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デュッセルドルフで観光 
今年もデュッセルドルフは、GMNT（4 大金属産業関係見本市）、

MEDICA や A+A をはじめとする日本人来場者も多い見本市開催

の季節を迎える。せっかくのドイツ滞在なので、見本市視察が終わ

ったら、ちょっとした観光をすることで現地の食事（MDJ 編レス

トランガイド）や暮らしぶりが体験でき滞在はより有意義なものと

なる。 
例えば当市の名物である「アルトビール」

をもっと知るには、ガイド付ツアー

「Altbier Safari」がお勧めです。旧市街に

ある、地ビールのアルトビールを自家醸造

所で製造する 5 つの異なるブルワリーを見

学、試飲できるツアー。このデュッセルドルフの文化を体験できる

機会を見逃しなく！ツアーは 2 時間、参加費は 24,50€、詳細はこ

ちら。 
5 年前にスタートした観光客向けのオープンバスもお勧め。市内観

光スポットを 90 分で回り、ライン川の両岸にある 8 ヵ所で停車す

る。乗車中は観光スポットについての説明をイヤホーンで聞きなが

ら街づくりや観光地

案内を楽しめる。説

明は 10 ヶ国語で可

能で、もちろん日本

語も対応。途中下車

も可能で、ゆっくり

観たいところで降り、

次のバスにまた乗車

も可能だ。一日券は 15€、詳細はこちら。 
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デュッセルドルフからのニュース  

http://messe-dus.co.jp/index.php?id=130
http://messe-dus.co.jp/index.php?id=130
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/altbeer-safari/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/altbeer-safari/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/city-tours/hopon-hopoff-citytour/
http://www.nrw.co.jp/
http://www.dbschenker-seino.jp/log-jp-jp/products_and_services/special_products/special_products_fairs_exhibitions.html
http://www.imi-messe.co.jp/
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本年 10 月にデュッセルドルフで開催される以下のメッセでは、いく

つかの視察ツアーや B2B ミッションが実施されます。 
REHACARE 2015／国際介護・福祉機器展 
10 月 14 日～17 日 http://rehacare.messe-dus.co.jp 

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

概要は以下となります。テーマに合うツアーなどございましたら、

参加をご検討下さい（詳細は各主催者へと直接お問い合わせを）。 
 
REHACARE 2015 と福祉用具を廻る地域リハケアを視察 
視察コース（10 月 14 日～22 日） 448,000 円  
(スゥエーデンの福祉関連も視察) 
展示会コース（10 月 13 日～18 日） 345,000 円 
共同企画：公益財団法人テクノエイド協会／日本福祉用具・生活支  

援用具協会（JASPA） 
コーディネーター：渡邉槇一氏（横浜市総合リハビリテーションセ  

ンター）      詳細及び申込はこちら 
 
在日ドイツ商工会議所主催:ドイツ、リハビリテーション視察ツアー 
10 月 12 日～18 日 6 泊 7 日 410,000 円 
（ベルリンの関連施設も訪問） 
後援：JETRO／（公財）日本障害者リハビリテーション協会 
詳細及び申込はこちら 
 
REHACARE 会期中の B2B ミッション（主催：日欧産業協力セン

ター / ZENIT） 
REHACARE 2015 に参加予定の方を対象に、ご希望に合わせたドイツ企業訪問などをアレ

ンジできる 3 日間のミッション（現地集合・解散）。ホテル宿泊 3 泊分が主催者負担。 

申込み締切日: 2015 年 6 月 30 日 

主催：日欧産業協力センター／ZENIT (ノルトライン・ヴェストファーレン州イノベーショ

ン技術センター)    詳細及び申込はこちら 

 

10 月開催のメッセは視察ツアーも豊富！ 
 

http://rehacare.messe-dus.co.jp/
http://aplusa.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/tourinfo/TourInfo_REHACARE2015.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/tourinfo/TourInfo_REHACARE2015_DIHK.pdf
http://een-japan.eu/ja/event/welcome-dusseldorf-2015
http://www.noi-net.co.jp/
http://www.printx.co.jp/
http://www.capellahotels.com/dusseldorf/about-ja/*/locale/en_US/
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A+A 2015 世界最大の国際労働安全機材・技術展視察ツアー 
6 日間／10 月 26 日～31 日 310,000 円 
東京・大阪・名古屋出発ＯＫ！現地通訳手配・入場料込み 
旅行企画・実施：㈱トラベルパートナーズ  詳細及び申込はこちら 
 
A+A 2015 視察プラン  
4 泊 6 日 ￥312,000～  10 月 26 日～31 日 
シングルルーム利用、デュッセルドルフ市内のホテル多数   
旅行企画・実施：株式会社アイ・エム・アイ   詳細及び資料請求はこちら 
 
