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詳細情報、ご質問

弊社、あるいはメッセ・デュッセルドルフグループについて 

具体的な案件・ご相談などございましたら

下記までお願い致します

お問い合わせ先 › www.messe-dus.co.jp（日本語）

  › www.messe-duesseldorf.com（英語）

お問い合わせ

18–27 メッセ



小原暁子
株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン　代表取締役社長

ようこそ
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ようこそ メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンへ　そして世界へ

05ごあいさつ

「メッセ」は「ミサ」を語源とする中世ドイツ語で、人の集まる市（いち）を表します。ドイツはヨー
ロッパで最も見本市の歴史が古く、日本でいえば鎌倉時代から通商の場として活用されてきまし
た。現在、メッセは全世界から人が集まる専門展示会であり、マーケティングの場として重視され
ています。 

メッセ･デュッセルドルフグループはデュッセルドルフそして全世界でメッセを開催し、それぞれのメッ
セがグローバルNo.1になることを常に目標としてきました。現在では全出展者の四分の三がドイツ国
外からの参加という類を見ない国際性が、メッセ・デュッセルドルフの最大の優位性となっています。

国の枠を越えてのビジネス構築には様々な困難が伴いますが、それらを乗り越え、長期的なビジネ
スに発展させることができるのは、人と人との交流だというのがメッセ・デュッセルドルフの信条で
す。メッセには、広い世界でそれぞれに生きる私たちを物理的・精神的に「引き寄せる」磁力があり、
そこで生まれる出会いは世界を変えることさえできます。 

弊社は1994年の設立以来、メッセ・デュッセルドルフグループが提供するステージで、日本の皆様が
最良の出会いと最大限の成果を得られるよう、出展・来場両面のサポートに努めてまいりました。私た
ちのメッセは、全世界に通じる魔法のドアです。私たちはこれからも、皆様が一歩を踏み出してそのド
アを開け、未来を創り出してゆくそのパートナーとしてお手伝いいたします。

www.messe-dus.co.jp
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「架け橋」−それは人をつなぎビジネスを 

発展させます。日本は世界有数の経済力を持

ち、日本企業の創造性に世界から大きな期待

が寄せられています。

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンは日本と世

界との架け橋となり、日本企業の皆様の活躍の

場を拡げるお手伝いをいたします。



07戦略

メッセ・デュッセルドルフグループ主催の世界をリードする業界専門

メッセへ、日本企業の皆様をお連れします。 

ご参加にあたっては、最良のサービスを提供する弊社の「サービス

ALLIANCE」をご活用ください。お任せいただくことで、最も重要な

メッセ・ビジネスに集中していただけます。

ビジネスの創造を助け、日本企業とパートナーのビジネスを発展 

させること、つまり橋渡しの役割を担うこと。それこそが、弊社が 

目指す「架け橋」なのです。
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世界中から支持される
メッセへ



09展望

メッセ・デュッセルドルフが主催するメッセに、ドイツ国外から多数の出展参加を

いただいています。 その割合はおよそ70%に達します。

ノウハウを共有し、ご準備をサポート　

海外で開催されるメッセへの参加をご計画の日本企業に対し、包括的なサービスを提供します。 

弊社は何も偶然に任せたくありません。それは、新たな市場へ参入する貴社も同じではないでしょうか。
ですから私どもは、貴社が狙うマーケットについて専門知識を提供しています。例えば、セミナーや講演
で欧州の専門家が現在の動向について解説、そして当該市場に関するより正確な情報と理解を深めてい
ただけるよう、個別のご質問にもお答えしています。

通常のビジネスに集中していただきつつ、メッセ参加も成功を収めるよう、さまざまなサービスでお手
伝いいたします。メッセの内容はもちろんのこと、出展計画・準備、出展申込方法など、弊社へご相談くだ
さい。出展を成功に導く、翻訳、ブース設営、あるいは運送、渡航、宿泊などの各種サービスを提供 
する企業も、貴社を全面的にバックアップします。

世界中から支持される
メッセへ
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ビジネスにつながる
コンタクト

世界にある全ての文化に共通すること、それは、人と人との交流は長期的な

ビジネスへと発展する礎であるということです。これは日本にも通ずること

で、弊社も重要視しています。

関係の構築と維持　弊社は、例えば業界団体・メディアなどとコミュニケーションを積極的に育
み、関係を築いています。業界イベントに参加、加えて東京・デュッセルドルフでのイベントや定
期的に開催する「デュッセルCLUB」のように、弊社自身でも情報交換の場を立ち上げ、関係各所
とのコンタクトを大切にしています。

もちろん、皆様のご意見も伺っています。メッセ参加に対するご要望、あるいは不足して 
いる情報を教えていただくなど、私どもにとって貴重な機会です。異なる文化・環境下での 
ビジネスも経験している弊社は、貴社の課題を見いだし、払拭に努め、そして機会を拓いてま
いります。



弊社では、月刊ニュースレター「デュッセルNEWS」を発行し、メッセ会期、出展申込期限、話題のイベントなどの情報
を提供しています。

グループネットワーク　メッセ・デュッセルドルフグループは、世界中に総勢800名超の従業員を有する組織ですが、
私どもは各メッセを担当するそれぞれのチームをよく知っています。皆様からメッセ参加に関するご質問があれば、
ただちに適切な担当者に連絡を取ります。メッセは人と人とのビジネスであり、問題解決にはノウハウがとても重要
です。

