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ドイツからのニュース
猛暑の余波
平成最後の夏、日本は猛暑が続
きましたが、欧州も記録的な熱
波に見舞われました。ドイツ気
象庁によると現在も全国の約
70％の土地が極度に乾燥して
いて、農業への影響は言うまで
もなく、エルベ川やライン川などの河川の水位も大きく低下し、
工業にも大きな余波が広がっています。ライン川では通行する貨
物船の積載量が制限され、通常の 1/3 の積荷しか運搬できない船
も出ています。需要の拡大に伴い積載量当たりの価格も約 4 倍に
なり、さらに人件費や燃料コストも跳ね上がっています。鉄道や
トラックでの輸送に切り替える動きもあり、経済活動や消費価格
に影響があることは明らかです。NRW 州ではガソリンスタンド
でガソリンが供給できないという事態が発生し、10 月 25 日には
ドイツ政府が計 27.1 万トンのガソリン、ディーゼル、灯油などの
戦略的石油備蓄を放出すると発表しました。これは 2005 年アメ
リカで猛威を振るったハリケーン「カタリーナ」、2011 年のリビ
ア内戦以来の措置なので、いかに深刻な事態なのかがわかります。
このような状況ですので、ライン川下りやエルベ川下りのような
観光船も長らく運航を見合わせています。
運輸のほか、冷却水を河川から取り込んでいる近隣の化学工場や
発電所でも生産・発電量の抑制が行われています。これは河川の
水温が高くなることで水中の酸素濃度が低下し、魚などの水中生
物と生態系が保護できなくなるために採られる、河川の取水・返
水制限措置によるものです。幸い秋に入ってから水温が下がり、
生態系は壊滅の危機を免れたようですが、経済活動への影響は果
たしていつまで続くのでしょうか。
出典：ドイツ気象局（www.dwd.de）
Frankfurter Allgemeine 10 月 26 日付記事 (www.faz.net)
Tagesschau 10 月 22 日付記事 （www.tagesschau.de）
写真：©dpa
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メッセ・ニュース
ESSJ2018 は大盛況のうちに閉会
今年で 5 回目となるエネルギー貯蔵を
テーマとした国際会議、エナジー・ストレ
ージ・サミット・ジャパン
（ESSJ）2018 は、
10 月 17 日（水)、東京イイノホールに
て開催、大盛況のうちに閉会しました。
世界 10 ヶ国、のべ 600 人の参加者に NRW 州大臣が挨拶
毎年恒例の公開セミナーに
加え、独 NRW 州主催日独ス
マート・モビリティシンポジ
ウムも同日開催となり、のべ
600 名が参加しました。当日
は NRW 州経済大臣 A. ピン
クヴァルト氏の開会挨拶に
始まり、
「エネルギー貯蔵の枠組みの国際比較」
、
「将来の展開が期
待されるビジネスモデル」の発表があり、日本および全世界 10 ヶ
国から集まった蓄エネ業界のエキスパートが真剣に聞き入ってい
ました。また会場からの質問も活発で、エネルギー貯蔵に対する
関心の高さが伺えました。
参加者の 85％以上が会議に満足
来場者アンケートからは、
ESSJ2018 に対して 85％が
「大変良い」か「良い」と評
価しました。参加者の業種別
は、製造業、金融、商社、研
究機関の順に高い比率とな
りました。
参加者のコメント（一部）
・
「大変興味深く、情報満載のイベントでした。いろいろな方々と
話しができ、ビジネスのつながりを新たに持つことができました。」
（ドイツ・製造業）
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・「国ごとの政策、進捗状況、具体例、成長性、その課題等、様々な角度から説明があり、
全ての内容が非常に勉強になった」
（日本・サービス業）
蓄エネ施設見学ツアーも好評
18 日の蓄エネ施設見学ツアーでは、イワタニ水素ステーション芝公園で燃料電池車「ミラ
イ」の試乗とプレゼンテーション、竹中工務店の脱炭素社会実現のための実証実験について
の発表と蓄エネ施設見学、日産自動車グローバル本社でのモビリティと蓄エネに関するプ
レゼンテーションをお聞きしました。いずれも最先端のエネルギー貯蔵の現場を見学し、エ
キスパートから直接説明を聴き、質問できる機会として、高評価をいただきました。
なお、ESSJ2018 ポストショーレポートを現在制作中です。完成次第、ご案内いたします。
2019 年の ESSJ は、6 月末～7 月初旬ごろに東京で開催の予定
日程、詳細決まり次第、ご案内いたします。
エナジー・ストレージ・ヨーロッパ 2019 開催のお知らせ
2019 年 3 月 12 日～14 日、デュッセ
ルドルフにてエナジー・ストレージ・
ヨーロッパが開催されます。
ヨーロッパでナンバーワンの蓄エネ国際会議・展示会として、世界中の最先端の技術が展
開され、蓄エネ業界のエキスパートたちの情報収集とネットワーキングの場をご提供しま
す。日本語のウェブサイトをリニューアルしましたので、是非ご覧ください。
（担当：角納）