業界新聞「繊維ニュース」主催のツアー ホテルは日航デュッセルドルフ利用 
7 日間コース：330,000 円 
5 日間コース：270,000 円（出発は両コースとも 10 月 26 日） 
旅行企画：ダイセン㈱（繊維ニュース）  詳細及び申込はこちら 
 
 
 

独メッセ会社は会場の拡張と修復に 8 億 5000 万ユーロ投資    
 
安倍総理大臣が国会で「日本にも巨大な展示会場が必要」と述べたことが報道されました

が、ドイツでは中央政府の指示がなくても、見本市会社は巨大な投資を計画しています。

日本と違って、会場を所有する「メッセ会社」が展示会を主催運営し、積極的にメッセ設

備に投資しています。ドイツ見本市協会 AUMA の最新調査によりますと、ドイツのメッセ

会社は 2015 年から 2019 年にかけ、合計 8 億 5,000 万ユーロ（1,155 億円に相当）を会場

の拡張と修復に投資する計画とのこと。 
具体的な数字をあげますと、会場面積が幕張メッセと東京ビッグサイトの合計よりも広い

メッセ会場を持つメッセ・デュッセルドルフ本社は、2030 年までに会場の修復に 6 億ユー

ロを投資することを発表し、引き続き世界一の会場を提供するように努力しています。言

うまでもなく、メッセ・デュッセルドルフは母体であるデュッセルドルフ市と NRW 州から

1 ユーロの財務援助を受けることなく、全額を投資します。それだけなく、メッセ・デュッ

セルドルフは株主でもある市と州にきちんと配当金も払っています。2014 年には 1,400 万

ユーロ（約 19 億円に相当）でした！ やはりメッセは経済に貢献しています… 
出典：http://www.nittenkyo.ne.jp/article/14751489.html 2015 年 5 月 21 日付け m+a 誌 
 
 
 

メッセ雑学   

http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/tourinfo/TourInfo_A_A2015_TP.pdf
http://www.imi-messe.co.jp/dusseldorf/aplusa.html
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/tourinfo/TourInfo_A_A2015_Daisen.pdf
http://www.nittenkyo.ne.jp/article/14751489.html
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再生可能エネルギー利用、ドイツは昨年ですでに日本の 2030 年の計画を上回る

経済産業省は 2015 年 4 月 28 日、総合資源エネルギー調査会・長期エネルギー需給見通し

小委員会・第 8 回会合を開き、2030 年時点の望ましい電源構成（ベストミックス）案を公

表した。その案によりますと、再生可能エネルギーの比率は 22～24％になると見込まれて

います。内訳は、水力 8.8～9.2％、太陽光 7.0％、バイオマス 3.7～4.6％、風力 1.7％、地

熱 1.0～1.1％と想定しています。太陽光が水力と並び、再エネの柱に成長することになる

でしょう。 
それに対して、ドイツ連邦政府の目的、つまり 2050 年までにエネルギー供給の 80%が再生

可能エネルギーからなることもあり、多少両国の違いが目立ちます。しかし、計画とは別

として、次に現状を語りましょう。ドイツ連邦政府（経済・エネルギー省）が発表したデ

ータによりますと、ドイツは 2014 年度のエネルギーミックスについて、再生可能エネルギ

ーの比率が日本の 2030 年の計画をはるかに上回っています。昨年すでに、電気の 25.8%が

再生可能エネルギー源から生み出されました！その中で、風力発電が一番大きなシェアを

占め、以下、バイオマス、PV と続きます。 

 

図：ドイツのエネルギー構成（2014 年度） 
出展：http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20150430/416685/?ST=msb; 
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Bilder/Infografik/bruttostromerzeugung-in-deu
tschland,property=bild,bereich=bmwi2012,sprache=en,width=620,height=431.jpg 

エネルギーNEWS   

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20150430/416685/?ST=msb
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Bilder/Infografik/bruttostromerzeugung-in-deutschland,property=bild,bereich=bmwi2012,sprache=en,width=620,height=431.jpg
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Bilder/Infografik/bruttostromerzeugung-in-deutschland,property=bild,bereich=bmwi2012,sprache=en,width=620,height=431.jpg
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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。 
 
 
ESSJ2015 スポンサー・出展者募集 

低炭素社会の実現のため、不安定な再生可能エネルギーをいかに安

定させるかといった事が日本のみならず世界中で課題となってい

る昨今、エネルギー貯蔵は必要不可欠な要素となってきます。そこ

で、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。ESSJ の最大の魅力とユニ

ークさはなんと言ってもその国際性の高さになります。初開催である ESSJ2014 では約 3
割が外国からの来場者でした。ESSJ2015 は、日本国内にいながらいち早く国内外のエネ