メッセ参加で生じるさまざまな案件に対応すべく、メッセ・デュッセルドルフグループは皆様のご要望を満たすサービ
ス会社のネットワークを持っています。

11ビジネス

*2017-2021年実績（2020/21：コロナ禍）

9.3 ％ その他欧州

65.7 % EU

17.8 ％ アジア

83,886 社
出展総数

0.8 ％ アフリカ
1.5 ％ 中南米

4.1 ％ 北米
0.5 ％ オセアニア

7.3 ％ その他欧州
1.1 ％ アフリカ
1.4 ％ 中南米
1.3 ％ 北米
0.3 ％ オセアニア

5.3 ％ アジア

83.2 % EU

4,237,960 名
来場総数

ドイツ国外からの出展者 ドイツ国外からの来場者
デュッセルドルフ見本市会場・自社主催メッセ* デュッセルドルフ見本市会場・自社主催メッセ*
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ビジネス成功のカギ

世界の主要マーケットで

グループが手がける5大業界メッセ

interpack
デュッセルドルフ

components 
デュッセルドルフ

CorruTec ASIA  
タイ・バンコク

Food Africa Cairo  
エジプト・カイロ  

indopack  
インドネシア・ジャカルタ  

PACK PRINT INTERNATIONAL  
タイ・バンコク  

PACK PRINT PLAS PHILIPPINES
フィリピン・マニラ

pacprocess & food pex  
インド・デリー/ムンバイ 

pacprocess Middle East Africa
エジプト・カイロ

printpack alger  
アルジェリア・アルジェ  

swop  
中国・上海 

MEDICA
デュッセルドルフ

COMPAMED 
デュッセルドルフ 

FAMDENT SHOW 
インド・ムンバイ 

MEDICAL FAIR ASIA
シンガポール

MEDICAL FAIR BRASIL
ブラジル・サンパウロ

MEDICAL FAIR CHINA
中国・蘇州

MEDICAL FAIR INDIA
インド・デリー/ムンバイ

MEDICAL FAIR THAILAND
タイ・バンコク

MEDICAL MANUFACTURING ASIA
シンガポール

MEDITECH
コロンビア・ボゴタ



13世界をリードするメッセ

インターネットが世界を席巻、新たなチャンスを創造　今日では、東京からデュッセルドルフへ荷物を送ると、世界の

どこにその荷物があるのかいつでもオンラインで知ることができますが、より良いのは「受取人自身を知っている」こ

とです。私どもメッセ・デュッセルドルフグループは、ビジネスの基礎、つまり「人と人との交流」がはかれる業界メッセを

通じ、貢献いたします。

業界メッセ、それはビジネス関係を築ける場　グローバル化の時代においては、世界市場の中で「現場での存在感」を示すことが必要不可欠で
す。製品マーケティングにおけるメッセの重要性を知っているメッセ・デュッセルドルフは、レベルの高いビジネスコンタクトが得られる業界専門
メッセを作りあげることに尽力しています。

世界のあらゆる場所に　メッセ・デュッセルドルフグループは、日本におけるビジネスの心臓部である東京をはじめ、中国、インド、あるいは
ASEAN諸国など、貴社のビジネスが発展する可能性を秘めたエリアにも、拠点を構えています。ドイツ国外に6支店・76代表部を有するメッセ・
デュッセルドルフは、139か国への玄関口であり、世界中で貴社のビジネス展開をサポートします。どのマーケットにご関心をお持ちですか？ぜひ、
お聞かせください。まだ私どもが進出していないエリアであれば、ご一緒に参りましょう。 

私どもは、グローバルマーケットに関する専門知識、そして業界関係者が一堂に会するメッセの品質を武器に貴社ビジネスのご成功を後押しします。 
メッセ・デュッセルドルフグループはなかでも、包装、医療、プラスチック・ゴム、印刷、線・管材業界のメッセを、世界の注目市場で開催して
います。