glasstec 2018 – 第 25 回目の開催が盛況のうちに閉幕
25 回目を迎えた glasstec 展は大成功を収めて閉幕し、ガラス業
界のトップイベントとしてのポジションを明確にしました。今
回、50 ヵ国から 1,280 社の出展企業が、120 ヶ国以上から
42,000 人の来場者に向けガラス産業、ガラス製造・加工機材、ガラス流通業など、それぞ
れの最新製品情報、最新トレンド情報を展示発表しました。
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今回は日本から 12 社の企業が出展参加し（現地法人出展含
まず）、約 620 人の日本人来場者が glasstec を視察しまし
た。
今回の glasstec の注目テーマは、ガラス製造におけるデジタ
ル化やインダストリー4.0、高機能ガラスと極薄板ガラスの革
新製品などでした。glasstec2018 は、来場者の 7 割が決定権を持ち、ガラス製造や加工、
そして建築や工芸など、業界の関係者にとって情報収入や発注に最適なプラットフォーム
であることを証明しました。

併催プログラムが好評
例年通り、glasstec 会期中の豊富な併催プログラムも好評を博しました。各種併催プログ
ラムの中でも中心となった「glass technology live」特別展は、4 つの大学と共同で企画さ
れ、学術的なガラス研究によりフォーカスが当てられました。また今回初めて、機能性ガ
ラスの製造や用途をテーマとする「function meets glass」
、建設ガラスに関する
「International Architecture Congress」
、構造ガラス製造に関する国際専門学術カンファレン
ス「engineered transparency」などさまざまな会議が glasstec conference に束ねられまし
た。さらに今回、新企業がアピールできる START UP-ZONE が初めて企画され、10 ヵ国よ
り 15 社が参加し、注目を集めました。
日本からの視察団
今回株式会社ガラス新
聞社が視察ツアーを企
画、訪問団をデュッセ
ルドルフへ派遣しまし
た。会期中、会場内の
インターナショナル・
ラウンジで、glasstec 2018 代表が視察団を迎え、歓迎の挨拶
を行いました。また、広島経済同友会が欧州経済視察の一環
として glasstec を訪問しました。
日本ガラスびん協会も前回に続き視察ツアーを実施し、会期
中に行なわれたガラスびん業界団体会議に参加しました。
glasstec の次回開催は 2020 年 10 月 20 日～23 日の予定で
す。

