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14. – 17.02.2023 
 ニュルンベルク・エキシビションセンター 

 
 

 出展者向け直前情報 

 
 
 

主催: ニュルンベルクメッセ GmbH 

エキシビションセンター,  90471 ニュルンベ

ルク, ドイツ T +49 911 86 06-0 

 
運営: ニュルンベルクメッセ GmbH 

エキシビションセンター,  90471 ニュルンベ

ルク, ドイツ T +49 911 86 06-0 

 

エグゼクティブディレクターr: ピ ッツァ近くのNCCミッテの事務局長BIOFACH    

/   VIVANESS BIOFACH / VIVANESSに連絡することができ

ます。  

電話番号: +49 9 11 86  06-89 96   

eventteam@biofach.de / eventteam@vivaness.de 
 

営業時間 : 火曜日, 14.02.2023 09:00-18:00 

水曜日, 15.02.2023 09:00-18:00 
木曜日, 16.02.2023 09:00-18:00 

金曜日, 17.02.2023 09:00-17:00 

 

集会: 土曜日,11.02.2023 07:00 – 24:00 

日曜日, 12.02.2023 07:00 – 24:00 
月曜日, 13.02.2023  07:00 – 19:00  

 
 

解体:金曜日 、 17.02.2023 07 :00 – 24:00 

土曜日, 18.02.2023 07:00  – 22:00 
日曜日, 19.02.2023 07:00  – 19:00  

mailto:eventteam@biofach.de
mailto:eventteam@vivaness.de
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プライバシー 通知 

 

  お客様は、広告または市場または意見調査の目的で  当社が   お客様のデータを  処理または使

用することにいつでも異議を唱える ことができます(NürnbergMesse GmbH、Datenschutz、

Messezentrum, 90471 ニュルンベルク)または電子メール(data@nuernbergmesse.de)。 

データ保護、特にお客様の権利に関連する情報は、

https://www.nuernbergmesse.de/en/dataprotectio 次のにあります。 
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1. 廃棄物 処理・清掃 
 

ニュルンベルクメッセの公式サービスパートナーはそれぞれ、避けられない廃棄物の 適切で環境

的に互換性のある処分に責任があります。このための定額料金はEUR 4,95 /m²で、最大面積

500m²まで課金されます。この金額はすでにスタンドスペースに請求されています。何もする必

要はありません。 

   廃棄物処理サービスには、  組み立ておよび解体   中  、およびスタンドで発生した廃棄物の専

門的な除去とリサイクルが含まれます。トレードフェア中に発生する廃棄物の処理については、

完全なゴミ袋がスタンドから直接毎日収集され、新しいバッグが自動的に1つ提供されます。 

 
会期中のごみについては、有機性廃棄物や残留物の入ったごみ袋を毎日提供しています。これ

らは見本市の終了後に毎日収集され、廃棄物処理のためにサービスパートナーによって専門的

に分類およびリサイクルされます。 

 有機性廃棄物として  、次のものを  処分することができます。 

 

• 生ごみ: 果物と野菜の廃棄物、卵殻、コーヒーとお茶のフィルター、ティーバッグ、野菜の食品

廃棄物、チーズ   

• 汚れた紙:紙袋、包装紙、キッチンタオル、紙ハンカチ、新聞紙個別紙、有機廃棄物袋     

• 植物廃棄物:土、枯れた花、ハーブを含む鉢植えの植物 

 

 
イベント中に  蓄積された  生産廃棄物、スタンド要素全体、  または展示スタンド全体の処理は

、別途注文する必要があります。    

 
これらのサービスは、ニュルンベルクメッセの公式サービスパートナーの1つにあるオンライン

出展者ショップ(スタッフとサービス-スタンドの清掃と廃棄を参照)で有料で注文できます。 

オンライン 出展者ショップ は、清掃サービスの注文のために組み立て中も開いたままになりま

す。ログインデータをご持参ください。あなたは彼らがサイトでオンラインで注文するために必

要です。 

パートナー(スタンドビルダー、アジェンシーなど)へのログインもご希望の場合は、セットアッ

プ開始の1週間前までに出展者ショップの「パートナーログイン」メニュー項目からログインデ

ータをリクエストしてください。   

 