K 
デュッセルドルフ

ArabPlast  
UAE・ドバイ  

Chinaplas  
中国・上海/深圳  

COLOMBIAPLAST
コロンビア・ボゴタ 

INDOPLAS  
インドネシア・ジャカルタ  

PACK PRINT PLAS PHILIPPINES
フィリピン・マニラ

plast alger  
アルジェリア・アルジェ  

Plastics & Rubber Vietnam  
ベトナム・ハノイ/ホーチミン  

PLASTINDIA  
インド・デリー 

T-PLAS  
タイ・バンコク  

drupa
デュッセルドルフ

PRINT & DIGITAL  
CONVENTION
デュッセルドルフ 

All in Print China
中国・上海

CorruTec ASIA 
タイ・バンコク 

indoprint
インドネシア・ジャカルタ

PACK PRINT INTERNATIONAL  
タイ・バンコク  

PACK PRINT PLAS PHILIPPINES  
フィリピン・マニラ  

printpack alger  
アルジェリア・アルジェ

wire & Tube
デュッセルドルフ

TUBOTECH
ブラジル・サンパウロ

wire South America
ブラジル・サンパウロ

wire & Tube China
中国・上海

wire & Tube India
インド・ムンバイ

wire & Tube Southeast Asia 
タイ・バンコク

WireShow 
中国・上海



世界中どこでも
24時間体制で
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デュッセルドルフ



15グローバルネットワーク

メッセ・デュッセルドルフにとってこのネットワークは、貴社のニーズに
対応する者が必ずいる、ということを示しています。グローバル企業とし
て、私どもは世界中に拠点を設けています。東京が夕方でも、シンガポー
ルや上海はまだビジネスの真っただ中です。デュッセルドルフが終業に
差し掛かる頃、シカゴが1日のスタートを切ります。そうしてまた、グルー
プにとって新たな1日がスタートするのです。
日本企業の皆様が世界で開催されるメッセへ参加をご希望の場合に
は、東京のメッセ・デュッセルドルフ・ジャパンがお手伝いします。

シカゴ
Messe Düsseldorf 
North America
1982年～

デリー
Messe Düsseldorf 

India 2007年～

香港
Messe Düsseldorf 

China 1999年～

東京
メッセ・
デュッセルドルフ・
ジャパン 1994年～

シンガポール
Messe Düsseldorf 
Asia 1995年～

上海
Messe Düsseldorf 
Shanghai 2009年～

デュッセルドルフ
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機械・製造設備
01

小売・商業サービス
02

components

drupa

Expo for Decarbonised Industries 
> ENERGY STORAGE

GIFA

glasstec

interpack

K

METEC

NEWCAST

PRINT & DIGITAL CONVENTION

THERMPROCESS

Tube

VALVE WORLD EXPO

wire

EuroCIS

EuroShop

ProWein

›

5大専門分野



17専門分野

私どもは、なかでも主要産業５分野に特化し、ビジネスの場を創造しています。メッセ・デュッセルドルフグループが 

主催し成功を収めるメッセは、次のテーマを扱っています。

› 機械・製造設備
› 小売・商業・サービス
› 健康・医療技術
›ライフスタイル・ビューティー
› レジャー

培った鋭い視点とそれぞれに特化したノウハウを駆使し、デュッセルドルフで開催される各業界をリードするメッセをここ数十年でさらに拡充し
ています。

健康・医療技術
03

ライフスタイル・ビューティー
04

レジャー
05

A+A

COMPAMED

MEDICA

REHACARE International

BEAUTY DÜSSELDORF  

TOP HAIR - DIE MESSE

boot

CARAVAN SALON DÜSSELDORF

詳細は、www.messe-duesseldorf.com にてご覧いただけます



機械・製造設備
01
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70年以上の歴史を持つdrupaは、世界の印刷・メディア産業をリードするメッセで、業界の関連製品・サービスの全て
が一堂に会します。王道のメッセとして、印刷・出版・メディア業界の意思決定者から厚い信頼と高評価を得ています。
日本企業にも、毎回多数ご参加いただいています。

› drupa
国際印刷・メディア産業展

開催周期： 4年
専用ホームページ　日本語：  https://drupa.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.drupa.com/

開催メッセ・都市
› All in Print China 上海  › CorruTec ASIA バンコク  › drupa デュッセルドルフ   
› indoprint ジャカルタ  › interpack デュッセルドルフ  › PACK PRINT INTERNATIONAL バンコク   
› PACK PRINT PLAS PHILIPPINES マニラ  › PRINT & DIGITAL CONVENTION デュッセルドルフ   
› printpack alger アルジェ

interpackは、包装・加工産業にとって最重要の国際メッセで、出展製品群は、包材の製造・加工から包装技術、流通、
品質保証、消費者保護に至るまでの全バリューチェーンをカバーします。このためinterpackは、特に食品・飲料・菓
子、医薬品、化粧品、また食品以外の消費財・生産財を扱う業界関係者にとって、来場必須のイベントとなっています。
この分野での日本の技術は評価が高く、多くの企業にご出展いただいています。

2014年からinterpack内に設けられたcomponentsは、モーター・駆動技術、制御技術、センサー技術、マシンビジョ
ン、ハンドリング技術など、包装・加工に関わる部品・重要技術が集結する専門メッセです。来場者はもとよ
り、interpackの出展者もcomponentsの顧客対象、という非常に効率的かつ理想的なビジネスの場を提供します。

› interpack
 国際加工・包装産業展

開催周期： 3年
専用ホームページ　日本語：  https://interpack.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.interpack.com/

› components
 国際加工・包装部品展

開催周期： 3年
専用ホームページ　日本語：  https://interpack.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.packaging-components.com/

開催メッセ・都市
› components デュッセルドルフ  › CorruTec ASIA バンコク  › drupa デュッセルドルフ   
› Food Africa Cairo カイロ  › indopack ジャカルタ  › interpack デュッセルドルフ  
› PACK PRINT INTERNATIONAL バンコク  › PACK PRINT PLAS PHILIPPINES マニラ  
› pacprocess & food pex デリー/ムンバイ  › pacprocess Middle East Africa カイロ  
› printpack alger アルジェ  › swop 上海 



