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2015 年 年頭ご挨拶 
新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご高配を賜 

り厚くお礼申し上げます。本年も宜しくお願い申し上げます。 

デュッセルドルフや弊社グループ開催の世界各地でのメッセにご出

展・ご視察頂く皆様に、より効果的なメッセご参加いただけるよう、

私ども MDJ は、準備段階から現地サポート、さらに見本市終了後

のフォローアップまで皆様のご要望に沿えますよう努力してまいり

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン社員一同 

（写真は Messe Düsseldorf GmbH から） 

数字で表すデュッセルドルフ 
当 NEWS では、今まで様々な視点からデュッセルドルフを紹介して

まいりましたが、今回は人口約 60 万人のデュッセルドルフの一日

平均を以下の「数字」で紹介します。 

16 人の赤ちゃん誕生 

394.000 杯のアルトビール消費（200m グラス） 

3.978 人がメッセ会場訪問 

3,247,668 ユーロの税金を市が徴収 

100 台の車が新規登録 580 機の飛行機が離発着 

8 組が結婚    

978 トンのごみ発生 
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デュッセルドルフからのニュース  

http://www.printx.co.jp/
http://www.nrw.co.jp/
http://www.dbschenker-seino.jp/log-jp-jp/products_and_services/special_products/special_products_fairs_exhibitions.html
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エネルギー貯蔵国際会議・展示会「ENERGY STORAGE 
SUMMIT JAPAN2014」 (ESSJ2014) ポスト・ショー・レ

ポートが完成しました 
『エネルギー貯蔵』は、昨今そしてこ

れからも、再生可能エネルギー利用拡

大にとって必要不可欠で、エネルギー

問題に取り組む国々同様、来年にエネ

ルギー市場自由化が迫る日本にとって

も、有効な要素です。まさにエネルギー産業が劇的な変化を経験す

る中、メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン（MDJ）は、日本国内

での議論を促進し他国の事例を紹介する『Energy Storage Summit 

Japan (ESSJ) – エネルギー貯蔵国際会議・展示会』、ならびに『VDE

ファイナンシャル・ダイアログ・ジャパン（VDEFDJ）』を 2014 年

11 月 6 日に初めて開催し、日本、米国、ドイツ、中国、インド、韓

国をはじめ、世界 14 か国・230 を超える関係者に会議・展示会にご

参加いただきました。ポスト・ショー・レポートはこちらから。 

 

詳細な情報は、コーディネーターの杉野までメールをお寄せください。 

日々のエネルギー貯蔵関連のニュースをアップデートしていますので TWITTER と

FACEBOOK も是非「フォロー」＆「いいね！」をお願いします。       （担当：杉野） 

 
 
 
 
 

MEDICA 2014 (11 月 12 日～15 日） 
血栓の解析機器にて初出展した藤森工業株式会社のコメント。 

「Visitor としても Exhibitor としても、有益で価値ある出展となり良かったです」 

離床センサーにて継続出展している株式会社エクセルエンジニアリングのコメント。 
「欧州中心の取引先との商談機会が増えたこと、出展企業とのコラボ事業に進展有り。来

年度、期待大きい」 
MEDICA2014 ファイナルレポートはこちら 
MEDICA2015 出展ご案内はこちら 
 

メッセ・デュッセルドルフ in JAPAN 

出展者の声      

http://www.ana.co.jp/int/airinfo/promotion/nrt_dus_line/
http://www.noi-net.co.jp/
http://bitly.com/ESSJ-report
mailto:ESSJ@messe-dus.co.jp?subject=ESSJに関しての問い合わせ
https://twitter.com/ESSJ_2014
https://www.facebook.com/EnergyStorageSummitJP
http://www.zacros.co.jp/
http://www.excel-jpn.com/
http://bitly.com/MEDICA_COMPAMED_FR2014
http://medica.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
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http://www.esiexpo.in/ (英語) 