2.  積み込みヤード経由の配送 
 

2.1  組み立ておよび解体中 

 組み立ておよび解体中の積み込みヤードへの入場には、現金で200ユーロの保証金(保証金)の支払いが必

要です。 

滞在 期間 : 
 

1  2.8トンまでの自動車およびその他の車両の積み降ろし時間 

2  2.8トンから7.5トンを超える車両の積み下ろし時間  

3  7.5トン以上の車両の積み下ろしの時間(延長可能)  

 

 フェアの  最終日には、積み込みヤードは以下から入ることができます。  20:00から2.8トンまでの車や
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その他の車両 

 2.8t以上の車両は21:00  から  7.5tまで     7.5t以上の車両は21:30  から   

トラック(40トン)  は、最初の解体の夜には立ち入ることができません  

 正確な入場時間は異なる場合があり、入場ゲートで通知されます。 

正確な配送ルートが記載された地図を添付してください。 

2.2  会期中 

公正な営業時間中、積み込みヤードへの入場には、現金で200ユーロの保証金(デポジット)の支

払いが必要です。保証金は、車両が約30分以内に時間通りに積み込みヤードを離れると返金され

ます。 

 
 イベントの最終日には、見本市の転送代理店による空のコンテナの配達のため、フェア終了後

13.00から約3時間まで 車両が積み込みヤードに入らない場合があります。 

2.3   ドイツの日曜日と祝日のトラック  運転  禁止の特別免除  

7.5 tを超えるすべてのトラックおよびトレーラー付きのトラックは、日曜日の深夜0.00時から午

後10.00時までの計画された旅行および公共の休日(§30パラグラフ4StVO)について、ドイツ高速

道路コード/ StVOの§30パラグラフ3と併せて§46パラグラフ1第7号に従って特別な承認が必要で

す。 

 
許可証は、フォワーダーの支店の当局またはニュルンベルク道路交通局から直接入手できます。 

 
サービスオペレーション パブリック スペース ニュルンベルク (SÖR) ズルツバッハー シュトラーセ 

2-6 

90489 ニュルンベルク www.soer.nuernberg.de 

電話番号 +49 9 11 2 31- 45  81 または - 45 91  

ファックス: +49 9 11 2 31- 36 55 

 申請書と   詳細情報  はインターネットで入手できます(ドイツ語のみ): 

https://www.nuernberg.de/internet/soer_nbg/ausnahmegenehmigungen.html 

http://www.soer.nuernberg.de/
https://www.nuernberg.de/internet/soer_nbg/ausnahmegenehmigungen.html


ビオファッハ / ビバネス 

2023 

ページ 

6 

 

 

 

3. 組み立て と 解体 
 

3.1 組み立て 時間 

   13.02.2023  月曜日、15:00までに組み立てが開始されていない展示スペースは、他の手配が行

われない限り、催者によって別の方法で装飾されます。 

 発生した費用は出展者に  請求されます。 

 
集会： 

土曜日, 11.02.2023 7:00 – 24:00 

日曜日, 12.02.2023 7:00  – 24:00 

月曜日, 13.02.2023 7:00 – 19:00 

3.2 解体 解体 

解体は午後5時から始まります。17日金曜日。 2023 年2月29日。バイオファッハ/ビバネスを維持するた

め   

魅力的で質の高いイベント 閉店時間まで、あなたのスタッフと製品はまだスタンドにいる必要がありま

す。正式な閉店時間前にスタンドを解体 した場合、法定料金で1.200ユーロとVATの手数料が請求され

ますのでご注意ください。 

金曜日, 17.02.2023 17:00 – 24:00  

 20:00から  積み込みヤードへのアクセス! 