世界を代表するワイヤー・ケーブルの産業メッセwireでは、ワイヤー製造・仕上機械、加工工具、原材料、特殊用途品、 
器具、制御システム、検査機器、特殊応用技術のイノベーションをご覧いただけます。毎回世界中から業界の意思決
定者が一堂に会し、活発な意見交換・商談が行われています。

› wire
国際ワイヤー産業展
 
開催周期： 隔年
専用ホームページ　日本語：  https://wire.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.wire-tradefair.com/

19メッセ

Kでは、プラスチック・ゴム産業の最新技術動向が発信されます。出展製品は、原材料、機械・機器、部品、完成品に及
び ま す。展 示 に 加 え、世 界 中 から専 門 家 が 集 結し 意 見 を 交 わ す 併 催 プ ログ ラム も 大 変 充 実して おり、 
プラスチック製品製造、機械、自動車、電気、建設、化学産業などの意思決定者を惹きつけています。

› K
国際プラスチック・ゴム産業展

開催周期： 3年
専用ホームページ　日本語：  https://k.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.k-online.com/

開催メッセ・都市
› ArabPlast ドバイ  › Chinaplas 上海/深圳  › COLOMBIAPLAST ボゴタ  › INDOPLAS ジャカルタ   
› K デュッセルドルフ  › PACK PRINT PLAS PHILIPPINES マニラ  › plast alger アルジェ   
› Plastics & Rubber Vietnam ハノイ/ホーチミン  › PLASTINDIA デリー  › T-PLAS バンコク

Tubeでは、管材、製造機械、加工工具、器具、パイプライン・OCTG技術、制御システム、検査機器などの最新開発製品・ 
技術・トレンドを紹介します。管材業界はもとより、管材が使用される全産業分野にとって魅力的なプログラムが組ま
れています。

› Tube
 国際管材製造加工・ 技術展

開催周期： 隔年
専用ホームページ　日本語：  https://tube.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.tube-tradefair.com/

開催メッセ・都市
› wire デュッセルドルフ  › wire South America サンパウロ  › wire China 上海  › wire India ムンバイ  
› wire Southeast Asia バンコク  › WireShow 上海

開催メッセ・都市
› Tube デュッセルドルフ  › TUBOTECH サンパウロ  › Tube China 上海  › Tube India ムンバイ  
› Tube Southeast Asia バンコク  



20

GIFAは世界の鋳造産業にとって重要な業界メッセで、素材から製造技術の最新開発情報を幅広く紹介します。関連
産業にとって、GIFAはまさにイノベーションの宝庫です。特別展示に加え、広範囲かつ注目のトピックが取り上げられ
る会議も併催され、充実したビジネスの場を提供しています。

› GIFA
 国際鋳造技術・機械展＋WFO技術フォーラム

開催周期： 4年
 METEC、THERMPROCESS、NEWCASTと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://gifa.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.gifa.com/

開催メッセ・都市
› GIFA デュッセルドルフ  › GIFA Indonesia ジャカルタ  › GIFA Southeast Asia バンコク  

METECは、冶金産業にとってイノベーションの場であり、世界の冶金技術のアップデートを牽引しています。より高度
な鋼鉄溶解や機械加工が展示されるMETECは、まさに業界を代表するメッセです。最先端トピックがめじろ押しの併
催会議プログラムは、業界の今と今後が把握でき理解が深められると、毎回好評を博しています。

› METEC
 国際金属製造・冶金技術機械展・会議

開催周期： 4年
 GIFA、THERMPROCESS、NEWCASTと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://metec.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.metec-tradefair.com/

VALVE WORLD EXPOは、世界40か国から650を超える出展者を集め、誰もが認める最も重要な業界メッセであり、刺
激的なアイデアが飛び交い、新しい方向への決定づけがなされる理想的な機会として、その存在を示しています。特
筆すべきは、日本企業がこのメッセを長年にわたり後援していることです。

› VALVE WORLD EXPO
 国際バルブ技術会議・専門見本市

開催周期： 隔年
専用ホームページ　日本語：  https://valveworld.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.valveworldexpo.com/

開催メッセ・都市
› VALVE WORLD EXPO デュッセルドルフ  › Valve World Expo Americas ヒューストン   
› Valve World Expo Asia 蘇州 

機械・製造設備
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開催メッセ・都市
› METEC デュッセルドルフ  › METEC India ムンバイ  › METEC Indonesia ジャカルタ   
› METEC Southeast Asia バンコク
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THERMPROCESSは、効率的な熱処理に関する全製品・技術を扱います。産業に必要不可欠なイノベーションが集結
するため、業界関係者やユーザーにとって本メッセへの参加は必須と言っても過言ではありません。併催プログラム
には、THERMPROCESSシンポジウム、FOGI（工業炉研究会）特別展などがあります。

› THERMPROCESS 
 国際工業炉・熱応用技術展・シンポジウム

開催周期： 4年
 GIFA、METEC、NEWCASTと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://thermprocess.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.thermprocess-online.com/

精密鋳造の最新開発開発を発信する国際色豊かな業界メッセNEWCASTは、幅広い産業の設計技師や購買担当者が
最先端のイノベーションを目にする貴重な機会です。展示に加えNEWCASTフォーラムも行われ、鋳造所とその顧客
を中心に毎回多くの関係者にご参加いただいています。

