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自転車専用インフラが強化 

昨今、自転車が通勤や通学の交通手段として

益々重要になってきている。デュッセルドル

フ市でも、全交通量に対し、自転車の利用者

が近年増加傾向にあるため、同市でも自転車

に関わるインフラを強化し、市内に専用幹線

道路網を作ろうと計画中である。2020 年までに毎年 200 万ユーロ

の予算を投入し、市内の自転車専用道路を 300 キロにも増設する。 

 
写真提供：デュッセルドルフ市 

「自転車は将来の交通手段だと確信している。自転車は渋滞時には

車よりも速いだけでなく、エコでもあるし、より少ないスペースで

機能するからだ。そのため自転車専用のインフラを強化するのは、

特にデュッセルドルフのような発展する街にとって重要だ」と

Geisel 市長が言う。 

州レベルでも自転車道路網を拡大する予定で、先日も NRW 州交通

大臣が自転車インフラについての考察のため、充実した自転車用道

路で有名な隣国、オランダを訪問した。結果、計画としては 2019

年までに、NRW 州ではケルン、アーヘンやデュッセルドルフ等の

主要都市の周辺で、230 キロの自転車用の高速道路を 5 本を作るこ

ととなった。新しいインフラにより、自転車利用者の更なる増加に

伴い、車の利用が減少し、CO2 排出減になると期待されている。 
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欧州委員会は「エナジー共同体」も目指して 

欧州委員会はヨーロッパのインテグレーションを更に進めしようと

し、エナジー局の局長である M.カニエテ氏がこの「Energy Union」と

称するプロジェクトを担当しています。目的は、欧州レベルでの完全

に統一されたエネルギー市場の作成と、それによる手頃な価格での環

境にやさしい、かつ安定したエネルギー供給です。これらを達成する

ためには、エネルギー（電気）が EU内での自由な送電が不可欠だと

いう点から、新たな法律も制定されます。再生可能エネルギーの比率

が 2030 年までに（今の 25％から）50％まで増加するという予想は、

ややマクロ的なことですが、欧州共同体の市民にとってのメリットも

あり、合計で毎年のエネルギーコストが 50億ユーロ（6735億円に相

当）程度削減されると予想されています。産業界での毎年のコスト削

減はその 8倍、400億ユーロになるでしょう。統一したエネルギー網

は、ユーザーにメリットが大きいという点は、電気市場の自由化に向

っている日本にとって良いものと言えます。 

出典：http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm 

 

【エネルギー関連イベント】 

MDJ では 11月に東京で 2回目の開催となる Energy Storage Summit 

Japan 2015を開催！現在、出展者、参加者を募集中。 詳細はこちら 

 

 

国際シンポジウム「温暖化対策と地方創生を結ぶ再生可能 

エネルギー ―日独の目標と経験―」 

主催：ドイツ連邦共和国大使館、東京大学先端科学技術研究センター、 

ドイツ日本研究所 

日時：2015年 10 月 5日 10 時～19時 30分 

会場：OAG （ドイツ東洋文化研究協会）ハウス 

107-0052 東京都港区赤坂 7-5-56） 

言語：日独同時通訳 

 

日本とドイツは温暖化対策において重要なパートナーであり、同水準の技術を有していま

すが、取り組み方は異なります。ドイツは早くから再生可能エネルギーの広範囲な普及と

脱原発を推進し、欧州一大エネルギー網との系統連系を果たした一方、日本は長期にわた

り原子力をはじめとする従来型エネルギーに力点を置きつつ再生可能エネルギー導入も推

進してきました。 

エネルギーNEWS   

https://essj.messe-dus.co.jp/jp/energy-storage-summit-japan/
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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しかし再生可能エネルギーに目を転じると、日本は可能性が豊富な国であると言えます。

地理的にも地質学的にも、そして自然環境の面でも風力、太陽、バイオマスには莫大な可

能性が秘められており、地方自治体レベルの取り組みが決定的な役割を担っています。再

生可能エネルギーの利用は始まっているものの、人口流出や高齢化、財政難、失業など、

日独の自治体は困難な課題を抱えています。再生可能エネルギーの拡大によって、地域経

済だけではなく地方再生のために、どのようなチャンスがもたらされるのかを、多くの自

治体が認識しています。 

そのようなことから、ドイツ連邦共和国大使館、東京大学先端科学技術研究センター、ド

イツ日本研究所は、国際シンポジウム「温暖化対策と地方創生を結ぶ再生可能エネルギー 

―日独の目標と経験―」を共同開催します。日独の地方レベルにおける産学官の専門家と

実務家が一堂に会し、再生可能エネルギーや新しいエネルギー利用の可能性を比較検討す

る場となることが期待されています。 

詳細とプログラムには、http://www.dijtokyo.org/ごらんください。お問い合わせ、お申

込みは、メールでお願いします。 

 