土曜日, 18.02.2023 00:00  – 22:00  

日曜日, 19.02.2023 07:00  – 19:00  

 
ニュルンベルクメッセは、公式の解体 期間の終わりまでにスタンドエリアがクリアされていない場合、

出展者の費用でスタンド機器と展示品を解体および保管する権利があります。 

 特別な状況において、ニュルンベルクメッセはスタンドの組み立てと解体時間の延長を許可する場合が

あります。 

 
4. 出展 者キッチン 

 

フェア期間中、出展者は以下のキッチンを無料で使用して、温かい飲み物を準備したり、食器を洗った

りできます。 

 
サービス1(地下)、ホール3A(地上階)、ハロー3C(地上階)、サービス4(地下)、ホール4A(地上階)、サービ

ス4/5(地下室)、サービス7(地下)、ホール7A(地上階)、サービス8/9(地下室)、サービス9     (地下)  

 
 キッチンには  、シンクと  温水ボイラー付きの作業台があります。 
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5. 出展者オンラインショップ 
 

 オンライン出展者ショップは、クリーニングサービス、インターネット、通信製品の注文のために、組

み立て中も開いたままになります。ログインデータをご持参ください。あなたは彼らがサイトでオンラ

インで注文するために必要です。 

 
パートナー    (スタンドビルダー、代理店など)  へのログインを提供したい場合は  、オンラインの[パー

トナーログイン]メニュー項目から  ログインデータをリクエストしてください  。 出展者セットアップ開

始の1週間前  までにショップ。  

 
  すべてが現場で機能することを保証するために、支払い期限に従って、ニュルンベルクメッセ  とその

サービスパートナーからの請求書を事前に決済するようお願いします。 

特に電気接続の請求書については、スタンド建設の正式な開始の3日前までにサービスパートナーが支

払いを受け取る必要があることに注意してください。 

 

6. サービスポイント、サービスバディ、メッセストア(敷地内) 
 

6.1 サービス ポイント 

  サービスポイント( ホール5と6の間、上層階)は 、組み立て、解体、および展示会場の全期間中のすべ

てのサービスの中心的な連絡先です。フェア。ここには、サービスバディーズチーム、messeSTORE、

スタンド建設および家具会社、訪問者登録/リード追跡プロバイダーがあります。 

 
 営業時間サービスポイント:  

土曜日, 11.02.2023 8:00 - 16:30 
日曜日, 12.02.2023 8:00 - 16:30 
月曜日, 13.02.2023 7:00 – 19:00 
火曜日, 14.02.2023 7:00 – 19:00 
水曜日, 15.02.2023 7:00 – 19:00 
木曜日, 16.02.2023 7:00 – 19:00 

金曜日, 17.02.2023 7:00 – 19:00 

土曜日, 18.02.2023 8:00 - 16:30 

 

6.2 サーブアイス バディーズ 

      組み立て中およびフェア期間中、当社のサービスバディチームは、フェアへの参加に関連するすべ

ての問題についてアドバイスと支援を提供できます。 

 
 

6.3 メッセストア 

 ヴェルンラインメッセストアは、 サービスポイント(1階のホール5と6の間)で入手できます。さまざま

な消耗品や組立材料が入手可能です。 
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6.4 Vイシター 登録/リード トラッキング 

見本市の連絡先/リードを迅速、便利、包括的に記録および管理します。シンプルなバー/バッジスキ

ャナーから、抑制レポートや住所データ用の完全な処理ステーションまで、カスタマイズされたソリ

ューションを提供できます 。方法についてはお問い合わせください! 

 
  見本市でのリード追跡用のアプリで販売活動をサポートします:LeadSuccessを使用すると、タブレ

ット/スマートフォンを介して顧客の訪問者チケットをオンサイトでスキャンできるため、   見本市の

連絡先をいつでも追跡できます。アプリ内の会話メモなどで各連絡先をさらに充実させることができ

ます。 

時間の節約: 見本市後の連絡先データや手書きのメモの時間のかかる入力を節約します-LeadSuccess

で収集されたデータは任意のファイル形式にエクスポートできるため、CRMシステムに簡単に統合

できます。 

 BIOFACH / VIVANESSの  出展者として、端末デバイス用の無料のLeadSuccessアプリを自動的に受

け取るため、会社からのすべての関連情報が記載された別の電子メールが適切なタイミングで送信さ

れます。追加アクセスは、オンライン出展者ショップで有料で予約できます。サービスの完全な概要

は、「テクノロジーとロジスティクス>ITコミュニケーション>リードトラッキング」セクションのす

ぐ下にあります。 

> こちらの 短いビデオでリードサクセスアプリをご覧ください

。あなたの個人的な連絡先: 