› NEWCAST
 国際精密鋳造品展

開催周期： 4年
 GIFA、METEC、THERMPROCESSと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://newcast.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.newcast.com/

開催メッセ・都市
› NEWCAST デュッセルドルフ  

開催メッセ・都市
› THERMPROCESS デュッセルドルフ  › THERMPROCESS China 上海
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Expo for Decarbonised Industries > ENERGY STORAGE (decarbXpo)は、全産業界をあげて気候変動対策への道を
切り開くメッセです。

気候保護目標は、エネルギー部門のみならず産業界全体に大きな課題を突きつけています。2030年までにCO2を
55％削減するというEUの目標はその一例です。数年以内に、排出集約型の生産工程を含む企業活動を、気候中立に
むけて変革しなければならないのです。そのためには高温熱貯蔵などの新技術や、グリーン水素を利用した革新的
な生産プロセスが必要です。メッセ・デュッセルドルフは、移行を容易にするために、「decarbXpo」を開催します。

decarbXpoは、2022年9月20日から22日まで、メッセ・デュッセルドルフで初開催されます。脱炭素化に向け、熱や
電力の貯蔵、そして水素に焦点を当て、気候中立にむけた革新的な技術やソリューションが紹介されます。また、

「ecoMetals Day」を含む3つの併催コンファレンスやフォーラムにおいては、トップレベルの専門家が脱炭素化に
ついてあらゆる側面から議論します。

この見本市は、蓄電システムに特化した「ENERGY STORAGE EUROPE」を前身としています。メッセ・デュッセルドルフ
が現在の経済状況やエネルギー・地政学的な状況を踏まえて、今回の新名称にたどり着いたことをご理解いただけ
ることかと思います。再生可能エネルギーへの急速な転換は、気候保護にとどまらず、供給安定性の確保、ひいては
エネルギー価格高騰に直面する産業界の存続に不可欠です。

エネルギー貯蔵は引き続き重要な要素であり、電気のみならず廃熱利用や熱供給のための貯蔵ソリューション、ま
た水素の製造から利用までの技術やサービスにも焦点が当てられています。

› Expo for Decarbonised Industries > ENERGY STORAGE
 脱炭素産業展

開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://decarbxpo.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.decarbxpo.com/

開催メッセ・都市
› Expo for Decarbonised Industries > ENERGY STORAGE デュッセルドルフ

glasstecは、ガラス関連産業および素材としてのガラスの革新的な可能性までの全てを示す世界で唯一の業界メッ
セです。焦点は、各種ガラス製造・製法技術・機械および用途開発です。特殊用途の薄板ガラス、絶縁ガラス、レーザー
技術、太陽光発電、太陽熱工学技術といった将来的なテーマも扱われ、大きな関心を集めています。特別展・技術シン
ポジウムも充実し、高い評価を受けています。

› glasstec
 国際ガラス製造・加工機材展

開催周期： 隔年
専用ホームページ　日本語：  https://glasstec.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.glasstec-online.com/

開催メッセ・都市
› glasstec デュッセルドルフ  › glasspex INDIA ムンバイ  › glasspro INDIA ムンバイ

機械・製造設備
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商業・サービス
02

持続的成長を目指す小売業界にとって、国際No.1メッセEuroShopを見逃すことはできません。店舗建設、内装、設計、
マーケティング、販促、IT・防犯技術、イベント用ブースデザインなどが展示されるEuroShopは、生産消費財にまつわ
る全てを網羅します。来場者には小売業界をはじめ、建築、リテールデザイン、商業デザイナー、ビジュアルマーケティ
ング担当者などが含まれます。

› EuroShop
 国際店舗設備・販促機材展

開催周期： 3年
専用ホームページ　日本語：  https://euroshop.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https//www.euroshop-tradefair.com/

EuroCISは、小売向けIT、マルチチャネルソリューション、セキュリティ技術に関する欧州をリードする専門メッセです。
小売業界の需要に合致するITソリューションが集まる本メッセは、レジ・支払システム、POS・安全技術、e・mコマース、
供給管理などの最新製品・技術情報やトレンドを把握できる理想的な場です。

› EuroCIS
 欧州リテール技術展

開催周期： 毎年
 EuroShop開催年はその1部門として
専用ホームページ　日本語：  https://eurocis.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.eurocis.com/

世界のワインに関心のある方は、大規模ワインマーケティング会社から小規模ワイン醸造所に至るまで、世界の主な
ワイン産地の製品が一堂に会する世界最大のメッセProWeinに、ぜひご参加ください。ProWeinは業界関係者にとっ
てNo.1のビジネスの場であり、卸・小売のバイヤー、ケータリング、輸出入企業にとっては参加必須のイベントです。ま
さに業界関係者が世界中から集結するのがProWeinなのです。

› ProWein
国際ワイン・アルコール飲料展
開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://prowein.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.prowein.com/

開催メッセ・都市
› ProWein デュッセルドルフ  › ProWine HongKong 香港  › ProWine Mumbai ムンバイ   
› ProWine São Paulo サンパウロ  › ProWine Shanghai 上海  › ProWine Singapore シンガポール  