2014 年 12 月 4 日～5 日にインド・ニューデリーで開催された 2

回目となるエナジー・ストレージ・インディアは 15 か国より 65

名の講演者と 532 名の専門家にご参加いただき無事成功裏に終

えました。 エネルギー貯蔵という急速に変化している市場に派

生するビジネスチャンス等について、電力会社、ディベロッパー、ソリューションプロバ

イダー、ポリシーメーカーをはじめ様々な分野の人々が参加し学びました。ファイナルプ

レスリリースはこちらから。                 （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。 

 
boot －国際ボートショー （2015 年 1 月 17~25 日） 
http://boot.messe-dus.co.jp (日本語) 
世界最大のボートと水のスポーツフェアはドイツ、デュッセルドルフで 1 月

17 日から 25 日に行われます。出展者は 1,600 社を超え、会場の広さや出展

者数、訪問者など、どれも日本のボートショーとは比較にならないほどの大

きさです。ノアスポーツに、桔梗氏の記事が搭載されているので、是非ご覧ください。チ

ケットは、メッセ・デュッセルドルフ本社のウェブサイトにて販売されます。1 日券（前売

り価格）は 15 ユーロとなります。                  （担当：メルケ） 
 

GDS 2015 – 国際シュー＆アクセサリフェア 
tag it! by gds 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 2 月 4 日（水）～6 日（金） 
http://gds.messe-dus.co.jp/ http://tagit.messe-dus.co.jp/ 

開催までおよそ半月となった、新生『GDS / tag it! by gds』

へのご視察準備は、万端でしょうか。昨年夏開催から、ト

レンド発信型の業界メッセへと脱皮を図るべく、会期を約 

1 か月早めて開催される両メッセは、最新トレンド・デザインを把握でき、効率的に発注で

きる、優れたビジネス機会です。バイヤーはもちろん、デザイナーやクリエーターにとっ

ても刺激的な『GDS / tag it! by gds』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! by gds）から               （担当：橋木） 

来場者向け情報   

Energy Storage India 2014 (12 月４～５日) 成功裏に幕を閉じる  

http://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-a
http://www.esiexpo.in/
http://esiexpo.in/docs/Post-Show-Press-Release-ESI-2014.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://itunes.apple.com/en/app/messe-dusseldorf-app/id396662239?mt=8
http://www.yachting.jp/news/2-163.html
http://gds.messe-dus.co.jp/
http://tagit.messe-dus.co.jp/
http://gds.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://gds.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://tagit.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
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Energy Stoarge Europe （2015 年 3 月 9~11 日） 
http://www.energy-storage-online.com/ (英語) 

出展募集締切り：2015 年 1 月 31 日 ※スペースがなくなり次第募集終了となります。 

2015 年 3 月 9 日～11 日、4 度目となる再生可能エネルギーのエネルギー貯蔵に関しての国

際会議と展示会、「Energy Storage Europe」（以下 ESE）が開催されます。ESE は全ての参

加者にとって三日間最新のエネルギー貯蔵の現状について学び、新たなネットワークを構

築しまたそれをビジネスチャンスに活かすのに最適なプラットフォームとなります。世界

中の専門家が集結する ESE の最新のプログラムはこちらから。     （担当：杉野） 

 

GLASSPEX INDIA 2015 – インド国際ガラス製造・加工機材展 
ムンバイ / 2015 年 3 月 13 日（金）～15 日（日） 
世界的な業界ミーティングポイント「glasstec」の運営ノウハウ

を活かし、世界が注目するインドで 4 回目を迎える

「GLASSPEX INDIA」は、市場の今がつかめ、未来を占える絶好の機会です。貴社のイン

ド戦略の一助として、是非ご視察ください。 各種ご案内はこちらから （担当：ユング） 
 
ProWein – 国際ワイン・アルコール飲料フェア （2015 年 3 月 15~17 日） 

http://prowein.messe-dus.co.jp (日本語) 

