2014 年 10 月

世界のフロアカバリング・トレンドのバロメーター－DOMOTEX 2015
- 世界中からフロアカバリング業界の有力企業がこぞって出展
- Innovations@DOMOTEX ではアプリケーションや施工技術にもフォーカス
- 国際的に活躍する精鋭デザイナーが Innovations@DOMOTEX Talks に参加
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Deutsche Messe:
世界のフローリング業界をリードする国際絨毯・カーペット・フロアカバリング
見本市
年1月
17 日（土）から 20 日
2013:DOMOTEX（ドモテックス）2015
Deutsche Messe AG reports が、2015
the highest
sales
（火）まで、ドイツ・ハノーバー国際見本市会場で開催される。60 を超える国々
revenue
in ten
years
から約 1,300
社が出展し、革新的製品や最新技術、次シーズンに向けたコレクシ
ョンを発表する。国境を超えた出会いの場であり、業界の成長に重要な役割を果
– Record number of trade fairs staged outside
たす DOMOTEX 2015 は、最先端イノベーションの紹介等、新たな刺激を提供す
Germany
るとともに、国際的な商機を創出する。会場では、優れた革新的製品や技術に、
効率的かつターゲットを絞った方法で焦点をあてるユニークな特別展示企画
– Initiation of a long-term site development project
Innovations@DOMOTEX も実施される。2015 年は前回成功を収めたコンセプト
を拡大し、初の試みとして、アプリケーションや施工技術分野のイノベーション
Hannover. In 2013 Deutsche Messe AG, Hannover, will
も取り上げることとなった。これらは 3 か所の特別展示エリアのいずれかで紹介
report the highest sales revenue for the past ten years.
されるが、このエリアでは、テキスタイル、弾性床材、寄木床材、ラミネートフ
According
to the provisional figures, revenues will rise
ローリング、現代的な手織りラグやカーペットが展示される。

to €317 million. The company’s annual earnings will
ドイツメッセ株式会社 DOMOTEX 担当取締役副社長 Dr. Jochen Köckler（ヨッヘ
be
in the region of €11.5 million. The Managing Board
ン・ケックラー）は「多種多様な製品からイノベーションやトレンドまで広範囲
に紹介される
はほかに類のない国際見本市である。DOMOTEX
は見
presented aDOMOTEX
corresponding
preview at the meeting of
本市であると同時に、世界的なトレンドのバロメーターなのだ」と述べた。
the Supervisory Board in Hannover on Thursday. “The
DOMOTEX には小売業、卸売業、専門職、建築、インテリアデザインに携わる業
year 2013 demonstrates impressively that our company
界人が、新製品や業界のトレンド情報を収集するために国内外から集結し、その
is
dynamic and stable growth. The provisional
90 achieving
パーセント超が購入の意思決定に関わるビジネス志向の見本市である。

accounts for 2013 confirm that, according to all the
DOMOTEX
には業界の世界的なサプライヤーが数多く出展するが、その
85 パー
relevant indicators,
Deutsche Messe has grown for the
セント超をドイツ国外の企業が占める。DOMOTEX の出展社は、住宅／商業施設
third year in succession,” said Dr. Wolfram von Fritsch,
向けのテキスタイルや弾性床材から、寄木床材、ラグ・カーペット、ラミネート
Chairman of the Managing Board of Deutsche Messe
フローリング、屋外用床材に至るさまざまな分野の製品やイノベーションのほか、
AG.
施工／メンテナンス／アプリケーション技術を紹介する。

The sales revenues of €317 million are the outcome of
several positive factors. “Without1 exception, our trade
fairs in Germany have performed better than their

2014 年に初めて創設され、大きな成功を収めた Innovations@DOMOTEX は、
2015 年は 2 度目の実施となる。Köckler は「来場者に詳細な説明を提供するとい
う Innovations@DOMOTEX のコンセプトは、商談糸口を獲得するのに大きく貢
献することから、出展社の好評を博している」と語った。
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スペシャル・ゲストの一流デザイナーたち: Stefan Diez、Ross Lovegrove、
Deutsche Messe:
Roberto Palomba
2013:
Deutsche Messe AG reports the highest
一連のプレゼンテーションやディスカッション・フォーラムも、DOMOTEX
に欠
かせないプログラムである。フローリングのデザインが、ますます多彩かつ人目
sales revenue in ten years
を引くデザインへと移行する中、Stefan Diez（ステファン・ディーツ）、Ross
Lovegrove（ロス・ラブグローブ）、Roberto
– Record number of trade fairs stagedPalomba（ロベルト・パロンバ）
outside
等、国際的に著名な建築家、インテリアデザイナー、プランナー／デザイナーが、
Germany
ホール 6 で開催される Innovations@DOMOTEX Talks で、今後のトレンドと作品
– Initiation of a long-term site development
への影響についてディスカッションを行う。さらに、プレゼンテーション・プロ
project
グラムに参加する建築家やデザイナーが、特別展示エリアから出展社のブースへ
と解説を交えて来場者を誘導する案内ツアーも実施される。