ルギー貯蔵市場の情報がつかめるためのネットワーキングの構築に最適なプラットフォー

ムであり、その方々に自社製品を PR できる良いチャンスです。今年は、出展エリアを 2
倍に拡大する予定です。また、スポンサー・出展企業・団体様には 5 分間、存分に PR して

いただける PR コーナーを提供します。またスポンサー・出展企業はメッセ・デュッセルド

ルフ・グループのすべてのエネルギー貯蔵関連企業を対象に、プレゼンスを高めることが

出来ます。ブースパッケージは廉価に小間を提供しております。スペースはなくなり次第、

お申込み終了となります。スポンサー・出展内容の詳細確認とお申込みはこちらから！ 

Connect With Us!                           （担当：杉野） 

 
 
 
 
 
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。 

 
 

来場者向け情報   

http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-a
http://enstor.messe-dus.co.jp/jp/exhibitors_sponsors/
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
https://twitter.com/ESSJ_2015
https://www.facebook.com/EnergyStorageSummitJP
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Valve World Americas Expo & Conference 2015 – アメリカ国際バルブ技術

専門見本市・会議（7 月 15 日～16 日） 
www.valveworldexpoamericas.com   会議部門を主催する KCI 出版社とともに

北米での開催が 3 回目となるバルブ業界専門見本市。 

入場料： 無料 事前登録要 事前登録フォーム 

会 議 ： 会議プログラム 料金：（早期申込料金 USD 895.-（5/29 まで / 通常は USD 955.-） 

  会議お問い合わせはこちらから。 

出展者：会場マップと出展者はこちらでご確認できます。   （担当：ユング） 
 
 
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/ 

新会期・コンセプトとなり 2 回目となる春夏物開催まで、

いよいよ 1 か月半となりました。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、さらに価値あるメッセ＝商談の場を提供すべく、『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） 
今回、再び同時開催される『PACK PRINT INTERNATIONAL』と

『T-PLAS』は、『ASEAN 経済共同体（AEC）』が間もなく発足する東

南アジア地域を代表する業界専門メッセです。豊富な市場機会が提供される同地域への参

入、あるいはビジネス拡充に、両メッセをぜひご視察ください！！  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） 

 
 
 

 

http://www.pack-print.de/index.php/en/
http://www.tplas.com/index.php/en/
https://www.regexpo.com/mdna/vw15
http://www.valveworldexpoamericas.com/conference
mailto:s.bradley@kci-world.com
http://www.valve-world-americas.com/pdf/VWAM2015_floorplan.pdf
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://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c9
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=319#c1034
http://www.gds-online.com/
http://www.tag-it-show.com/
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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

いては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） 
 
 
 
 
 
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現在出展者募

集中ですが日本出展エリアの残り小間数は 1 小間となりました。出展希望の場

合にはお急ぎお問い合わせください。アップデートな全体及び日本出展者リスト（現状 22

社）はこちら。スペースに関するお問い合わせはこちらから。      （担当：服部） 

 

 

wireTubeSoutheast Asia2015 / 東南アジア国際ワイヤー・チューブ産業展 
（9 月 16～18 日） 
www.wire-southeastasia.com /  www.tube-southeastasia.com  

線・管材業界専門メッセ「第 11 回 wire Southeast ASIA」「第 10 回

Tube Southeast ASIA」が 9 月 16 日から 18 日までタイ・バンコク

の国際展示場（BITEC）で同時開催され、この地方のワイヤーとチューブ産業、それぞれの

業界のトップイベントとして評価されている。自動車、建設・建築、電気、エネルギー、

電気通信といった主要産業に対し、高性能な機械・機器、製造・加工技術、素材などのイ

ノベーション・トレンドが展示される。 

出展者募集中のメッセ  

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.medicalfair-thailand.com/
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/exhibitor-service/booth-space-enquiry
http://www.wire-southeastasia.com/
http://www.tube-southeastasia.com/
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市場参入しビジネス機会を狙うグローバル企業にとって、東南アジアは製造・産業のハブ

としてますます重要になってきている。タイを初め東南アジアの産業もこの上り基調にあ

る時期に開催される wireTube Southesast Asia への出展をお考えの方はこの機会をお見逃

しなく。 

2015 年 ご案内・資料 基本情報（日本語）wire  Tube  申込書 wire  Tube 

2013 年レビュー資料：ファイナル・レポート、前回出展者リスト、  （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

ご出展を、是非ご検討ください。出展情報（日本語）、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」への出展をご検討

下さい。出展情報（日本語）、各種ご案内はこちらから        （担当： ユング） 

 

 

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、国際性のもっとも高い 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