20 年の歴史を誇り、業界全体で最も国際性の高いワインフェアは最高級を継

続します。2014 年の出展者数は 47 ヶ国から 4,830 社、来場者が 110 ヶ国か

ら 48,000 人を超える記録的な結果を残しましたが、出展リクエスト多数のた

め、来年はさらに展示ホールを拡大します。バラエティーが豊富な ProWein で、きっと日

本にまだ仕入れていないワイン・アルコール飲料を見つけられます。チケット販売がスタ

ートしました。1 日券は 5000 円、3 日券は 9000 円となります。購入ご希望の方は、どう

ぞ弊社のウェブサイトへアクセスしてください。           （担当：メルケ） 

 

BEAUTY DÜSSELDORF 2015 
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 / 2015 年 3 月 27 日（金）～29 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、最新製品に触れられるのはもちろん、美容技術・

トレンドまで把握できると、毎回好評を博しています。『BEAUTY DÜSSELDORF』への視

察を、ぜひご検討ください！！  各種ご案内はこちらから       （担当：橋木） 

http://enstor.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/ESE2015_Program.pdf
http://glasstec.messe-dus.co.jp/index.php?id=314
http://prowein.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=250
http://beauty.messe-dus.co.jp/
http://beauty.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
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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 / 2015 年 3 月 28 日（土）～29 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。トップブランドとクリエーターが集結する『make-up artist design show / TOP HAIR 

International』に、ぜひご来場ください！！  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：橋木） 

 

 

GIFA / METEC / THERMPROCESS / NEWCAST（2015 年 6 月 16－20 日） 
http://gifa.messe-dus.co.jp/ （日本語） 

国際鋳造技術専門見本市／国際金属製造機材・技術展／国際工業炉・熱

応用技術展／国際精密鋳造製品展。鋳造技術、金属加工、熱処理技術及

び精密鋳造、4つ分野にフォーカスした4年に一度の専門見本市「GMTN」 

が一つの会場、1 枚のチケットでご覧いただけます。クロスオーバーする

業種での相乗効果、業界コンタクト、ネットワークがメッセ訪問で得られます。前回 2011

年：出展 1,945 社、ビジター79,000 名。同メッセの詳細日本語資料はこちら。 

昨年 12 月 9 日、東京で開催した発表会の資料はこちら。 

2015 視察ツァー（視察 3 日間可能、現地通訳手配） //  6 日間／／6 月 15 日～20 日  
4 つ星ホテル //  370,000 円  //  旅行実施：株式会社トラベルパートナーズ 
ツアー詳細及び申込はこちらをご覧下さい 

相乗効果の高いビジネスの場を提供する『GMTN』へのご来場をぜひご検討ください。飛行

機、ホテルはお早めの確保をお勧め 旅行代理店お問い合わせフォーム。 

（担当：ユング） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.messe-dus.co.jp/index.php?id=624&no_cache=1
http://tophair.messe-dus.co.jp/
http://www.make-up-artist-show.com/cipp/md_mads/custom/pub/content,oid,8011/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Visitor_Service.html
http://tophair.messe-dus.co.jp/index.php?id=289
http://gifa.messe-dus.co.jp/
http://gifa.messe-dus.co.jp/index.php?id=283
http://gifa.messe-dus.co.jp/index.php?id=293
http://gifa.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/GMTN2015_TourNisshin.pdf
http://messe-dus.co.jp/index.php?id=160&no_cache=1
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出展お申込期限が迫っております。ご希望のかたは、お早めにご相談ください！！ 
 
ProWein – 国際ワイン・アルコール飲料フェア （2015 年 3 月 15~17 日） 

http://prowein.messe-dus.co.jp (日本語) 

20 年の歴史を誇り、業界全体で最も国際性の高い

ワインフェアは最高級を継続します。2014 年の

出展者数は 4,830 社、来場者が 48,000 人を超え

る記録的な結果を残しましたが、出展リクエスト多数のため、来年はさらに展示ホールを

拡大します。メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンは「Taste of Japan」の共同ブースを

