.com/cipp/md_mads/custom/pub/content,oid,8170/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2
http://tophair.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://prowein.messe-dus.co.jp/
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記録となり、来場者も更に増加し、123 ヶ国から 52,000 名の専門バイヤーを超えました（フ

ァイナル・レポートの日本語版は⇒こちら）。弊社 MDJ はジャパン・パビリオンを設置し、

数多くのお客様を迎えました。 
次回も日本のワイン、日本酒、焼酎メーカーのビジネス拡大のお役に立つため、引き続き 
ジャパン・パビリオンを設置します。「Taste of Japan」パビリオンについての詳細な説明

は、⇒こちらをご覧ください。出展費用はとてもリーズナブルで、一社あたり 448,000 円

です。（別途、ドイツ主催者に直接お支払いいただく、共同出展・メディア費用として 535
ユーロ（VAT 込）が必要）。 
出展費用に含まれる内容： 
＊共同出展者 1 社当りのスペースと基本装飾：カウンター1 台、スツール 1 脚、カウンター

グラフィック（文字列）1 行、出展者証 2 枚 
＊提供パッケージブース（共同利用）：流し台付キッチン、倉庫、冷蔵庫（倉庫内）、ビス

トロテーブル 1 台、椅子 4 脚、展示棚 
＊その他：ブース運営に必要な電気、水道・配管工事、毎日の掃除・ごみ処理、2 時間ごと

のグラス洗浄・交換サービス、氷サービス（1 日 2 回） 
＊PR 活動：ジャーナリストへのアプローチ、ブースへの招待、「Taste of Japan」ロゴ費用

など 
是非、このチャンスをお見逃しなくご利用ください！お問い合わせは、お気軽に担当のメ

ルケ宛にお願いします。もちろん、単独の出展も可能です。お申込みは、直接⇒本社のサ

イトからお願いします。                      （担当：メルケ） 
 
 
glasstec 2016 – 国際ガラス製造・加工機材展（2016 年 9 月 21 日～24 日） 

http://glasstec.messe-dus.co.jp/ 

glasstecはガラス産業のあらゆる分野をとらえ、素材としてのガ

ラスの可能性をさまざまな視点から紹介する世界でもユニーク

なメッセです。同メッセはガラス産業のバリューチェーンが一堂に会しますが、極薄特殊

ガラス、断熱ガラス、レーザー技術など未来志向のテーマも高い評価を受けています。出

展募集がスタートしましたので、貴社の海外ビジネスにぜひご検討ください。各種ご案内

はこちらで。                （担当： ユング） 

 

 

 

 

 

 

http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_ProWein2015_JP.pdf
http://prowein.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/ProWein2016_GroupStand.pdf
mailto:mdj@messe-dus.co.jp?subject=ProWein
mailto:mdj@messe-dus.co.jp?subject=ProWein
http://www.prowein.com/cipp/md_prowein/custom/pub/content,oid,19767/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Online_Application.html
http://www.prowein.com/cipp/md_prowein/custom/pub/content,oid,19767/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Online_Application.html
http://www.prowein.com/cipp/md_prowein/custom/pub/content,oid,19767/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Online_Application.html
http://glasstec.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
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All in Print China 2016 – 中国国際印刷技術・機械展 
上海 / 2016 年 10 月 18 日（火）～22 日（土） 
2014 年 11 月、680 社が出展し、延べ 107,000 もの業界関係者が来場した

All in Print China は、新たなステージを迎えます。それは、会期が 5 日間

に、そして開催周期が隔年へと移行することです。次回の All in Print China

は来年 10 月開催ですが、その出展募集はすでにスタートしています。2014 年開催準備時

には、設定されていたお申し込み期限よりも早く、ご用意していたスペースが完売したと

いう現象が起きておりますので、ぜひお早めに出展をご検討ください！！  各種ご案内

はこちらから                            （担当：橋木） 

 

 

 

 

 

MDJ は開催メッセをテーマとした欧州市場の最新動向について日本語でニュースレターを

定期発行しています。www.messe-dus.co.jp、左の「ニュースレター」をご覧下さい。 

 

欧州包装 NEWS 2015 年 2 号が完成し発行されました。主な内容テーマは； 

＊ 業界トレンドとして、スマートパッケージング、環境保護、デジタル包装印刷 

＊ 産業・企業ニュースとして、Krones、GEA、Edelmann、Bobst の動向 

＊ イベント・展示会ニュースとして、グリーン・パッケージング・スター賞、『Save Food』

プロジェクト 

です。 

 

 

 

 

 

 

 
編集･広告に関する問い合わせ先： ㈱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 
Mail:info@messe-dus.co.jp 
Web:www.messe-dus.co.jp 

 

MDJ 提供のニュースレター   
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