 情報システムズGmbHを伝える 

マッティア・コスタンティーニのプレースホルダー画像 

電話番号 +49 89 9 54 58 67 – 55 

leadsuccess@convey.de 
 

7. 渡します 
 

「チケットセンター」という見出しの下にあるオンライン出展者ショップでは、出展者パス、お

よびパスの組み立てと解体を注文、送信、管理できます。 

 
  出展者として、予約されたスタンドエリアに応じて、出展者パスの無料条件  を受け取ります。

この無料の出展者パスは、すでにチケットセンターに預けられています。 さらに、従業員のため

に  追加の出展者パスを注文できます。イベント 終了後は、実際に使用した出展者パスから  無料

の派遣団を差し引いたものに対してのみ課金されます。 出展者パスは、期間中および組み立てお

よび解体時間中に有効です。 

 
また、チケットセンターでスタンド担当者の無料の組み立ておよび解体パスを注文することもで

きます。 

 
スタンドビルダー、運送業者など、組み立てと解体に関与するすべての人があなたから組み立て

と解体のパスを受け取るようにしてください。パスなしでサイトに到着した人はアクセスを拒否

され、現地で登録する必要があります。これにより、待ち時間が発生する可能性があります。 

mailto:leadsuccess@convey.de
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  すべてのパスはパーソナライズされている必要があることに注意してください! 

 

8.  バイオファッハとビバネス  の特徴 
 

 許可されていない製品、特に従来の食品を展示することは禁止されています。  違反した場合、

ニュルンベルクメッセは当該スタンドを閉鎖し、出展者を将来のイベントへの参加から除外する

権利を留保します。 

    支払いと引き換えにすぐに消費するための飲食物の販売については、別途承認を得る必要が

あります。再利用可能な食器または堆肥化可能な使い捨て食器のみを使用できます。 

 安全上の理由から、  BIOFACH / VIVANESS   2023  にペットを連れて行くことはできません。

もちろん盲導犬は例外です。 

 

9. 直接販売は許可されていません 
 

BIOFACH / VIVANESSは展示会のみです。販売した展示品の供給・引き渡し(直販)はできません

。この規則に違反した場合、ニュルンベルクメッセはそれぞれのスタンドを閉鎖する権利を留保

します。 

 

10. トレード ビジター/トレード プレス 
 

出展者として、許可された訪問者のみを招待することに同意し ました 。 

許可された 訪問者 は次のとおりです。 

https://www.biofach.de/en/visitors/admission 
 

 例年通り、BIOFACH / VIVANESSへの訪問者は再び  電子的に登録されます。 

 
18歳未満の子供や若者はフェアに参加できません。特定の正当な状況では、16歳以上の人にア

クセスが許可されることがあります。唯一の例外的な状況は、出展企業との既存の雇用契約です

。これの証拠書類を提出する必要があります。大人の同伴がある場合のみアクセス可能です。 

 
貿易訪問者は、パスが見えるようにパスを着用する必要があります。業界紙の代表者には、特別

なプレスパスが発行されます。 

 
11. ホテル 

 

  BIOFACH  / VIVANESSのために急な部屋が必要ですか  ? 

 
できるだけ早くお問い合わせください: ニュルンベルクメッセ、 サービス セールス & リアライゼーシ

ョン T +49 911 86 06-80 20 

exhibitor.hotels@nuernbergmesse.de 
 

12. 情報 およびサービス  カウンター 
 

     見本市ガイド(=展示会ガイド)、コピーサービス(白黒)、その他すべての質問については、エ

ントランスエリアにある情報およびサービスカウンターとホール間のアパートにお問い合わせく

ださい。  

https://www.biofach.de/en/visitors/admission
https://www.biofach.de/en/visitors/admission
mailto:exhibitor.hotels@nuernbergmesse.de
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13. 保育 施設 
 

保育を手配できなかった親のために、ニュルンベルクメッセはサービスセンターミッテ(SCMミ

ッテ、ミッテ入り口近く)に保育施設を提供しています。開館時間は展覧会の開館時間と同じで

す。3歳以上のお子様も宿泊可能です。飲み物が提供されます。食べ物が提供されていないので

、子供たちに十分な食事を提供してください! 