実施することになりました。2014 年は Grace Wine とくらんぼんワインに加え、神戸から

白鶴、広島から呉山城屋が日本酒を紹介、ジェトロが共同出展者としてテイスティング・

ゾーンを設けました。（写真と報告書は⇒こちら。）2015 年のジャパンパビリオンでは、ま

だ空きがわずかですが、是非このチャンスをお見逃しなくご利用ください。パビリオンな

ど詳細は⇒こちらにてご覧いただけます。共同ブースの出展費用は 448,000 円（＋主催者

に直接お払いいただく 535 ユーロの共同出展者・メディア費用です。） （担当：メルケ） 
 
 
MEDICAL FAIR INDIA 2015／インド・ニューデリー（3 月 21 日～23 日） 

www.medicalfair-india.com 

メッセ・デュッセルドルフ・グループが開催するインドでの医療機器展。イン 

ド･マーケット開拓にご興味ある方に最適な見本市です。開催概要はこちら。

申込書はこちらとなります。日本出展企業（2015.01 現在）東京貿易機械、池

上通信機、カイインダストリーズ、トップ。出展にご興味のある方はお急ぎ担当までお問

い合わせください。                          （担当：服部） 

 

 

MEDICAL WORLD AMERICAS 2015／アメリカ・ヒューストン 
（4 月 27 日～29 日）） 

http://medicalworldamericas.com  

同じくメッセ・デュッセルドルフ・グループがアメリカで開催する医療機器

展。開催パートナーは世界最大級のメディカル･センター、TEXAS MEDICAL 

CENTER。巨大マーケット、アメリカでの販路開拓に最適なフェア。出展に関するご案内

はこちら、申込書はこちらでご覧いただけます。出展にご興味のある方は担当までお問い

合わせください。                           （担当：服部） 
 

出展者募集中のメッセ  

http://prowein.messe-dus.co.jp/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinalReport_ProWein2014_JP.pdf
http://prowein.messe-dus.co.jp/fileadmin/files/ProWein2015_Presentation.pdf
http://www.medicalfair-india.com/
http://www.medicalfair-india.com/cipp/md_ww2/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,2736/no_mime_type,0/~/Medical_Fair_India_Check_in_2015_SCREEN.pdf
http://www.medicalfair-india.com/cipp/md_ww2/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,2748/no_mime_type,0/~/MFI_2015_application_forms.pdf
http://medicalworldamericas.com/
http://medicalworldamericas.com/exhibitor/international-exhibitor-information/
http://medicalworldamericas.com/exhibitor/exhibitor-application/
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bevtec Asia 2015 – アジア大洋州国際飲料産業展・会議 
バンコク / 2015 年 5 月 6 日（水）～8 日（金） 
ますますその存在感を世界で高める東南アジア・ASEAN 諸国。その中心都市

のひとつタイ・バンコクで、飲料産業に特化した新たなメッセ『bevtec Asia』

がスタートします。今まさに飲料消費が増加するタイ・東南アジアというこ

ともあり、業界大手・グローバル企業から高い関心が寄せられ、ご用意しているスペース

も着実に埋まってきています。同市場への参入あるいはビジネス拡大に、ぜひ『bevtec Asia 

2015』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） 

 

 

wire Russia 2015 – ロシア国際ワイヤー産業展 
モスクワ / 2015 年 5 月 12 日（火）～15 日（金） 
ロシア線材業界で有効な専門メッセとしてその地位を築く『wire Russia』。前

回は世界 27 か国から 250 社が出展、10,800 を超える業界関係者を迎え、盛

況裡に終了しました。単独開催となる次回に向けても、継続出展ならびにロ

シア市場に関心を示す企業を中心にお問い合わせをいただいています。同市場のマーケテ

ィング、ならびにビジネス拡充に、『wire Russia』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：ユング） 

 

 

店舗設備・販売促進機材展C-star（2015年5月13~15日）http://www.c-star-expo.com 
メッセ・デュッセルドルフは、2015 年 5 月 13 日～15 日に上