Hannover. In 2013 Deutsche Messe AG,
ホール 17 ではオリジナル作品の高級手織りラグが紹介され、Rug Star、Floor to
Hannover, will report the highest sales revenue for
Heaven 、 Jan Kath Design 、 Makalu 、 Obetee 、 Reuber Henning 、 Hossein
the past ten years. According to the provisional
Rezvani、Wool & Silk Rugs、Zollanvari 等の有名デザイナーやメーカーが最新作
figures, revenues will rise to € 317 million.
The 16 で紹介される。
を出展する。伝統的な手織りラグは、主にホール
15 とホール
ホール 14 にはアンティークなラグの展示スペースも設けられ、現代的なホーム
company’s annual earnings will be in the region
インテリアとの見事なコントラストが描き出される。
of €11.5 million. The Managing Board presented a
Carpet
Design Awards
2015 と
が一体に
corresponding
preview
atInnovations@DOMOTEX
the meeting of the

Supervisory
Board
in Hannover
on Thursday.
DOMOTEX 2015
では、Carpet
Design Awards（カーペットデザイン賞）が初め
て
Innovations@DOMOTEX
の一環として実施される。「DOMOTEX
を Carpet
“The
year 2013 demonstrates
impressively that
Design Awards 発表の場とすることで、出展社のオリジナル作品のプレゼンテー
our company is achieving dynamic and stable
ションとプロモーションに大きな付加価値が生まれる」と Köckler は強調した。
growth. The provisional accounts for 2013
Carpet Design Awards は現代的な手織りカーペットを対象とした最も権威ある国
confirm that, according to all the relevant
際的な賞として評価されており、国際的に活躍する審査員団が、8 つの各カテゴ
indicators,
Deutsche3 Messe
has grown for the
リーからカーペットを
点選出する。選出されたカーペットはホール
17 の

third year in succession,” said Dr. Wolfram von
Fritsch, Chairman of the Managing Board of
Deutsche Messe AG.
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Innovations@DOMOTEX エリアで展示され、2015 年 1 月 18 日（日）に行われ
る公式授賞式で各カテゴリーの受賞者が発表される。
ホール 7 では多数の体験型プログラムが行われる。このプログラムでは、寄木張
り、床張り、内装、塗装、木工などの専門職従事者向けに、施工、メンテナンス、
アプリケーションの革新的な技術に関して知っておくべき情報や、日々の業務に
28 November 2013
役立つ情報を提供する。さらに、来場者はホール 8 とホール 9 で、寄木床材、木
Deutsche Messe:
製床材、ラミネート床材、屋外用フローリングについての包括的な情報を入手で
きる。
2013: Deutsche Messe AG reports the highest
当リリースの全文はこちらからご覧いただけます。
sales revenue in ten years

– Record number of trade fairs staged outside
DOMOTEX WORLDWIDE:
Germany
ドイツメッセ株式会社のグループ各社は、世界 4 カ所で DOMOTEX 見本市を主
– Initiation of a long-term site development
催している。
project
DOMOTEX（2015 年 1 月 17 日～20 日、ドイツ・ハノーバー）カーペットとフ
ローリングの世界最大規模の見本市。ドイツメッセが主催。

Hannover. In 2013 Deutsche Messe AG,
DOMOTEX asia/CHINAFLOOR（2015 年 3 月 24 日～26 日、中国・上海）アジ
Hannover,
will report the highest sales revenue for
ア太平洋地域で最大の国際専門見本市。ドイツメッセの子会社であるハノーバ
ー・ミラノ・フェアーズ上海株式会社と、VNU Exhibitions Asia、Build Your
the past ten years. According to the provisional
Dream が共同で開催。
figures, revenues will rise to € 317 million. The
DOMOTEX Russia（2015 年 4 月 1 日～3 日、ロシア・モスクワ）出展社はロシ
ア国内外から、ビジターはロシア語圏から集結する。同見本市はドイツメッセの
company’s annual earnings will be in the region
子会社、ドイツメッセ・ロシア株式会社が主催。
of €11.5 million. The Managing Board presented a
DOMOTEX Turkey（2015 年 5 月 25 日～28 日、トルコ・ガジアンテップ）トル
コと中東市場を対象とし、ドイツメッセの子会社であるハノーバーフェアーズト
corresponding preview at the meeting of the
ルコ株式会社が主催。
Supervisory Board in Hannover on Thursday.
“The year 2013 demonstrates impressively that
our company is achieving dynamic and stable
その他のプレスリリースと写真は、以下でご覧いただけます。
www.domotex.de/pressservice
growth. The provisional

accounts

confirm

to

that,
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all
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2013

relevant

indicators, Deutsche Messe has grown for the
third year in succession,” said Dr. Wolfram von
Fritsch, Chairman of the Managing Board of
Deutsche Messe AG.
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上記各見本市に関する詳細はハノーバーフェアーズジャパン株式会社へお気軽にお問
い合わせ下さい：
ハノーバーフェアーズジャパン株式会社
〒102-0074 東京都千代田区九段南２－５－１TobunshaBLDG1 階
Tel: (03) 5215-7121

Fax: (03) 5215-7122

http://www.hannovermesse.co.jp/
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Deutsche Messe:
2013: Deutsche Messe AG reports the highest
sales revenue in ten years
– Record number of trade fairs staged outside
Germany
– Initiation of a long-term site development
project

Hannover.

In

2013

Deutsche

Messe

AG,

Hannover, will report the highest sales revenue for
the past ten years. According to the provisional
figures, revenues will rise to € 317 million. The
company’s annual earnings will be in the region
of €11.5 million. The Managing Board presented a
corresponding preview at the meeting of the
Supervisory Board in Hannover on Thursday.
“The year 2013 demonstrates impressively that
our company is achieving dynamic and stable
growth.

The
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indicators, Deutsche Messe has grown for the
third year in succession,” said Dr. Wolfram von
Fritsch, Chairman of the Managing Board of
Deutsche Messe AG.
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