でなくても、購買決定権を持つマネージャクラスでした。その国際性、ビジネスの規模、

専門性が世界中のワインを受注しました。（来場者分析の詳細は、⇒こちら。） 

http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wireSEAsia2015_outline.pdf
http://tube.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/TubeSEAsia2015_outline.pdf
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wireSEA2015_application.pdf
http://tube.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/TubeSEA2015_application.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_wireTubeSEA2013.pdf
http://www.wire-southeastasia.com/exhibitors-by-alphabet.html
http://www.wire-south-america.com/
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wireSA2015_outline.pdf
http://wire.messe-dus.co.jp/index.php?id=313#c1024
http://www.tubotech-online.com/
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wireSA2015_outline.pdf
http://wire.messe-dus.co.jp/index.php?id=313#c1024
http://prowinechina.com/
http://prowinechina.com/upload/pdf/Profile%20data%202014.pdf
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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。小間分けが始まったので

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） 

 

 

ProWein ― 国際ワイン・アルコール飲料展 
（デュッセルドルル：2016 年 3 月 13 日～15 日）http://prowein.messe-dus.co.jp 
ワイン業界にとって最も重要なメッセになってきた ProWein は、2015 年に 50
か国からの出展者総数は 5,970 社という新記録となり、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「Taste of Japan」をモットーに、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、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） 

http://prowinechina.com/channels/137.html
http://prowein.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_ProWein2015_JP.pdf
http://prowein.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/ProWein2016_GroupStand.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
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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） 
 

 

wire2016／国際ワイヤー産業専門見本市（2016 年 4 月 4 日（月）～8 日（金））

http://wire.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。wire も貿易部門

や管材製造、鉄鋼産業、非鉄金属産業のトップマネージャーにとっては見

逃せないメッセです。※ 出展要項（日本語抜枠） ※ オンライン出展申込（英語） ※ 申

込手続きご案内（日本語） ※ 前回開催のファイナルレポート ※ 過去の出展者の声 

申込関連、http://wire.messe-dus.co.jp もご覧ください。 

何かご質問がございましたら、MDJ までお問い合わせ下さい。   （担当：ユング） 

 

http://www.swop-online.com/en/
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
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wire2016_outline_JPN.pdf
http://www.wire-tradefair.com/cipp/md_wiretube/custom/pub/content,oid,12880/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Become_an_exhibitor.html
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wire2016_ApplGuide.pdf
http://wire.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/wire2016_ApplGuide.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_wireTube2014.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/exh_voice/exh_voice_wireTube.pdf
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Tube2016／国際管材製造加工・技術展  （2016 年 4 月 4 日（月）～8 日（金）） 
www.tube.de 
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、

チ※ 出展要項（日本語抜枠） ※ オンライン出展申込（英語） ※ 申込

手続きご案内（日本語） ※ 前回開催のファイナルレポート ※ 過去の出

展者の声 

申込関連、http://tube.messe-dus.co.jp もご覧ください。 

何かご質問がございましたら、MDJ までお問い合わせ下さい。  （担当：ユング） 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=624&no_cache=1
http://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c15
http://tube.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/Tube2016_outline_JPN.pdf
http://www.tube-tradefair.com/cipp/md_wiretube/custom/pub/content,oid,12884/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Become_an_exhibitor.html
http://tube.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/Tube2016_ApplGuide.pdf
http://tube.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/Tube2016_ApplGuide.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_wireTube2014.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/exh_voice/exh_voice_wireTube.pdf
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/exh_voice/exh_voice_wireTube.pdf
http://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c15
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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。 

 

Euro リテール NEWS 2015 年 1 号が発行されました。主な内容テーマは、 

＊業界トレンドとして、モバイル・ペイメントとネット通販の動向 

＊産業・企業ニュースとして、フィリプス社のリストラやキャノンの合併・買収情報 

＊イベント・展示会ニュースとして、2015 年の EuroCIS 展 

＊Eurosho//JAPANSHOP 賞のウィナー・プロジェクト紹介 

です。 

 

欧州印刷業界 NEWS 2015 年 1 号も発行され、その内容は 

＊トレンド・・・drupa グローバル・トレンド・レポート、事務所・自宅用プリンタのビ

ジネスモデル 

＊業界・企業ニュース・・・ハイデルベルグ社の戦略、ブラザーが英国企業を買収 

＊メッセ情報・・・drupa 最新情報、中国で開催された PRINT CHINA 

です。 
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MDJ 提供のニュースレター   

https://www.facebook.com/MesseDuesseldorfJapan
https://twitter.com/MD_Japan
http://www.messe-dus.co.jp/
http://bitly.com/RetailN15-1
http://bitly.com/PrintN15-1
mailto:info@messe-dus.co.jp
http://www.messe-dus.co.jp/