海の国際展示センターにて EuroShop のコンセプトを中国の

リテール業界向けに適用し、C-star 展という名称で初開催し

ます。同展は次の４つの分野から構成されます： 

１）商店建築・商店装備、建築・デザイン・照明、冷蔵・冷凍装置 

２）ビジュアルマーケティング、販売促進、POS マーケティング 

３）情報処理、安全・防犯装置 

４）見本市スタンド、デザイン、イベント企画 

現時点では中国はもちろんですが、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、米国、

シンガポール、トルコから出展登録がなされています。日本からはテラオカ社が申し込み

済みです。共同主催者は中国総商会となります。中国でのビジネス拡大のチャンスを、是

非お見逃しなく！申込は、⇒こちらからです。 

デザイナーのビジネス拡大のため、EuroShop 同様に、「デザイナー・ビレッジ」が設置さ

れ、デザイナーが既製ブースを利用して出展可能です。詳細は⇒こちらのプレゼンテーシ

ョンでご覧になれます。                      （担当：メルケ） 

http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=304#c1031
http://wire.messe-dus.co.jp/index.php?id=313#c1061
http://www.c-star-expo.com/
http://www.c-star-expo.com/downloads/A1-C-star_GB_11_02_2014.pdf
http://www.c-star-expo.com/downloads/C-Star15_DesignerVillage.pdf
http://www.c-star-expo.com/downloads/C-Star15_DesignerVillage.pdf
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Metallrugy-Litmash 2015 – ロシア国際冶金・機械・プラント・技術展 
Tube Russia 2015 – ロシア国際管材製造加工・技術展 
Aluminium/Non-Ferrous 2015 – ロシア国際アルミニウム・非鉄金属産業展 

モスクワ / 2015 年 6 月 8 日（月）～11 日（木） 
10 年以上の歴史を誇る『Metallurgy-Litmash』・『Tube 

Russia』・『Aluminium/Non-Ferrous』は、今やロシア

ならびに周辺諸国の管材・金属産業を代表する専門

メッセへと成長を遂げ、関係者に積極的にご活用いただいています。ロシアは、中・長期

的には変わらず重要なマーケットであると認識され、それは今年 6 月開催に対するお問い

合わせにもあらわれています。ぜひこの機会に『Metallurgy-Litmash』・『Tube Russia』・

『Aluminium/Non-Ferrous』への出展をご検討ください。  各種ご案内はこちら

（Metallurgy-Litmash & Aluminium/Non-Ferrous）、あるいはこちら（Tube Russia）から  

（担当：ユング） 

 
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） 
いよいよ本年末に予定される、6 億人の市場を創出する ASEAN

経済共同体（AEC）に注目が集まる東南アジア。同地域を牽引す

るタイ・バンコクで開催される両メッセは 2015 年、ふたたび同

会期・会場で行われます。前回はそれぞれ 2013 年に単独開催さ

れ、『PACK PRINT INTERNATIONAL』には 200社強が出展、約 17,000人が来場し、『T-PLAS』

では（前回まで TIPREX として開催）230 社余りが 6,200 もの業界関係者を迎えました。相乗効

果が期待される次回『PACK PRINT INTERNATIONAL』、『T-PLAS』への出展を、ぜひご検

討ください。  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） 

 
 