開催メッセ・都市
› China in-store 上海  › EuroCIS デュッセルドルフ  › EuroShop デュッセルドルフ  › in-store asia ムンバイ
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健康・医療技術
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世界最大の医療機器展MEDICAは、患者治療、診療にまつわる全製品・システムをカバーします。そのため、一般開業
医、病院における意思決定者、商社などにとって本メッセは必要不可欠なイベントです。日本企業の出展数は、2007
年に比べほぼ倍増しています。これは、日本からの革新的な医療技術に対するニーズが高く、海外市場を開拓できて
いることを示しています。MEDICA Congressをはじめ、会期中に数多く行われる併催プログラムは、第一級の情報を
得られる機会として医療従事者や技術スタッフから高い評価を受けています。

› MEDICA
国際医療機器展　国際会議併催
開催周期： 毎年
 COMPAMEDと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://medica.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.medica-tradefair.com/

開催メッセ・都市
› MEDICA デュッセルドルフ  › FAMDENT SHOW ムンバイ  › MEDICAL FAIR ASIA シンガポール  
› MEDICAL FAIR BRASIL サンパウロ  › MEDICAL FAIR CHINA 蘇州  › MEDICAL FAIR INDIA デリー/ムンバイ  
› MEDICAL FAIR THAILAND バンコク  › MEDITECH ボゴタ

業界をグローバルにリードするメッセCOMPAMEDは、サプライヤーから医療機器製造部門に対して、医療技術の明
日を提示します。出展製品群は、部品、チューブ、フィルター、ポンプ、原材料、接着剤、検査システム、製造設備サービ
スにまで及びます。目玉となるテーマは主に、マイクロシステム技術・ナノ技術です。COMPAMEDは、機器製造はもち
ろん、医療技術分野の管理職・製品開発・購買担当を惹きつけてやみません。2007年には数社だった出展者が2020
年には111社となるなど、日本からの参加が急激に増加してきています。

› COMPAMED
国際医療機器部品展
開催周期： 毎年
 MEDICAと同時開催
専用ホームページ　日本語：  https://compamed.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.compamed-tradefair.com/

開催メッセ・都市
› COMPAMED デュッセルドルフ  › MEDICAL MANUFACTURING ASIA シンガポール  
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障害がある、慢性的に体調がすぐれない、あるいは要介護認定を受けている方々、そして製品・イノベーションに関す
る情報を得たい関係者にとって、REHACAREは見逃せません。世界中から集まる出展者が革新的な製品・技術を発信
し、また福祉協会、自助グループ、関連機関などは最新トレンド、構造、規定を紹介するという重要な場だからです。費
用の比較、ノウハウの習得、ビジネス関係の深化が見込める本メッセを、医薬品製造、サービス業者、サービス受益機
関、老人ホームの管理職、病院、公的機関などに活用いただいています。

› REHACARE International
 国際リハビリテーション・福祉・介護機材展

開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://rehacare.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.rehacare.com/

質・量ともに世界最大かつ最重要な、労働安全衛生展A+Aは、労働安全・セキュリティー・健康を確保するために必要
なあらゆる製品・技術を発信します。通常展示に加え、国際的な協会・機関・団体による実際に役立つ情報やプレゼン
テーションが聞ける併催プログラムも人気を博しています。

› A+A
 国際労働安全衛生展・会議

開催周期： 隔年
専用ホームページ　日本語：  https://aplusa.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.aplusa-online.com/

開催メッセ・都市
› A+A デュッセルドルフ  › CIOSH 上海  › OS+H Asia シンガポール  › TOS+H EXPO イスタンブール  

開催メッセ・都市
› REHACARE International デュッセルドルフ  › REHACARE SHANGHAI 上海  
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BEAUTY DÜSSELDORFは、化粧品、ネイル、フットケア、ウェルネス、スパにまつわる最新製品・技術・情報が集結する、
世界屈指の規模と充実した内容を誇るビューティー総合展です。来場者のほとんどがドイツ国内であることから、欧州
トップクラスの市場規模を誇るドイツの関係者に効果的にアピールできる場として、日本の関連各業界から近年注目
を浴びています。

毎回、BEAUTY DÜSSELDORFと会期が1日半重なるTOP HAIR – DIE MESSEは、ドイツ国内で知らない理美容師がいな
いほど、業界に深く根付いたイベントです。理美容師が必要とする製品が、一堂に会するのはもちろん、最新のヘアス
タイルトレンドやカット技術も披露されます。理美容鋏・椅子など、日本企業が展示する製品は、本メッセにおいて好
評を博しています。

ライフスタイル・ビューティー
04

開催メッセ・都市
› BEAUTY DÜSSELDORF デュッセルドルフ  › TOP HAIR - DIE MESSE デュッセルドルフ

› BEAUTY DÜSSELDORF
国際コスメ・ネイル・フットケア・ウェルネス・スパ展
開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://beauty.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.beauty-duesseldorf.com/

› TOP HAIR - DIE MESSE
国際理美容展・会議・ヘアショー
開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://beauty.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.top-hair-international.com/
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レジャー
05