（担当：ユング）

デュッセル NEWS 2018 年 11 月号

MDJ IN ジャパン
2018 年 11 月 30 日「デュッセル CLUB：メッセ・デュッセルドルフの国際戦
略」開催
近年、デュッセルドルフで開催されるメッセは専門性の高
さとともに国際色の豊かさを評価していただいています。
その高い国際性には、140 ヶ国をカバーするメッセ・デュ
ッセルドルフの海外代表部ネットワークが大きく寄与して
います。
このたび、そのネットワークの担当部長である Dr. C.シュ
ッテが来日し、海外でのメッセ展開のほか、代表部のネッ
トワークづくりを通じたメッセ・デュッセルドルフの国際戦略、またデュッセルドルフの見
本市会場のリニューアル企画などを皆様にご紹介します。
日時：2018 年 11 月 30 日（金）
17:00-18:00

プレゼンテーション

18:00-19:30

レセプション

会場：ホテルニューオータニ

ザ・メイン 16 階「ラピス 2・3」

ご関心の向きはこちらより 11 月 21 日までにお申し込みください。

（担当：メルケ）

2018 年 12 月 12 日「デュッセル CLUB：GIFA / METEC / THERMPROCESS /
NEWCAST」開催
鋳造・冶金・熱応用を中心とした金属製造・加工専門メッセ「GIFA /
METEC / THERMPROCESS / NEWCAST」の開催を 2019 年 6 月に控
え、メッセ・デュッセルドルフ本社 副本部長 G.ナブラカワ、ならびに
ドイツ機械工業連盟（VDMA）精錬・圧延設備機械工業会 専務理事 Dr.
T. ヴュルツが来日し、業界の動向と 4 展に関する最新情報を発信する
デュッセル CLUB を、以下の通り開催致します。
日時：2018 年 12 月 12 日（水）
17:00-18:00

プレゼンテーション

18:00-19:30

レセプション

会場：ホテルニューオータニ

ザ・メイン 宴会場階「パラッツォ オータニ」

ご参加はこちらにてお受けしておりますので、ご関心のある方は 11 月 30 日までにお申し
込みください。

（担当：ユング）
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出展者の声
REHACARE 2018 / 国際リハビリテーション・福祉・介護機材展
9 月 26 日(水)～29 日(土)に、デュッセルドルフで開催された、介護、リハ
ビリに関するメッセ、REHACARE 2018 には、42 か国から、過去最高とな
る 967 の出展者が参加し開催されました。日本から 10 社が出展し、商談
や製品デモを行いました。以下、日本出展企業のコメントをご紹介します。

4 年連続でサポーターなどを出展したダイヤ工業
株式会社のコメント
「例年と同じ場所で人通りも良く、今年も色々な
国の方、色々な業種の方と意見交換できた。そし
て、弊社の目的の新規代理店の獲得も可能性が高
いと感じています」

床ずれ防止を目的とした医療用エアマットに
て初出展の株式会社エアサポートのコメント
「初めての出展でしたが、直接エンドユーザ
ーの声や製品評価が得られたことなど、市場
の変化や状態がよくわかり、これからの販売
戦略の立案にも役立てるきっかけになりまし
た。
ドイツ開催で、エンドユーザーの来場者が多
い為、次回はドイツ語の通訳を用意しておく
必要があると感じました」
REHACARE 2018 のファイナル・レポートはこちらより。
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（担当：服部）

