世界最大の B to B 産業技術商談展示会

HANNOVER MESSE 2016
ハノーバーメッセ

開催期間：2016 年 4 月 25 日（月）～29 日（金） 9:00～18:00
会場：ハノーバー国際見本市会場 主催：ドイツメッセ株式会社
最新の産業技術・製品が一堂に会する世界最大の B to B 商談展示会

2014 年実績

開催期間：2014 年 4 月 7 日（月）～11 日（金）
テーマ："Integrated Industry – NEXT STEPS"

展示面積：292,000 ㎡
パートナーカントリー：オランダ

■来場者数： 174,415 人（93 ヵ国・地域）
来場者エリア別内訳
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来場者国別割合
1. オランダ
2. 中国
3. ポーランド

■出展者数： 約 4,790 社 (100 カ国・地域)
日本からの出展者（海外現地法人含む）： 23 社
Z メカニズム技研(株)、(株)野口製作所、奈良精工(株)、アクアシステム(株)、(株)丸山機械製作所、ジャスト(株)、(株)小林製作所、松本興産
(株)、(株)ミナミダ、(株)中野鍛造所、(株)NC ネットワーク、(株)プロト、(株)関プレス、(株)タイカ、iCAD(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、
ニッポン高度紙工業(株)、高石工業(株)、(株)岡崎製作所、(株)キャリースルー、(株)フジクラ、A-Rise Pipe Support（(株)アドヴァンス）、三菱
電機(株)、横河電機(株)、(株)安川電機、TDK(株)、川崎重工業(株)、寺崎電気産業(株)、(株)いけうち、TOA & ARAI

国別出展者数（多い順）：
中国（500）、イタリア（261）、オランダ（237）、トルコ（159）、アメリカ（96）、フランス（88）、ポーランド（82）、インド（71）、スイス（70）、スペイン
（68）、韓国（68）、台湾（61）、ロシア（58）、オーストリア（51）、チェコ（51）、イギリス（49）、デンマーク（36）、ベルギー（35）、フィンランド
（31）、等

2015 年実績

開催期間：2015 年 4 月 13 日（月）～17 日（金）
テーマ："Integrated Industry - Join the Network!"

パートナーカントリー：インド

■来場者数： 200,000 人 （約 100 ヵ国・地域）
来場者特性
製造業
資本財
一次材・一次産品
エネルギー
サービス
商社
研究機関・産業研究

84,300
59,100
30,600
29,900
21,500
14,800
11,300
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30%がドイツ国外から来場
95%が専門ビジター
来場者のうち 68%が購入決定権者
来場者のうち 68%が次回来場を予定
世界から 150 組の視察団が来場
世界から 2,500 名の報道陣が取材

■出展者数： 約 5,000 社 (約 100 カ国・地域)
● ビジネスコンタクト数：550 万件

● パートナーカントリーインドからの出展者数：400 社

日本からの出展者（海外現地法人含む）： 58 社
(株)浅野、アネスト岩田(株)、新井工業(株)、アルテミスインテリジェントパワー、(株)NC ネットワーク、エバオン(株)、(株)荏原製作所、エプコス(株)、オイ
レス工業(株)、オムロン(株)、鹿島化学金属(株)、川崎重工業(株)、(株)キーエンス、(株)キメラ、(株)キンセイ産業、(株)サクラテック、山洋電気(株)、
(株)JMC、CC-Link 協会、(株)スギノマシン、住友重機械工業(株)、セイコーエプソン(株)、CHAdeMO 協議会、(株)タイカ、高石工業(株)、THK(株)、
TDK(株)、寺崎電気産業(株)、(株)東亜鍛工所、東海アヅミテクノ(株)、東西サムテル(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、(株)中野鍛造所、奈
良精工(株)、パナソニック(株)、日産自動車(株)、日本電気(株)、日本ベアリング(株)、(株)日立製作所、平井工業(株)、ファナック(株)、(株)フジクラ、
富士通(株)、不二ラテックス(株)、松定プレシジョン(株)、三菱電機(株)、三菱日立パワーシステムズ(株)、三ツ星ベルト(株)、(株)ミヤキ、矢崎化工
(株)、(株)安川電機、油研工業(株)、ユニパルス(株)、横河電機(株)、横浜ゴム(株)、菱電商事(株)、Ryosho Europe、ルネサスエレクトロニクス(株)
（2015 年 9 月 7 日現在）

開催・出展概要は裏面をご覧ください⇒

開催・出展概要
2016 年パートナーカントリー： アメリカ合衆国
●展示プログラム ※「Surface Technology」「Wind」「Motion, Drive & Automation」「ComVac（真空技術）」は奇数年のみ開催。
Industrial Automation
Digital Factory
◇ファクトリーオートメーション
◇プロセスオートメーション
◇インダストリアル・ビルディングオートメーション
◇産業用ロボット・モバイルロボット

◇産業用 IT 向けオペレーション・システム
◇拡張およびマネジメントプログラム
◇産業用 IT 向けデータマネジメント・ソフトウェア
◇産業用 IT アプリケーション開発ソフトウェア、開発ツール