 

11/13 ESSJ サイト・ビジットお申込み好評受付中  
2015 年 11 月 13 日に予定しているサイト・ビジット・プログラム

は ESSJ 参加者対象の有料プログラムです。 普段交流する事のな

い方々と交われる絶好のチャンスでもあります。早いペースで人数

が埋まる可能性があります。定員は先着 25 名様までとなっておりますので、ご検討いただ

きましてお早目にお申し込みください。お申し込みは 10 月 9 日まで。 
■サイト・ビジットのお申し込みはこちらから。 
 
メガワット級大規模蓄発電システム ※ご協力：住友電気工業横浜製作所 

夜間電力や太陽光発電電力を貯蔵するレ

ドックスフロー電池（容量 1MW×5 時間）

と再エネ源としての CPV（15 基、最大

発電量 100kW）から構成され、外部の商

用電力系統とも連系します。  
 
 再生可能エネルギーと水素を用いた自立型エネルギー供給システム「Ｈ２Ｏｎｅ 
（エイチツーワン）」 ※ご協力：川崎市＋東芝 

「Ｈ２Ｏｎｅ」は、太陽光発電設備、蓄

電池、水素を製造する水電気分解装置、

水素貯蔵タンク、燃料電池などを組み合

http://www.dijtokyo.org/
mailto:forum@dijtokyo.org
https://essj.messe-dus.co.jp/jp/tickets/
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わせた自立型のエネルギー供給システムです。太陽光発電設備で発電した電気を用い、水

を電気分解することで発生させた水素をタンクに貯蔵し、電気と温水を供給する燃料電池

の燃料として活用します。   
 
柏の葉スマートシティ ※ご協力： 三井不動産+日本ガイシ 

柏の葉スマートシティでは 、「公・民・

学」の連携をベースにした、すべてのひ

とにオープンなプラットフォーム、解決

のステージづくりをはじめています。こ

の地球にどこまでもやさしい「環境共生都市」。日本の新しい活力となる成長分野を育む「新

産業創造都市」。すべての世代が健やかに、安心して暮らせる「健康長寿都市」。この 3 つ

のテーマの最適解を求め、ハードとソフト、そしてここに集うひとのハートまで、すべて

を叶えることで、「世界の未来像」を具現化していきます。(千葉、柏市） 

Connect With Us!                           （担当：杉野） 

 

 

 

 

 

interpack 『デュッセル CLUB』開催決定！！ 
 

いよいよ今秋に次回の出展募集がスタートする interpack に加え、今年 11 月に中国・上海

で初開催を迎える swop について発信する interpack 『デュッセル CLUB』を、JAPAN PACK 

2015 会期初日の 10 月 13 日（火）に開催致します。プレゼンテーション後には、ささやか

ながらレセプションも執り行います。interpack 2017 本部長 兼 包装産業メッセ統括ヤブロ

ノフスキー、並びに swop 2015 プロジェクトマネジャー グロッサーが来日し、本イベント

に参加致しますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 

イベント情報はこちら、ご参加お申し込みはこちらからお手続きいただけます。 

 

なお、interpack 2017 をはじめ、メッセ・デュッセルドルフグループが主要マーケットで主

催・共催する業界メッセ情報を発信するブース（小間番号 2-104）を、JAPAN PACK 2015

に設けます。会場へお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。 

メッセ・デュッセルドルフ in JAPAN 

http://interpack.messe-dus.co.jp/
https://interpack.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c539
https://interpack.messe-dus.co.jp/events/japan/
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=571
https://twitter.com/ESSJ_2015
https://www.facebook.com/EnergyStorageSummitJP
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ドイツのメッセは東欧市場の開拓にも最適 

「ドイツのメッセは、なぜ国際性がそんなに高いのか？」という質問をよくいただきます。

本当にそうなのか？ 一つの事例をあげますと、メッセ・デュッセルドルフが 2014 年に開

催したメッセの全出展者数は、合計 31,269社、そのうち 19,906社（63.7%に相当）はドイ

ツ国外の企業でした。また 1,399,024 来場者のうち、ビジネス向け、一般消費者向け問わ

ず、平均で来場者のうち、外国人の割合が 35.4%でした。 

現時点ではまだ西欧からの来場者が数的に多く、トップはオランダです（245,000 人）、次

にイタリア（180,000 人）とオーストリア（160,000 人）。しかし、東欧からの来場者の成

長率が非常に高くなっています。欧州共同体の拡大の初年度であった 2004年に比べますと、

スロベニア、スロバキア、ハンガリー、バルト諸国からの来場者は、2014 年まで 80%の成

長率を数えました！ドイツの隣国であるポーランドとチェコからの来場者数は、この 10年

間で 2 倍に増加。やはり、東欧のバイヤーがドイツのメッセをビジネスプラットホームと

して利用している、と言っても過言ではありません。よって、東欧の市場開拓を目指して

いる皆様、是非、ドイツのメッセが提供するチャンスをお見逃しなくご利用ください！ 

出典：http://www.messe-duesseldorf.de/md-files/doc/umd1502_00074_WEB.pdf,  

AUMA compact 2015.13) 

