
ご来場案内
FENSTERBAU FRONTALE 
HOLZ HANDWERK 2022

2022年5月
ニュルンベルクメッセ日本代表部



– 会 期 ：2022年7月12 日(火) - １5日(金)
１０：００－１８：００ 火－木、 １０：００－１７：００ 金

– 展示会規模： 出展社 FESNTERBAU FRONTALE 814（４２ヶ国）

(２０１８年)   HOLZ-HANDWERK ５１５（１９ヶ国）

来場者 １１１，０００人（ 両展示会合計）

– 展示製品カテゴリ

 FENSTERBAU FRONTALE

• 構造、プロファイルシステム、半加工製品、材料や製造の支援、部品、組み立て部品、

• 日よけ、換気装置、ガラス、ガラス製品、建築金物、固定具、安全器具、事務機器、機械、設備、工具

• 操作ソフト、操作機器、サービスその他

HOLZ HANDWERK

• 木工作業用機械、電気および圧縮空気工具、研磨、艶出し関連工具、仕上げ技術、ソフトウエア

• 組み立て、廃物処理機器、固定具と建築金物、部品、半加工材料

• 家具用加工済み部品、インテリア仕上げ、木材、木材ベース材料、環境保護と産業安全、技術習得関連

2年に一度開催する窓、ドア、ファサード／木工の国際展示会
FENSTERBAU FRONTALE /HOLZ HANDWERK 2022 



– 来場チケット： 1日 € ３９ 会期中 € ４９

 チケット特典：チケット有効期間はニュルンベルクと隣接のシュタイン市の公共交通機関はすべて無料で利用で
きます。

– 入手方法

 オンラインチケットショップ

 オンラインでのみ入手可能

 クレジットカード（Master/VISA)または、PayPalで支払い可能

 バウチャーの引換

 バウチャーコードをお持ちの方は、バウチャーショップで引き換え

– チケット発券

 登録するとeメールで届くチケットは、下記の方法で利用できます。

 A４サイズで印刷する

 スマートフォンやタブレットのモバイルチケットとして保存

 3月のチケットは、そのまま7月の展示会で使用できます。

来場するには・・・・

FENSTERBAU FRONTALE / HOLZ HANDWERK 2022 
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1. 適切なプロファイルがあります

FENSTERBAU FRONTALEは、窓、ドア、ファサード製品の世界をリードする展示会として、このセクターのイノベーションを推進します。
2018年の展示会では、42か国から800以上の有名企業が、持続可能性、快適性、自動化、エネルギー効率というトレンドテーマの製品と
ソリューションを紹介しました。HOLZ HANDWERKには、木工業界のすべての分野のマーケットリーダが参加します。

2. 二つの展示会の同時開催により化学反応が起きます

FENSTERBAU FRONTALEとHOLZ-HANDWERKの同時開催は、2018年、世界中から約111,000人の意思決定者を集めました。専門家
が製品情報、建築関係の業界、貿易、工芸品の貿易情報や調査などを行うのにこれ以上適した国際見本市はないでしょう。 ビジネス開発もここで
できます。質、量ともに充実、あなたのアイデアが訪問者のヒントになります。

3. 「これ以上」の場は不可能です

FENSTERBAU FRONTALEの製品範囲は、広範です。 プロファイルシステム、建築用ガラス、シェーディング、シーリング、固定装置、安全装置、
機械、および窓、ドア、ファサードなどの製造、設置、加工にかかわる情報が入手できます。

4. 数字が示しています

2018年の出展社の98% が、最重要、最大顧客にコンタクトできました。95% は、新規のコンタクトを得ることができ、90%は、注目すべき
フォローアップを期待しています。

5. 展示会前、展示会中、展示会後のサービス

出展社、製品検索機能は、展示会の前から終了後まで、会社と製品を紹介する機会を提供します。 イベント中の質の高いコンタクトによる成果も
期待できます。

FENSTERBAU FRONTALEでポジティブな成果を！

広範囲なプロファイル、展示会前から終了後までのプラットフォーム活用・・・

FENSTERBAU FRONTALE/HOLZ HANDWERK 2022
来場をお勧めする理由
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使用予定ホール
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FENSTERBAU FRONTALE

• ホール 5,6,7,8
構造と、プロファイルシステム、半製品、
材料および生産補助剤、コンポーネント、
プレハブ部品、遮光および換気装置

• ホール 6
ガラスおよびガラス製品

• ホール1,5
ハードウェア、ドア、固定装置、
安全装置、オフィス機器

HOLZ-HANDWERK

ホール 8, 9, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1, 12



– Wifi
会場内では無料のWifiが使えます。

– ロッカーとクローク
入口付近にロッカーを用意してあります。クロークではジャケットや大きな荷物を€2 /個で預かります。

– レストラン、カフェ
会期中 Behaims（南、南東、東、西、北）が営業しており、ほかにキオスク、スナックバーもります。
駐車場、出入り口、トイレなどは、サイトプランで確認できます。