 

14.  食料の寄付 
 

 食品の無駄を減らすために、以下の組織は彼らに使用可能で食べられる食物を寄付すること

を申し出ます - あなたは下記の電話番号の下で直接彼らに連絡することができます、彼らはあ

なたのスタンドでそれを拾います。 

• ニュルンベルガーターフェルe。 V.、  エーデルトラウトレイガー、電話(0)172-8118027 

• プロジェクトベターワールド、  ヨハネススティーグ、電話番号。 +49(0)160-94190300 
 

15. 優先権証明書 
 

イベントの優先証明書の申請がドイツ連邦法務省に提出されました。優先権証明書は、ドイツま

たはその他の国の特許庁に提出されるまで、特定の保護権を保証します。すべての出展者は、50

ユーロの優先権証明書を申請できます。この点に関してご不明な点がございましたら、出展会社

にお問い合わせください。 

 

16. 緊急電話番号(警察、消防、事故、盗難) 
 

 あらゆる種類の   緊急事態については、セキュリティ  コントロー

ルユニットT +49 9 11 86 06 70 00までご連絡ください。 

 
17. 展覧会の 開館時間 

 
火曜日 14.02.2023 09:00-18:00 

水曜日 15.02.2023 09:00-18:00 

木曜日 16.02.2023 09:00-18:00 

金曜日 17.02.2023 09:00-17:00 

 
 出展者は、公式開場時間の1時間前に毎日展示ホールにアクセスできます。展示スタンドは、遅くとも

開場の15分前までに有人でなければなりません。 

セキュリティ上の理由から、展示ホールは開場時間終了後30分までに退去する必要があります。 

 

18. 駐車場 と シャトルサービス  
 

18.1  シャトルサービス  付き駐車場 

 組み立ておよび解体中: 

11.02.2023土曜日から月曜日、13.02.2023まで、および17.02.2023金曜日から19.02.2023日曜日

まで、展示会場の駐車場に無料駐車場があります(積み込みヤードではありません! 

 必要に応じて、サービスガードに、あなたがBIOFACH / VIVANESS 2023に出展していることを

お知らせください。 
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  会期中: 

展示会期間中、出展者の駐車スペースは、駐車場、「南オスト」、「オスト」、「オスト」駐車

場、立体駐車場で有料で利用できます。 

 
駐車券は、見本市の最終段取り日と 1日目に Engelhardt & Co.から購入できます。

Parkraummanagement und Service GmbHは、サービスパートナーセンターまたは駐車場で直接

40.34ユーロの単一価格でご利用いただけます。 

 
日中駐車許可証は、イベント時にサービススタッフから敷地内(駐車場)で直接購入できます。 

 
Pリースは、立体駐車場の営業時間に注意してください。 

14.02.2023火曜日から金曜日、17.02.2023まで、駐車警備員はイベント開始の2.5時間前からイベ

ント終了後1時間まで有人です。 

車は24時間体制で立体駐車場から出ることができます。 

オストの立体駐車場からは、展示 ホールへの  往復シャトルバスがあります。駐車場バス停:オスト立

体駐車場バス停エキシビションセンター:ミッテとオストの入り口 

 
18.2  シャトルサービス  付きトラック駐車場 

 セットアップおよび解体中: 

トラックは、11.02.2023土曜日から13.02.2023月曜日まで、および17.02.2023金曜日から

19.02.2023日曜日まで、展示会場の駐車場に無料で駐車できます(積み込みヤードではありませ

ん!あなたがBIOFACH / VIVANESS 2023のエクシビターであることを警備員に伝えてください。 

 
フェア 期間中 : 

恒久的な駐車許可証は車にのみ有効です。フェア期間中、トラック、トレーラー、バン/ピック

アップ、スワップボディ、キャラバン、キャンピングカーは、ニュルンベルクエキシビションセ

ンターの積み込みヤードの駐車場として指定されたエリア(最大30分の配達期間を除く)または「

グローセ通り」と呼ばれる道路に 駐車しないでください。 

 
フェア期間中、これらの車両  は指定されたトラック駐車場に無料で 駐車できます。エキシビシ

ョンセンター から車で わずか数分のこれらの駐車場へのアクセスルートには標識があり、で発

行された方向図にも示されています。 積み込みヤードとこの手紙に添付されています。 

 
トラック運転手のために、   トラック駐車場への往復  シャトルバス  が

あります: 