 
 

 

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。 

 

 

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） 

 

来場者向け情報   

メッセ雑学 

 

http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-a
http://www.messe-duesseldorf.de/md-files/doc/umd1502_00074_WEB.pdf
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://www.wire-south-america.com/
http://wire.messe-dus.co.jp/visitors/messe-calendar/
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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） 

 

 

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）し、ドイツを中心とした EUでの販売を目的に商談を

行います。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。                   （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 は来月開催です。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、公式カタロ

グ引換券の販売もこちらで開始となりました。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懇親会も開催します。是非ご参加を。        （担当：服部） 

 

 

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/  

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。

オンライン来場者登録が開始となりました。今回の規模は、去年を 1.5 倍ぐらいになると

予想されています。また、テースティング、セミナーなどを含む魅力的なサイトプログラ

ムも用意しています。お申込みは ⇒こちらからお願いします。    （担当：メルケ） 

 

http://www.tubotech-online.com/
http://tube.messe-dus.co.jp/visitors/messe-calendar/
http://www.rehacare.com/
http://rehacare.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/download/REHACARE2015_JP_Exhibitor_List.pdf
http://rehacare.messe-dus.co.jp/index.php?id=285
http://rehacare.messe-dus.co.jp/index.php?id=287
http://aplusa.messe-dus.co.jp/
https://aplusa.messe-dus.co.jp/fileadmin/aplusa/uploads/A_A_2015_JP_Exhibitor_List.pdf
https://aplusa.messe-dus.co.jp/fileadmin/aplusa/uploads/A_A_2015_JP_Exhibitor_List.pdf
https://aplusa.messe-dus.co.jp/exhibitors/database/
https://aplusa.messe-dus.co.jp/visitors/tickets-catalogue/
https://aplusa.messe-dus.co.jp/visitors/tours/
http://prowinechina.com/
http://manual.fhcchina.com/visitor/index.asp?show=WINE
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MEDICA 2015／国際医療機器展（11 月 16 日～19 日）  

COMPAMED 2015／国際医療機器技術・部品展（11 月 16 日～19 日）  

http://medica.messe-dus.co.jp （日本語） 

http://compamed.messe-dus.co.jp （日本語） 

世界最大の国際医療機器展 MEDICA 視察と同時開催の医療機器

製造技術展 COMPAMED は、今年より開催曜日が月曜～木曜へ

と変更、COMPAMED も 4 日間開催となります。今回過去最高の 160 社を超える日本企業が

出展します。出展者検索方法はこちら（両展共通）。視察ツアーの情報はこちらから、日本

語パンフはこちらからとなります。日本円でのお得な前売り入場券及び公式カタログ引換

券もオンライン販売中。視察を是非ご検討ください。           （担当：服部） 

 

 

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） 
成長市場中国・上海で、『interpack』のノウハウを基に作り上げ

た、本格的な国際包装産業総合展『swop – Shanghai World of 

Packaging』が、本年 11 月に注目の初開催を迎えます。出展・

来場双方が効率的に出会い、商談できるよう、swop 内に、

『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 エリアが設けられます。ぜひ、視察をご検討ください。  各種ご案内はこ

ちら、来場事前登録はこちらから                   （担当：橋木） 

 

 

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 

http://www.swop-online.com/en/
http://medica.messe-dus.co.jp/
http://compamed.messe-dus.co.jp/
http://medica.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://medica.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/download/MEDICA2015_Pamphlet.pdf
https://medica.messe-dus.co.jp/visitors/tickets-catalogue/
http://pacpro-asia.com/en/
http://china-pharm.net/
http://foodpex.com/en/
http://bulkpex.com/en/
https://interpack.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c539
https://interpack.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c539
http://swop-online.com/en/visitor/register_step1.html
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
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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。 

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

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） 

 

 

 