– トイレ、洗面所
トイレ、洗面所は、中央、西、東の入り口付近にあります。消毒剤は、随所に十分用意しています。

– ATM
NCC OST（東）の入り口付近にATMがあります。非接触での支払いも行えます。

– 遺失物、忘れ物
遺失物については、SCU（Security Control Unit）にお問い合わせください。＋49 9 11 86 06-70 00

– ファーストエイド
緊急時のファーストエイドについては、NCCOst（東）NCCWest（西）のオペレーションセンターに用意があります。
現在の状況に対応し、専任の医療スタッフもいます。

– ペット
安全上の理由からペットの入場はお断りしています。

– バリアフリー
展示場全体のバリアフリー対応をしています。高い所にある設備には、エレベータが使えます。

展示会場での来場者サービス
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– 会場でのプログラムをオンラインで補完します。
 展示会会期以前にはじまる無料ウェビナーの定期開催

• スケジュールはこちらからhttps://www.frontale.de/en/exhibitors/participation/live-webinars
• 事前に登録できます。
• チャットを介したオンラインでの質問受付予定

 FENSTERBAU FRONTALE FORUM（ホール3A)
• ライブ配信（ドイツ語、英語）
• 終了後はオンデマンド視聴が可能
• Forum Architecture-Window-Façade、GuidedTours なども録画を視聴できます。

– 出展社によるデジタルプレゼンテーション
 製品紹介、プレス情報、連絡先などの事前公開
 プラットフォームを介して出展者のアポイントメントなどが取れます。

– リモートスタンド
 会場に来ることができない出展者対象
 現地の展示製品を「コネクトスタンド」でプレゼン
 出展企業の担当者は、リモートで来場者と議論

オンラインと会場の融合（Ffconnected)
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https://www.frontale.de/en/exhibitors/participation/live-webinars


安全な展示会開催への配慮・対策

- 2022年4月3日から、ニュルンベルクメッセのイベントは、コロナに関する要件やアクセス制限の
対象から外れました。

- しかしニュルンベルクメッセでは、換気、清掃期間の延長、消毒剤設置などの感染拡大予防対策を
続けています。

- 来場者それぞれで人との適切な距離の確保、医療用フェイスマスクの着用、手洗い、ワクチン接種
などの対策をお願いします。なお、バイエルン州では公共交通機関を利用する際はFFP２のマスク着用が
必須となっています。

- 最新情報は以下よりご確認いただけます。

 ドイツ入国に関する情報 www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements
 衛生、安全に関する情報 https://www.nuernbergmesse.de/en/hygieneconcept
 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

http://www.nuernbergmesse.de/en/entry-requirements
https://www.nuernbergmesse.de/en/hygieneconcept
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年結果

FESNTERBAU FRONTALE / HOLZ HANDWERK結果
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2018年結果 ドイツ国内 ドイツ以外

出展社 FENSTERBAU 814 413 401

HOLZHANDWERK 515 367 148

来場者 FENSTERBAU
111,021 75,065 35,956

HOLZHANDWERK

会場面積(㎡) FENSTERBAU 99,600 - -

HOLZHANDWERK 52,300 - -

出展小間面積(㎡) FENSTERBAU 64,367 43,557 20,810

HOLZHANDWERK 33,023 23,772 9,251

特設展示(㎡) FENSTERBAU 96 96

HOLZHANDWERK - - -



FESNTERBAU FRONTALE 来場者業種内訳
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窓メーカー

部材商社

建具類

建築金物・鍵

ファサード建築業者

建材ガラス

設計・建築

IT

ロールシャッター・日よけシステム



HOLZ HANDWERK 来場者業種内訳
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家具組み立て

内装

貿易

木工・カーペンター

機械建設業界

家具業界

設計・インテリア
デザイン

建具



FESNTERBAU FRONTALE来場者の興味
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機械、設備、器具

部品、組み立て部品

建築金物、固定具、安全器具

材料、生産支援、補助

構造、プロファイルシステム

ガラス、ガラス製品

操作ソフト、操作機器

半加工製品

日よけ、換気装置

サービス全般

事務機器



HOLZ HANDWERK 来場者興味の対象
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木工作業用機械

木材、木材ベース材料

工具、研磨、艶出し関連

仕上げ技術

固定具と建築金物

ソフトウエア、組み立て

電気および圧縮空気工具

部品、半加工材料、家具用加工済
み部品、インテリア仕上げ

技術習得関連

環境保護と産業安全

廃物処理機器
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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
M.I.Office（Mariko Iwaguchi Office）内 email: n-messe@mioffice.biz

https://nm-japan.com/
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