Research & Technology

Energy

◇ベーシック・リサーチ ◇アプライド・リサーチ
◇フューチャー・オリエンティド・テクノロジー
◇研究開発&テクノロジーのためのサービス

◇パワー・ジェネレーション＆サプライ（発電＆送電） ◇再生エネルギー
◇トランスミッション&ディストリビューション（送電&配電） ◇モビリティ
◇コンベンショナル・エネルギー ◇車両・機械構造のキーテクノロジー

Industrial Supply
◇産業用部品

◇電気コンポーネント

Surface Technology （※）

Wind （※）

◇表面処理技術 ◇測定技術
◇洗浄 ◇事前処理 ◇塗装 ◇電気メッキ

◇風力発電技術（施設、設備、コンポーネント、産業利用）

Motion, Drive & Automation （※）

ComVac （※）

◇パワートランスミッション、パワーコントロールシステム
◇電気及び機械式電動力、制御システム、油空圧技術
◇ローラーベアリング、歯車、ポンプ、モーター、
◇変速装置、駆動システム装置、クラッチ・ブレーキシステム

◇圧縮空気 ◇真空技術 ◇真空ポンプ
◇圧縮空気生成、分配プロセス、装置システム
◇真空包装、真空バルブ、真空フィッティング

●出展料金

★最少出展面積：9 ㎡ （フェアパッケージプレミアムは 12 ㎡）
【内訳】
・申込料金： 330 ユーロ
・スペース料金： 早期割引 208 ユーロ／㎡ 通常料金 215 ユーロ／㎡
（2 面開放＋25％ ／ 3 面開放＋40％ ／ 4 面開放＋60％）
・マーケティング料金：35 ユーロ／㎡
・電気料金： 93.80 ユーロ～
・デポジット料金： 25 ユーロ／㎡ （電気、ブース清掃等利用費の前払い金）

タイプ１ スタンダードパッケージ（スペースのみ）
■ 早期割引 （9 月 15 日（火）まで）：
2,835.80 ユーロ～（9 ㎡・１面開放）
■ 通常料金 （9 月 16 日（水）～）：
2,898.80 ユーロ～（9 ㎡・１面開放）

スペース料・ブース装飾・基礎サービスがセットになったパッケージタイプです

タイプ２ フェアパッケージ
早期割引 （9 月 15 日（火）まで）
■ ベーシック：
3,990.00 ユーロ～
■ コンフォート： 5,078.00 ユーロ～
■ プレミアム：
9,547.00 ユーロ～
通常料金 （9 月 16 日（水）～）：
■ ベーシック：
4,053.00 ユーロ～
■ コンフォート： 5,141.00 ユーロ～
■ プレミアム：
9,631.00 ユーロ～

※その他各種タイプがございます

（9 ㎡・１面開放）
（9 ㎡・１面開放）
（12 ㎡・１面開放）
（9 ㎡・１面開放）
（9 ㎡・１面開放）
（12 ㎡・１面開放）

【内訳】
・申込料金： 330 ユーロ
・スペース料金： 早期割引 208 ユーロ／㎡ 通常料金 215 ユーロ／㎡
（2 面開放＋25％ ／ 3 面開放＋40％ ／ 4 面開放＋60％）
・マーケティング料金：35 ユーロ／㎡
・ブース装飾・サービス料金 （※パッケージタイプにより異なります）

【ベーシックパッケージ付属サービス】 スペース、清掃、ごみ回収、保険、開会式招待状、ビジター招待券、ビジターデータ、企業・製品情報のイ
ンターネット掲載、出展社カタログ掲載、ビジター動向調査、集客サポート、ストックルーム（1 ㎡、鍵つき）、カーペット、スポットライト 4 個、隣接ブ
ースとの境界壁、社名版（企業ロゴ含む）、テーブル 1 台、椅子 3 脚、コートかけ 1 台、ゴミ箱 1 個、ラック 1 台、受付台 1 台、配電盤 230V／ソケ
ット 1 個、電気 3KW（工事+電気料金）、ケータリング、出展社パス、プロモーション・プレスサービス

●出展までの流れ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

お申し込み
小間割開始
スタンド確定書入手、各種サービス申込
小間料・前払金支払い
展示品輸送（船便）
スタンド設営期間
ハノーバーメッセ 2016 開催
スタンド撤去期間

（2015 年 9 月 15 日）
（2015 年 11 中旬～）
（2016 年 1 月中旬）
（2016 年 2 月下旬）
（2016 年 4 月 15 日～4 月 24 日）
（2016 年 4 月 25 日～29 日）
（～2016 年 5 月 4 日）

●ドイツ国外でも重要産業技術の商談展示会を開催 HANNOVER MESSE Events WORLDWIDE

オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、インド、イタリア、ロシア、トルコ、米国各国で産業技術商談展示会を開催中です。
詳細は右記ウェブサイトをご参照ください。www.hannovermesse.de/worldwide
お問い合わせ 一般社団法人日本能率協会 産業振興センター ドイツメッセ日本代表部
〒105-8522 東京都港区芝公園三丁目 1 番 22 号 Tel: 03-3434-6447 / Fax: 03-3434-8076
HP www.hannovermesse.co.jp Email DMS@jma.or.jp
Facebook（日本語）www.facebook.com/jmahannover