MEDICAL FAIR THAILAND 2015／タイ・バンコク（9 月 10 日～12 日） 

www.medicalfair-thailand.com 

メッセ・デュッセルドルフ・グループが開催するバンコクでの医療機器展（前

回 2013 年の出展者数：430 社、うち日本出展 14 社／同ビジター数：6,396 名）。

MEDICAL FAIR はシンガポールとバンコクで隔年開催。メディカル・マーケットが拡大す

るタイや近隣インドシナのマーケット開拓にご興味のある方に最適な見本市です。2013 年

のファイナル・レポートはこちら。出展スペースに関するお問い合わせはこちらから。会

場フルブッキングが予想されますので、お早目にお問い合わせください。 （担当：服部） 

http://gifa.messe-dus.co.jp/index.php?id=314#c1010
http://gifa.messe-dus.co.jp/index.php?id=314#c1010
http://tube.messe-dus.co.jp/index.php?id=312#c1045
http://drupa.messe-dus.co.jp/index.php?id=322#c1083
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=319#c1034
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=319#c1034
http://www.medicalfair-thailand.com/
http://www.messe-dus.co.jp/fileadmin/final_report/FinarReport_MedicalFairThailand2013_JP.pdf
http://www.medicalfair-thailand.com/index.php/en/exhibitor-service/booth-space-enquiry
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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。 

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

し無く。 

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）                    
 

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自社製品の市場性・可能性をダイレクトに確認できるの

が REHCARE。出展申込締切は 2015 年 4 月 22 日。前回のファイナル･レポー

トはこちら。出展に関するご案内はこちら。                             （担当：服部） 

http://www.wire-southeastasia.com/
http://www.tube-southeastasia.com/
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://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=286
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MEDICA 2015／国際医療機器展（11 月 16 日～19 日） 
www.medica.de （独） http://medica.messe-dus.co.jp （日） 

出展申込締切：2015 年 3 月 1 日（厳守）。 

出展申込に関するご案内及び 2 月 12 日開催の出展申込説明会（東京）へのお申

込みはこちら。 ＊1月 21日の同説明会は満席です。ご了承ください。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） 
『interpack』をはじめ、『drupa』・『K』『glasstec』と各業界を世界

的にリードする見本市を主催するメッセ・デュッセルドルフが、す

でに実績のある『CHINA-PHARM – 中国国際製薬産業展』を核に、

『PacPro Asia – 国際包装資材製造・加工展』、『FoodPex – 国際食品加工・包装産業展』、

『BulkPex – 国際バルク包装技術・機器展』を加え、急拡大する中国包装市場の未来を照

らす『swop – 上海国際包装産業総合展』を、本年 11 月に初めて開催します。弊社では、

個別のご出展相談はもちろん、なかでも日本企業が得意とする『FoodPex』内にジャパン・

パビリオンを設け、皆さまのビジネスのお手伝いを致します。出展お申し込み期限は 5 月

末ですが、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） 

 

 

K 2016 – 国際プラスチック・ゴム産業展 
デュッセルドルフ / 2016 年 10 月 19 日（水）～26 日（水） 
お申し込み期限＝2015 年 5 月 29 日（金） 
http://k.messe-dus.co.jp/ 

さまざまな業界を根底から支えるプラスチック・ゴム産業の、まさにグローバ

ルなイベント『K』。来年 10 月中旬に開催を控え、出展募集がスタートしました。単独での

ご出展はもちろん、弊社では前回に続き、『ジャパン・パビリオン』を設ける予定です。来

場対象業界が、自動車、航空宇宙、建設・建築、機械・プラントメーカー、包装、化学、

医療、精密機器と、多岐にわたる『K 2016』で、貴社のイノベーション・最新製品を世界

に発信してみませんか？ぜひこの機会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.medica.de/
http://medica.messe-dus.co.jp/
http://medica.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=304#c1037
http://interpack.messe-dus.co.jp/index.php?id=304#c1037
http://k.messe-dus.co.jp/
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://k.messe-dus.co.jp/index.php?id=286
http://www.medica.de/
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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。 

 

 

 

 

 

 

今回はドイツ大使館発行の 2015 年

ノート（無地）を 読者１名様に

プレゼント♪ 

昨年の W 杯優勝を記念し、サッカー

情報も少々ちりばめられたスタイリ

ッシュなノートです。 

 

 

 

【申込方法】E メールの件名に「1 月号読者プレゼント」、本文に以下をお書きの上、

info@messe-dus.co.jp までご送信ください。 

 

会社名／住所／氏名／デュッセル NEWS へのご意見・ご要望など 

申込締切：1 月 31 日 

 

  

 
 
 

 
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   

読者プレゼント 

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