世界初公開のボートやヨット、ウォータースポーツ用品・サービスが見られるbootは、世界最大のボート・ウォーター
スポーツの専門メッセです。世界100か国からデュッセルドルフへやってくる来場者に、業界の最新製品・情報とこれ
からを紹介します。

› boot
国際ボート・ウォータースポーツ展
開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://boot.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.boat-duesseldorf.com/

開催メッセ・都市
› boot デュッセルドルフ

世界最大のキャラバン・キャンピングメッセCARAVAN SALON DÜSSELDORFは、2人用のキャラバンから高級トレー
ラーハウスに至るまで、マーケットのすべての製品が一堂に会します。本メッセでは、イノベーションだけではなく、観
光地をはじめとしたレジャーの計画を円滑にしてくれる情報も扱われます。

› CARAVAN SALON DÜSSELDORF
国際キャラバン・キャンピング展
開催周期： 毎年
専用ホームページ　日本語：  https://caravan.messe-dus.co.jp/
 英・独語： https://www.caravan-salon.com/

開催メッセ・都市
› All in Caravanning 北京  › CARAVAN SALON DÜSSELDORF デュッセルドルフ
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デュッセルドルフの日本人コミュニティは、ロンドン、パリに次いでヨーロッパで3番目の規模を
誇っています。デュッセルドルフ市だけでも約8,400人、ノルトライン・ヴェストファーレン（NRW）
州全体では約14,800人の日本人が暮らしています。

NRW州に進出した日系企業約620社で52,600名以上の雇用が生み出されており、うち約400社
は州都・デュッセルドルフに拠点を構えています（2020年時点）。

出典： デュッセルドルフ観光局  

https://www.japantag-duesseldorf-nrw.de/en/experience/japan-in-duesseldorf



日本とノルトライン・ヴェストファーレン（NRW）州都デュッセルドルフの密接な関わ

りには、長い歴史があります。日本企業が初めてこの地に進出したのは1955年、そ

れは総合商社でした。デュッセルドルフは、製鋼や機械といった重工業ビジネスが

あるルール地方に拠点を持つ企業の中枢としてみなされていました。

くつろげる街

29州都デュッセルドルフ

NRWが日本から進出する企業に対し提供する優れた将来ビジョンは瞬く間に広まり、今ではドイツに
おける日本企業のおよそ半分が、NRW州に本部を設けています。

デュッセルドルフでできること、それは多岐にわたります。メッセの場合それは顧客、もしくはビジネス
パートナー、あるいはその両方を見つけられる、ということです。NRW州は、ヨーロッパでも有数の産
業が活発な地域で、輸出に強いドイツを牽引しており、日本にとっても非常に重要な、化学、機械・プラ
ント、電気、そして将来有望な再生可能エネルギー、環境保護、ナノ技術など、主要産業の本拠地です。
また、州都デュッセルドルフはメディア・通信分野でドイツをリードする都市です。健全な財政状況にあ
る市は、ドイツ国内の自治体のなかで最も強い経済力を持っています。

世界もとても身近です。ロンドンからは飛行機で90分、ミラノへはそれにプラス10分で到着できます。
欧州内を出張する人の多くは、デュッセルドルフ空港が持つ路線網を高く評価しています。このほか
に、NRW州内には国際空港が6か所あり、毎日総計390ものドイツ国内外の都市へ向けて飛び立って
います。工場集積地と欧州の大都市を結ぶ緻密な高速道路システムを持つ一方、ライン川を利用すれ
ば、船で商品を効率的に輸送することもできます。



デュッセルドルフは、欧州でビジネスを展開したい企業に良い効果をもたらすに違いありませ

ん。州都とその周辺に住む人はおよそ1,000万人、半径500km圏内ではEU域内人口の1/3強に

あたる1.5億人を数えます。

さまざまな顔を
魅せる都市
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仕事が終わると、デュッセルドルフに住む人々は何をしているのでしょう？人生を謳歌している、という言葉がまさにぴっ
たりです。一緒に楽しみませんか？市内には、歴史あるイエーガーホーフ城、華やかな現代美術コレクションを堪能でき
るK21、建築の見どころがつまったメディアハーフェン地区など、魅力的なスポットが点在しています。夏にはライン河畔
遊歩道の素敵な雰囲気を楽しめますし、ケーニヒスアレーでのお買い物も一興です。

新しくとても魅力的な一面を、私どもの仲間である日本人社会はデュッセルドルフ市の顔に加えてくれました。日独
センター、日本商工会議所、そして進出している日本企業もそのひとつです。なかでも、欧州唯一の日本式寺院「惠光
日本文化センター」は、お互いを尊重しあう日独社会の象徴です。今では、デュッセルドルフ市のイベントカレンダーに

「日本デー」は必要不可欠です。
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「デュッセルCLUB」
東京で定期的に開催される「デュッセルCLUB」
では、意見交換はもちろん、お互いをさらに知
ることができます。業界のリーダーが、くつろい
だ雰囲気のなか記者や顧客と出会うこの場は、
弊社にとってもメッセ会期以外で皆さまとお目
にかかれる貴重な機会です。