デュッセルドルフ近郊美術館ガイド
Langen Foundation（ランゲン美術館）
今号では、デュッセルドルフ郊外の街・ノイスにあるランゲン美術館をご紹介します。
この美術館は世界的に人気のある日本人建築家・
安藤忠雄氏が設計しました。彼の他の建築物と同
様シルキーなコンクリートが印象的で、建築ファ
ンならわざわざ行く価値は十分にあります。
デュッセルドルフ中央駅から電車とバスを乗り
継いで約 45 分。車窓にはのどかな田園風景が広
がります。ここはかつて NATO の基地だった場所
で、1994 年アート蒐集家カール＝ハインリッヒ・ミュラーがこの地を「アートと自然が調
和する場所」にしたいとプロジェクトを発足させました。ミュラーに招待を受け現地に赴い
た安藤はコンセプトに感銘を受け、同年設計案を完成させます。そしてその設計図を目にし
た、同じく蒐集家のマリアンネ・ランゲンがその建築物を自らの最大かつ最後のコレクショ
ンにしたいと即決し、スポンサーとしてイニシアチブを取りランゲン美術館を完成させま
す。
2004 年に完成したランゲン美術館には合計で 1,300 ㎡の 3 つの展示室があり、地上階の細
長い極めてシンプルなギャラリー「日本の間」
には常設展示としてランゲンの日本美術品コ
レクションが展示されています（特別展の時は
この限りではありません）。ガラス屋根から光
が降り注ぐ廊下をゆるやかに下ると地下に天
井高 8m の 2 つの展示室があり、通常は現代美
術のコレクションを鑑賞することができます。
バス停のある通りを挟んで向かいには Museum Insel Hombroich という自然、建築、アート
が一体となった広大な展示施設があります。ランゲン美術館側の敷地と併せて 60 ヘクター
ルもありますので、1 日ゆっくり過ごす予定で行かれることをお勧めします。

Information
Raketenstation Hombroich 1, 41472 Neuss
開館時間：10:00-18:00
入場料：8 ユーロ。Museum Insel Hombroich との共通券 20 ユーロもあり。
アクセス（デュッセルドルフ中央駅から）：
S11 で「Neuss-Süd」または Straßenbahn 709 で「Landestheater」へ。そこからバ
ス 869 または 877 に乗り換え「Bergerhof」へ。バス停から徒歩 10 分程度。
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出展者募集中のメッセ

2019 年 2 月 19 日～21 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
EuroCIS 2019－国際リテール技術展
EuroCIS はリテール技術における欧州でのナンバーワンメッセです。日本か
らは過去にエプソン、沖電気工業、カシオ、グローリー、サトウ、シチズ
ン・システムズ、寺岡精工グループのディジ、セイコーインスツル、東芝テ
ック、日本金銭機械や富士通テクノロジー・ソリューションズなどが出展し
ています。出展お申込案内はこちら。

（担当：メルケ）

2019 年 2 月 21 日～23 日｜インド・デリー
MEDICAL FAIR INDIA 2019 – インド国際医療機器展
依然としてポテンシャルの高いインド・マーケットへの参入を目指すメーカ
ーの皆様にとって、マーケティングや代理店開拓が可能なビジネス・プラッ
トフォームの MEDICAL FAIR INDIA は年々評価が高まっています。前回 2017
年実績は、出展 519 社、ビジター13,480 名と増加中。今回、日本企業複数社
から出展申込もいただいております。是非、出展ご検討下さい。

（担当： 服部）

2019 年 6 月 14 日～17 日｜ロシア・モスクワ
Tube Russia 2019 - ロシア国際管材製造加工・技術展
この 3 展は、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。露・CIS 諸国への参入あ
るいはビジネス拡充に最適な場です。ぜひこの機会に出展をご検討ください。各種ご案内
は Tube / Metallurgy / Litmash をご覧ください。

（担当：ユング）

2019 年 6 月 18 日～20 日｜ロシア・モスクワ
wire Russia 2019 - ロシア国際ワイヤー産業展
ロシア線材業界で有効な専門メッセとして評価されて、前回 2017 年に
2,700 人を超える業界関係者を迎え、盛況裡に終了しました。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。
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（担当：ユング）

2019 年 9 月 18 日～20 日｜タイ・バンコク
wireTube Southeast Asia2019 － 東南アジア国際ワイヤー・
チューブ産業展
線・管材業界専門メッセがタイ・バンコクで同時開催され、この
地方のワイヤーとチューブ産業のトップイベントとして評価され
ています。
申込関連の情報は、「wire Southeast Asia」と「Tube Southeast
Asia」（日本語ウエブサイト）ご覧ください。