 
 
 
interplastica 2016 – ロシア国際プラスチック・ゴム産業展 
UPAKOVKA / UPAK ITALIA 2016 – ロシア国際包装産業展 

モスクワ / 2016 年 1 月 26 日（火）～29 日（金） 
毎年 1 月末にロシア政治・経済の中心都市モスクワ

で行われるプラスチック・ゴム産業展『interplastica』、

包装産業展『UPAKOVKA / UPAK ITALIA』は、およ

そ 20 年もの歴史と実績を持つ、同地域を代表する専門メッセです。本年開催には、19,000

もの業界関係者が来場し、盛況裡のうちに終了しました。ロシア＋CIS 諸国市場への参入、

あるいはビジネス拡充に、『interplastica』、『UPAKOVKA / UPAK ITALIA』への出展を、ご検

討ください。  各種ご案内はこちら（interplastica）、あるいはこちら（UPAKOVKA）から  

（担当：橋木） 

 

 

GDS 2016 – 国際シュー＆アクセサリフェア 
tag it! 2016 – 国際プライベートレーベルフェア 

デュッセルドルフ / 2016 年 2 月 10 日（水）～12 日（金） 
http://gds.messe-dus.co.jp / http://tagit.messe-dus.co.jp/ 

春夏もの開催が終了して 1 か月半と間もないですが、来年

2 月回分の出展募集は、すでにスタートしています。10

月 15 日（木）から、小間の割り付けが行われる予定です

ので、お早めに出展をご検討いただければと存じます。 
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） 

 

 

 

出展者募集中のメッセ  

http://wire.messe-dus.co.jp/visitors/tours/
https://k.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c205
https://interpack.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c535
http://gds.messe-dus.co.jp/
http://tagit.messe-dus.co.jp/
http://gds.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://tagit.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://www.gds-online.com/
http://www.tag-it-show.com/
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EuroCIS ― 商業用情報処理・安全システム展 
（デュッセルドルフ：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。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、キャノ

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。リテール業界に不可欠な同メッセの 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） 

 

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 

DÜSSELDORF』と同会場で行われるため、ビューティー業界に広く製品・技術をアピール

できると、毎回好評を博しています。ご案内できる小間がある限り、出展お申し込みをお

受け致しますので、お早めのお問い合わせ、ご相談を、お待ち申し上げております。 
各種ご案内はこちらから                    （担当：村上、橋木） 

 

 

make-up artist design show 2016 – 国際メイクアップ業界展 
TOP HAIR DÜSSELDORF 2016 – 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 DÜSSELDORF』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。ドイツ、ならびに欧州へのアクセスとして、『make-up artist design show / TOP 

HAIR DÜSSELDORF』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） 
 

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://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
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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 

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）。 

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。                      （担当：メルケ） 

 
 
INDOPLAS – INDOPACK – INDOPRINT 2016 
インドネシア国際プラスチック・ゴム・包装・印刷産業展 

ジャカルタ / 2016 年 9 月 7 日（水）～10 日（土） 
話題に事欠かない東南アジアの中でも、最大の人口と、高い経

済成長が見込まれるインドネシアの首都・ジャカルタで行われ

る『INDOPLAS – INDOPACK – INDOPRINT』は、同国最大級

の業界メッセとして、高い注目を集めています。前回 2014 年開

催には、362 社が出展、22,000 超が来場し、改めて重要な業界イベントであることを示し

ました。インドネシアの業界関係者と効率的に出会える『INDOPLAS – INDOPACK – 

INDOPRINT 2016』への出展を、ぜひご検討ください！！  各種ご案内はこちら

（INDOPLAS）、こちら（INDOPACK）、あるいはこちら（INDOPRINT）から  （担当：橋木） 

 

 
glasstec 2016 – 国際ガラス製造・加工機材展（2016 年 9 月 21 日～24 日） 
独・デュッセルドルフ  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。現在、出展募集中です。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://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
mailto:mdj@messe-dus.co.jp?subject=ProWein
mailto:mdj@messe-dus.co.jp?subject=ProWein
https://k.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c208
https://k.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c208
https://interpack.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c536
https://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c14
https://glasstec.messe-dus.co.jp/exhibitors/information/
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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。 

 

欧州印刷業界 NEWS 2015 年 3 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、直接容器に印刷、メディア企業の新たな一手、日本の『切り紙』

と機能性印刷 

＊ 産業・企業ニュースとして、好調なドイツの輸出、ハイデルベルグ・KBAの業績 

＊ イベント・展示会ニュースとして、PACK PRINT INTERNATIONAL、InkJet 会議を drupa

がサポート情報 

 

です。是非、ご覧ください。 

 

 

 

 

 
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   

https://www.facebook.com/MesseDuesseldorfJapan
https://twitter.com/MD_Japan
http://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c15
http://drupa.messe-dus.co.jp/exhibitors/messe-calendar/#c15
http://www.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/newsletters/EuroPrintingNEWS_2015.03.pdf
mailto:info@messe-dus.co.jp
http://www.messe-dus.co.jp/

