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Chillventa 2022 (第8回）
冷凍、エアコンディションと換気、ヒートポンプの総合展示会
• 会 期：2022年10月11-13日 9：00 - １８：００
• 展示会規模：4-9ホール使用予定
• 参 加 費 用：一日券 € 29、年間利用券 € 41
• 会議参加券：会議参加券（シンポジウム含む） €230（９月１１日までの早期割引料金）

シンポジウム参加券 €205
学生会議参加券 €160
＊各会議参加券には、昼食、夕方の懇親会、Chillventaの年間利用券が含まれます。

• チケットはオンラインでの購入のみです。下記URLまたはQRコードからアクセスください。
https://www.messe-
ticket.de/Nuernberg/chillventa/Shop?culture=en&_ga=2.210168790.2122143449.1653891150-
54392257.1653891150

• バウチャーコードをお持ちの方は下記URLまたはQRコードにアクセスし、お引替えください。
• https://www.messe-

ticket.de/Nuernberg/chillventa/Register?culture=en&_ga=2.175950561.2122143449.1653891150
-54392257.1653891150

https://www.messe-ticket.de/Nuernberg/chillventa/Shop?culture=en&_ga=2.210168790.2122143449.1653891150-54392257.1653891150
https://www.messe-ticket.de/Nuernberg/chillventa/Register?culture=en&_ga=2.175950561.2122143449.1653891150-54392257.1653891150


使用会場とカテゴリ
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冷却技術（コンポーネント、製品、システ
ム、システム）、断熱技術
冷凍（コンポーネント、製品プラントおよ
びシステム）、断熱材

MSR技術/ C&I 自動化

エアコン、換気技術ACと換気

ヒートポンプ

その他の重点分野：協会、学会、専門学校、
機関

専門家フォーラム

Chillventaフォーラム

サービス

出展者名が記載されたホールごとのフロアプランは下記より
ダウンロードいただけます。

https://www.chillventa.de/en/exhibit/plan-your-stand/floor-plan

https://www.chillventa.de/en/exhibit/plan-your-stand/floor-plan


Chillventaの特徴

• Chillventaは、世界各国の冷凍、AC、換気、ヒートポンプ業界の専門家が集まる、
他に例を見ない国際プラットフォームです。

• 冷凍技術、断熱技術、C&I/自動化、空調、換気、ヒートポンプとこれに関連するサー
ビスに焦点を当てています。

• Chillventa CONGRESSなどプレゼンテーションやツアーのプログラムも用意さ
れています。

• Chillventa2022の主要トピックは下記です。
持続可能性
冷凍システムのエネルギー性能
サーキュラーエコノミー
室内の空気の品質
間接冷却
 ITセキュリティ



CHILLVENTA 今までの実績

• 前回e-special(2020) バーチャルイベントとしての成功。
専門家による高度な議論が行われました。

 ２２ヶ国から２０７社が出展。
 来場者 １１３ヶ国から約６，８００人
 ラウンドテーブル 300以上
 チャットメッセージ 100,000以上
 ビデオ通話 1,200以上

• 前々回20１８年 大盛況でした。
 面積 ４３，５４５㎡（ドイツ ４４％、ドイツ国外 ５６％）
 出展 45ヶ国 １、０１９社（ドイツ ３１％、ドイツ国外 ６９％）
 来場 35,490人（ドイツ ４２％、ドイツ国外 ５８％）
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交通案内

– パンデミックに関するドイツ国鉄、ニュルンベルク市内交通の利用ルールは下記で確認できます。
– ドイツ国鉄：https://www.bahn.com/en/booking-

information/corona?dbkanal_007=L04_S02_D002_KIN0059_AR1-Corona-Seite_LZ01
– 市内交通：https://www.vag.de/en/timetable/coronavirus-informations-for-our-

passengers/

– Deutche Bahnでは、格安に移動できる“Event Ticket”を用意しています。
– 100％再生可能エネルギーを動力源とする移動手段
– ニュルンベルクを含む１２０を超える都市、100キロ以上の鉄道移動時に活用可能
– 乗車券にイベントチケットが含まれています。
– 詳細は、 https://www.bahn.de/bahnbusiness/tickets-und-angebote/business-tarife/veranstaltungsticket