土曜日、11.02.2023 07:00 – 24:00 

日曜日, 12.02.2023 07:00 – 20:00 

月曜日, 13.02.2023 07:00 – 24:00 

火曜日, 14.02.2023 07:00  – 12:00 

水曜日, 15.02.2023  オンデマンド 

木曜日, 16.02.2023  オンデマンド 

金曜日, 17.02.2023 07:00 – 24:00  

土曜日, 18.02.2023 07:00  – 22:00 

日曜日, 19.02.2023 07:00  – 19:00  
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バス の場所: エントランス オスト 

 
  主催者は、イベント初日の前の朝02:00に、展示会場の駐車場または積み込みヤードに駐車され

ている車両を、 車両の所有者またはユーザーの費用で撤去する権利があります。 

 
出展者は、見本市サービス会社やフォワーダーなど、出展者が関与する第三者企業もこれらの規

制を遵守することを保証することを約束します。添付  の地図を適宜渡してください。 

 

19. プレス オフィス/プレス センター 
 

 プレスセンターは、  BIOFACH / VIVANESS 2023の期間中にオープンします。 ここで、報道機

関に展示する情報資料を提出できます。 

 

プレスチーム:サス

キア・ ヴィエッツ 

電話番号 +49 911 86 06-83  29 

press@biofach.de 
 

20.  エネルギーの節約 
 

• エネルギー(電力、水、暖房、圧縮空気)は、常に資源を節約する方法でホールで使用する必要

があります 

• スタンド照明:夜間はスタンド照明がオフになっていることを確認してください(防火の理由で

も) 

• 他の消費者(冷蔵庫や夜間に稼働しなければならない機械(ネットワークなど)を除く)も、スタ

ンバイモードでのエネルギー消費を防ぐために、夜間に電源を切る必要があります。 

• ホールのドアは   できるだけ閉じておく必要があります 

 
21.     見本市  終了後のスタンドパーティー/スタンド使用 

 

   スタンド パーティー は 水曜日 、

 15.02.2023 にのみ 許可されています。スタンドパーティーは事前に登録できます 詳

細はこちら: https://www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application-specialshows/bluenight 

 

      公正な閉店時間後にスタンドパーティーまたはその他の   スタンドの使用を登録する義務 が

あることに注意してください。 

 

22. 採用 スタンド 要員・契約 社員 
 

 組み立てと解体、スタンドサービス、通訳、ホステスの担当者については 、以下にお問い合わせ

ください。 

 
Business & Service Brigitte Schmedding GmbH 

Exhibition Centre 

90471 ニュルンベルク 

電話番号 +49 911 8 60 76-0 

mailto:press@biofach.de
https://www.biofach.de/en/exhibitors/participation/application-specialshows/bluenight
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info@business-und-service.de 

 
Lorenz Projekte GmbH & Co.KG 

Lorenz Office GmbH & Co. KG  

Lorenz Technik GmbH & Co. KG    

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 16, 90402 ニュルンベルク 

電話番号 +49 9 11 21 46 66 38 

messe@lorenz-personal.de 

 
 

23. 兵站 
 

輸送補助装置(フォークリフト、クレーン、輸送カートなど)の  スケジューリング   見本市の前に適切な

時期にオンライン出展者ショップ(ロジスティクスを参照)に注文が行われた場合にのみ、要求した日付

に  提供できます。そうしないと、かなりの待ち時間が発生する可能性があります。転送サービスの注文

デッドラインは、イベント開始の 7 日前です。 

 
 安全と責任の理由から、フォークリフト、トラック搭載クレーンなどの吊り上げ装置。それぞれの見本

市運送業者からのみ要求できます。 

 

24. 旅行 
 

お近くの交通機関のチケットは、VGN  オンラインショップまたは   VGNアプリで事前に購入できます。 
 

地下鉄 : 

どこから:ニュルンベルク空港(ニュルンベルクフルークハーフェン) 

