
開催のご案内
FENSTERBAU FRONTALE 
HOLZ HANDWERK 2022



– 会 期：2022年3月29 日(火) - 4月１日(金)

 時間：１０：００ － １８：００ 火－木、 １０：００ －１７：００ 金

– 展 示 会規模：２０１８年 出展社FESNTERBAU FRONTALE 814（４２ヶ国）

HOLZ-HANDWERK ５１５（１９ヶ国）

来場者 １１１，０００人（ 両展示会合計）

– 小 間 料 金： 15㎡ € ３、６３５．５０ ～ （FESNTERBAU FRONTALE）

 スペース €１９１.００/㎡、AUMA €９ .００ 、廃棄物回収 €３ .００ /㎡、

 マーケティングサービス € ７０９．００

- 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

- 展示製品カテゴリ(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 



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 出展をお勧めする理由
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使用予定ホール
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FENSTERBAU FRONTALE

ホール 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 
7A, 8

HOLZ-HANDWERK

ホール 8, 9, 10.0, 10.1, 11.0, 11.1, 
12



安全な展示会開催への配慮・対策

– 健康安全対策
– 見本市と展示会のための対策は、ミュンヘンで７月１０日から開催される“TrendSet”で試行。この結果

はバイエルン州の健康安全対策に組み込まれます。ニュルンベルクメッセでも７月末から導入予定です。
– 安全/健康の確認
 １．５ｍの距離の確保/屋内でのマスク着用義務/チケット購入からのコンタクト履歴追跡/出展関係者は、

SARS-Cov-2 occupational health and safety regulationに準拠/来場者にはしかるべき証
明書/ブースでのケータリングガイドライン

– ニュルンベルクの対策
チケットのオンライン販売／来場者追跡システムの提供／定期的清掃／会場内のわかりやすいデジタルサ

イン／換気／非接触での支払い／衛生対策の規制に準拠したレストラン、ケータリング／有資格者による
現場の医療サービス

– 来場、滞在時の安全
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


オンラインサービスと、オンデマンドでの印刷物
マーケティングサービス一覧
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ーオンライン

• E-コード (顧客向け電子チケット）
• 出展社、出展製品データベースへのアクセス (365日）

ー印刷
• ブース番号のオンラインバナー
• プレスセンターへのプレスリリース掲示
• 来場者誘致のための招待状サンプルの提供
• 出展カタログと出展ガイド
• 入場チケット100枚まで（社名、氏名、ブース番号入り）
• 来場者配布用チラシ
• ステッカー（ホール、ブース番号入り）

ーマーケティングパッケージ
・オンライン広告、会場内の看板、デジタルサイネージなどオプションもあります。



2018年結果
FESNTERBAU FRONTALE / HOLZ HANDWERK結果
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、 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
Mariko Iwaguchi Office内 email: n-messe@mioffice.biz

https://nm-japan.com/
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