
２０２１年８月
ニュルンベルクメッセ日本代表部

Chillventa 2022 のご案内



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
• 小 間 料 金：12㎡ €2,640.00 ～ (小間形態による料金が変わります）

合計 € 3,339.20 ～ （小間料金に加え、AUMA €0.6０/㎡、
ごみ回収 €３．５０/㎡ マーケティングサービス €６５０.00 /出展社が必要です）
※ 早期割引適用の場合 €2,４９６.00 ～ / 合計 €  3,195.20

• 早期割引締め切り：２０２１年１０月１日

• 前回e-special(2020)には、２２ヶ国から２０７社が参加。
来場者は１１３ヶ国から約６，８００人

• 前々回20１８年：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％）



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場所
です。世界中の出展社と訪問者が会場で、最新のトレンドとソリューションについて議論
します。

• Chillventaは、No.1の国際プラットフォームです。出展製品範囲の独自性、専門家
フォーラム、Chillventa CONGRESS、その他の広範なサポートプログラムにより、各
セグメントの全範囲をカバーしています。

• 重要な取引先を知り、新規のアプリケーション分野を活用し、専門知識を強化する、
Chillventa2022は最新の開発情報を得るために必須のイベントです。

あらゆる分野の冷凍技術
最高レベルの国際的知見の伝達
すべてのドイツ国内外の業界団体、企業、サプライヤーが1か所に集結
Chillventa CONGRESS、貿易フォーラム、そして、様々なトピックに関する特別プレゼンテーション



使用予定会場とカテゴリ
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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



迅速・直接に：
• オンラインEコード（顧客向けの電子入場券コード）
• 出展者および製品データベースへのエントリー（365日間オンライン上に）
• ブース番号付きのオンライン広告バナー
• チケットセンターでの招待状とバウチャーの管理
• 出展者ごとに提供するリードトラッキングアプリ

確認できる印刷物で：
• 展示ガイドへの記載
• 入場バウチャー（会社名/ブース番号の印刷）
• プレスセンターにプレスリリースを掲示
• ビジターマーケティング用のサンプルレターの提供
• 来場者用パンフレット

展示料金に以下のマーケティングサービスが含まれています。有効にご活用ください。

出展社向けマーケティングサービス
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安全な展示会開催への配慮・対策

ニュルンベルクメッセでは
• 1.5mの距離の確保
• 来場者の室内でのマスク（FFP2）着用の義務。出展者、説明員、設営業者、サービス
業者と同様。（ドイツCOVID関連の労働安全衛生基準で承認された医療用マスク）

• すべての展示会参加者の接触履歴の追跡
• 試験、ワクチン接種、感染症からの回復などの履歴のある来場者は適切な証明のあ
る人のみ。

• ケータリングはバイエルン州の接遇衛生コンセプトに沿って実施。

現時点での展示会や会議への参加時に必要な事項は以下でご確認いただけます。
www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements
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https://www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements


安全な展示会開催への配慮・対策

 ニュルンベルク滞在時には

• 鉄道、空港、ホテルでの安全にかかわる基準が確認できます。
• ニュルンベルク空港 www.airport-nuernberg.de/rules-of-conduct
• 鉄道 www.bahn.com/corona
• ホテル

https://hotels.nuernbergmesse.de/cms/n%c3%bcrnbergmesse/en/safety-
measures/measures-to-protect-exhibition-participants.html

 出展社の安全対策 以下でFAQを適時更新しています。
• https://www.euroguss.de/en/exhibitors/hygiene-concept

https://www.airport-nuernberg.de/rules-of-conduct
http://www.bahn.com/corona
https://hotels.nuernbergmesse.de/cms/n%c3%bcrnbergmesse/en/safety-measures/measures-to-protect-exhibition-participants.html


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
Mariko Iwaguchi Office内 email: n-messe@mioffice.biz

https://nm-japan.com/
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