（担当：ユング）

2019 年 9 月 18 日～21 日｜タイ・バンコク
PACK PRINT INTERNATIONAL 2019 – アジア国際包装・印刷産業展
T-PLAS 2019 – タイ国際プラスチック・ゴム産業展
東南アジアの主要国、タイの首都バンコクで、同国・地域を代表す
る業界メッセ PACK PRINT INTERNATIONAL、そして T-PLAS は、
次回開催を来年 9 月に控え、目下≪早期お申し込み割引≫を
展開しています。お申し込み順に小間位置・形状が決定致します
ので、ぜひお早めにご検討ください！

（担当： 橋木）

2019 年 11 月 5 日～8 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
A+A 2019 － 国際労働安全機材技術展
労働安全＋労働衛生の世界業界 No.1 メッセ A+A は出展申込受付中。今回も
過去最大規模での開催予定。出展募集ご案内はこちらを。前回ファイナル・
レポートはこちら。申込締め切りは 12 月 1 日厳守です。出展ご希望の方はお
急ぎお申込みください！

（担当：服部）

2019 年 11 月 25 日～28 日｜中国・上海
swop 2019 – 上海国際加工・包装産業総合展
独・デュッセルドルフ開催 interpack 品質を、巨大市場中国で実現
する swop は、次回で第 3 回目を迎えます。前回の swop 2017 に
は、世界 22 か国から 487 社が出展、83 か国 18,000 人超もの関係
者が来場し、盛況裡のうちに幕を閉じました。SAVE FOOD China
をはじめ、併催プログラムも大充実の本展に、製品導入の意思決定に関わる質の高い関係
者の、多数の来場が見込まれます。swop 2019 への出展を、ぜひご検討ください！
（担当： 橋木）
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2020 年 2 月 16 日～20 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
EuroShop – 国際店舗設備・販売促進展
3 年ごとに開催される、店舗設備・設計・販売促進業界のナンバーワンメッ
セである EuroShop は、次回 2020 年 2 月の開催に向け準備を進めています。
2017 年は 12 万㎡の展示面積に 61 ヵ国・2,368 社が出展し、113,000 名が来
場しました。是非、このチャンスをお見逃しなく。各種ご相談はこちらにて。
（担当：メルケ）

2020 年 5 月 7 日～13 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
interpack 2020 – 国際加工・包装産業展
components 2020 – 国際加工・包装部品展
優れたビジネスの場を実現する interpack & components は、2020
年開催において、新たなホール構成（= 6 大分類）を提案します。
また、弊社企画・実施≪ジャパン・パビリオン≫の概要が固ま
り、出展者募集をスタートしました。さらなる効果をきっと実感い
ただける両メッセへのご出展を、ぜひご検討ください！！

（担

当： 橋木）

来場者向け情報
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
こちらをご覧下さい。
モバイル機器ご利用の方には、出展者・製品検索に便利なアプリ「Messe Düsseldorf App」
をお勧めします。 ぜひご利用ください。

2018 年 11 月 27 日～29 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
Valve World Expo 2018 – 国際バルブ技術会議・専門見本市
計 3 ホールに世界 40 か国から 650 を超える企業が最新製品・技術を発表し
ます。同時期に、関連するポンプ業界のミーティングポイント「Pump
Summit」が初開催されます。さらなる注目を集める本メッセに、ぜひご来場
ください。出展者検索、入場券販売

（担当：ユング）
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2019 年 1 月 19 日～27 日｜ドイツ・デュッセルドルフ
boot 2019 – 国際ボートショー
世界最大のボートショーは毎年 1 月にデュッセルドルフで開催され
ます。50 周年を迎える boot2019 は、世界 70 ヶ国から 2,000 社以
上の出展者が参加決定。出展者検索、入場券販売（1 日券 19 ユーロ、
2 日券 27 ユーロ）

（担当：ユング）

上記以外の開催間近のメッセ情報につきましてはこちらのメッセ・カレンダーをご覧いた
だくか、こちらよりお問い合わせください。

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
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