– ニュルンベルク中央駅からはLangwasser-Süd 行きの地下鉄 U1 線で 8 分で “Messe” 駅に到着
– 市内の交通機関の接続は下記から確認できます。
– https://www.vgn.de/en/getting-around/exhibition-center/
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https://www.bahn.de/bahnbusiness/tickets-und-angebote/business-tarife/veranstaltungsticket


宿泊について

– ニュルンベルク滞在に関する宿泊、交通機関、観光などの情報は下記より確認いただけます。
– https://tourismus.nuernberg.de/en/

– ニュルンベルクメッセ独自のホテル予約サイトもあります。ご活用ください。
– https://hotels.nuernbergmesse.de/cms/n%c3%bcrnbergmesse/en/startseite.html

– ご注意：不審な宿泊オファー
– 出展社に対し、英語で宿泊オファーの電話連絡をしている代理店があるそうです。
– ニュルンベルクメッセから英国、米国の旅行代理店に宿泊に関する業務の委託はしていません。
– 電話連絡に対して、宿泊予約、支払情報の開示などを行わないようご注意ください。

– 宿泊予約は、安全なサイトから！
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https://tourismus.nuernberg.de/en/
https://hotels.nuernbergmesse.de/cms/n%c3%bcrnbergmesse/en/startseite.html


安全な展示会開催への配慮・対策
• 2022年4月3日以降、ニュルンベルクメッセにおけるイベントは、コロナ対策としての要求事項や、

アクセス制限の対象ではありません。しかし、現場の状況に合わせ、引き続き、換気、増加した清掃
回数、消毒剤ディスペンサーの設置といった安全なフレームワークを提供しています。

• ソーシャルディスタンス、マスク、手指衛生、予防的自己診断、ワクチン接種などの一般的保護・衛生
対策が推奨されています。公共交通機関では引き続きFFP2マスクの着用が必要です。

• 最新の入場に関する情報は以下よりご確認ください。
www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements

• ニュルンベルク滞在時の鉄道、空港、ホテルでの安全基準が確認できます。
• ホテルhttps://hotels.nuernbergmesse.de/cms/n%c3%bcrnbergmesse/en/safety-

measures/measures-to-protect-exhibition-participants.html
• ニュルンベルク空港 www.airport-nuernberg.de/rules-of-conduct
• 鉄道 www.bahn.com/corona
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http://www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements
https://www.airport-nuernberg.de/rules-of-conduct
http://www.bahn.com/corona


2018年 実績 来場者業界と役職
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1% (1%)建築
3% (3%) 設備管理
3% (3%)ビルサービス

3% (3%)電力会社

5% (4%)配管・暖房・空調

7% (6%) Specialist dealer / whole sale

7% (6%)冷凍機、空調
システム操作

15% (13%)ヒートポンプ関連企業 19% (19%)

メーカ

32% (31%)
空調関連企業

58% (58%)
冷凍関連企業

50%

起業家、共同経営者、自営業者

取締役、役員会メンバー、
部門長

管理職や従業員

グループリーダ、プロジェク
トマネージャ

その他従業員、専門職

教師、技術系助手

研修生

学生

その他

15% (16%)

18% (19%)

16% (16%)

1% (1%)

2% (2%)

1% (1%)

5% (6%)

16% (15%)

25% (24%)

業界 役職



2018年 実績 来場者の立場と関心のある製品
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35% (35%)
情報収集、最新動向調査

29% (28%)
取引先訪問

24% (25%)
市場情報収集

21% (19%)
新規取引先訪問

1% (5%)契約締結・購買

7% (7%)投資準備、購入決定

12% (13%)製品開発の情報収集

12% (13%)競合他社動向調査

冷凍、換気、ヒートポンプの部材 63% (61%)

製品、工場、システム、アップケーション 43% (44%)

ICA 器具、制御、自動化 23% (25%)

アクセサリー、工具 21% (24%)

液体 14% (14%)

サービス 13% (15%)

絶縁（アプリケーションエリア） 7% (13%)

訪問目的
関心ある製品
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ご出展・ご来場にご興味をお持ちの方は、お気軽にお問合せください。

ニュルンベルクメッセ日本代表部
https://nm-japan.com/

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
MI Office（Mariko Iwaguchi Office）内 email: n-messe@mioffice.biz

https://nm-japan.com/
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