日本パビリオン
海外市場開拓の必要性を認めつつも、これま
でのように総合商社に頼らず実現させたいと
考える中小企業の数が増加傾向にある状況を
鑑み、弊社ではグループが主催するメッセで 
日本パビリオンをアレンジしています。通訳、 
マーケティング活動、あるいは会期中のケータ
リング手配をはじめ、全面的な支援が受けら
れる日本パビリオンへご参加いただければ、 
海外ビジネス未経験の中小企業でも、比較的
容易に販路を拓くことができます。

「サービスALLIANCE」
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンのサービ
スALLIANCEは、ホテル・航空券手配、ブース
装飾、展示品運送、VAT還付、印刷物作成など、
メッセ参加に関連するサービス・プロバイダー
のネットワークです。 

出展者の皆様のメッセ参加準備に関する負担
軽減のため、またビジターの皆様の渡航準備
のサポートのため、MDJがその品質と実績を
認定したサービス・プロバイダーをワンストッ
プでご紹介いたします。

ドイツでのメッセへの参加も日本にいながら
日本語での対応、準備が可能であり、皆様に
安心して業者を選定していただき、日常業務
への支障を最小限にしてメッセへご参加いた
だけます。



32

MESSE DÜSSELDORF ASIA (MDA)
メッセ・デュッセルドルフ・アジア

› CorruTec ASIA
› GIFA Indonesia
› GIFA Southeast Asia
› INDOPLAS / indopack /   

indoprint 
› MEDICAL FAIR ASIA  
› MEDICAL FAIR THAILAND  
› MEDICAL MANUFACTURING 

ASIA  
› METEC Indonesia
› METEC Southeast Asia
› OS+H Asia  
› PACK PRINT INTERNATIONAL  
› PACK PRINT PLAS PHILIPPINES
› Plastics & Rubber Vietnam  
› ProWine Singapore
› T-PLAS  
› Tube Southeast Asia 
› wire Southeast Asia

MESSE DÜSSELDORF SHANGHAI (MDS)
メッセ・デュッセルドルフ・上海

› All in Caravanning
› All in Print China  
› China in-store
› Chinaplas  
› CIOSH 
› MEDICAL FAIR CHINA
› ProWine HongKong
› ProWine Shanghai
› REHACARE SHANGHAI
› swop  
› THERMPROCESS China
› Tube China  
› wire China
› WireShow

MESSE DÜSSELDORF INDIA (MDI)
メッセ・デュッセルドルフ・インド

› FAMDENT SHOW
› glasspex INDIA  
› glasspro INDIA  
› in-store asia
› MEDICAL FAIR INDIA  
› METEC India
› pacprocess & food pex
› PLASTINDIA
› ProWine Mumbai
› Tube India  
› wire India  

MESSE DÜSSELDORF JAPAN (MDJ)
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン

アジア・太平洋地域での活動
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ビジネスが活発な地域で、私どもグループは活動しています。メッセ・デュッセルドルフは成長市場の動向を注視し、
経験を積み上げてきました。

現在、日本の最大のビジネスパートナーは中国です。ここでも私たちは先駆的な仕事を成し遂げています。メッセ・
デュッセルドルフは、「メッセ・デュッセルドルフ・香港（MDC）」、「メッセ・デュッセルドルフ・上海（MDS）」として、1999
年から上海ならびに香港で活動しています。その他には、北京にも事務所を構え、中国国内のメッセを担当しています。

シンガポール支社を通じ、メッセ・デュッセルドルフは東南アジアをカバーしています。この経済圏は6.5億人もの人
口を有し、世界でも有数の経済成長を見せる地域です。なかでも成長の可能性を秘めるタイ、インドネシア、ベトナム、

フィリピンで、シンガポール支社はすでに業界メッセをスタートさせています。

「Made in D」 メッセ・デュッセルドルフは、メッセ業界における国境を越えたビジネスの先駆者です。私どもが掲げる
大きな目標は、グループが得意とする5部門の産業メッセをアジアで作り上げ、地域に浸透させ、そして業界を代表す
るイベントへと成長させることです。

全ての過程を円滑に進められるよう、業界団体・公共機関と関係を構築する者、あるいはデュッセルド
ルフで蓄積したノウハウを活用し、アジアで展開できる者など、私どもグループはメッセを主催し実行
できる専門集団です。弊社は、ビジネス、そして人をつなげて参ります。グループが主催するメッセへ
来場いただければどこでも、あたたかくお迎えします。よいビジネスが根づく関係を構築できる有効
な機会を、ぜひ継続的にご利用ください。

日本製品は世界で高い評価を受けています。そして、海外ビジネスは日本経済の成長を後押し

します。近年、欧州連合と日本の近隣諸国間、なかでも中国・ASEAN諸国との貿易が活発な傾向

が見受けられます。好調な東アジア地域では、ノウハウ、生産財、そして豊かさに比例する消費

財に対し、膨大な需要があります。

マーケット

ビジネスチャンスは
世界中に
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詳細情報、ご質問

弊社、あるいはメッセ・デュッセルドルフグループについて 

具体的な案件・ご相談などございましたら

下記までお願いいたします

お問い合わせ先 › www.messe-dus.co.jp（日本語）

  › www.messe-duesseldorf.com（英語）

お問い合わせ