 場所: メッセ 

料金: 3,30 EUR シングルチケット(大人/ニュルンベルク、フュルト、シュタイン) 所要時間: 20分 

 
出発時刻:ニュルンベルク空港 U2  ニュルンベルク・レーテンバッハ 到着: ニュルンベルク中央 駅 

変更 

 ニュルンベルク中央駅 U1出発 ラングワッサーズード到着: フェア 

 
地下鉄 : 

 出身地: 中央駅(中央駅) 

 場所: メッセ 

料金: 3,30ユーロ  シングルチケット(大人/ニュルンベルク、フュルト、シュタイン) 所要時間:10分 

 
出発時刻: ニュルンベルク中央駅 U1 ラングワッサー南 到着: フェア 

 
タクシー： 

どこから:ニュルンベルク 空港(ニュルンベルクフルークハーフェン) 

 場所: メッセ 

料金: 約40ユーロ 所

要時間: 20〜30分 

 
タクシー： 

mailto:info@business-und-service.de
mailto:messe@lorenz-personal.de
https://www.biofach.de/en/exhibitors/exhibitor-area/exhibitorshop
https://shop.vgn.de/index.php/tickets
https://shop.vgn.de/index.php/tickets
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 出身地: 中央駅(中央駅) 

 場所: メッセ 

料金: 約24ユーロ 所

要時間: 15〜20分 

 
 指定されたすべての価格は参照用であり、  交通状況、道路工事による迂回路、または乗客による待ち

時間の結果として異なる場合があります。  

 

25.  スタンド外での広告 
 

 展示台外への  広告物の配布はお断りいたします。 

  スタンドの制限 外の展示物およびあらゆる種類の広告は、ニュルンベルクメッセの事前の許可なしに

表示してはなりません。 

 
 広告の可能性については、  オンライン出展者ショップ  にアクセスしてください 

 

アドバイス と 予約: 

チーム サービス セールス & リア

ライゼーション T +49 911 86 06-

80 30 

exhibitor.marketing@nuernbergmesse.de 
 

26. ティッカー 
 

エキシビションセンター全体にWLANが設置されています。 展示会の全期間(組み立てと分解を含む)  の

安全なWLAN出展者アクセスは、オンライン出展者ショップで予約できます。 

 

助言： 

チーム サービス セールス & リアライゼーション T +49 911 86 06-80 10 

connectivity.services@nuernbergmesse.de 

ニュルンベルクメッセ  は、第三者のインターネットサービスについて  一切の責任を負いません。 不正

なWLANネットワークは、誤動作が発生した場合にオフにすることができます。 

 

 
 オンライン出展者ショップは、インターネット     および電気通信製品の注文のために、組み立て期間中

も開いたままになります。ログインデータをご持参ください。あなたは彼らがサイトでオンラインで注

文するために必要です。 

パートナー    (スタンドビルダー、    代理店など)   へのログインもご希望の場合は、セットアップ開始の

1週間前までに出展者ショップの「パートナーログイン」メニュー項目からログインデータをリクエス

トしてください。   

 
27.  通関手続き 

 

 ホール  を担当する  フォワーダーにお問い合わせください。 

あなたが 缶 また 手に入る 情報 で ザ 情報 そして サービス カウンター。 

 

https://www.biofach.de/en/exhibitors/exhibitor-area/exhibitorshop
https://www.biofach.de/en/exhibitors/exhibitor-area/exhibitorshop
mailto:exhibitor.marketing@nuernbergmesse.de
https://www.biofach.de/en/exhibitors/exhibitor-area/exhibitorshop
https://www.biofach.de/en/exhibitors/exhibitor-area/exhibitorshop
mailto:connectivity.services@nuernbergmesse.de
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税関 ポート T +49 911 2349-0 

 

サービス (概要 と 注文 情報) 
 

 ニュルンベルクメッセのサービス仲間 

電話 +49(0)911.86 06-80 00 • ファックス -8001      

E-mail: exhibitor.services@nuernbergmesse.de 

 
 

サービス 
下の
注文 

パートナー  電話番号 
+49(0)911 。 . . 

あ

る 

収容 
 

 ホテルを見る 
 

あ

る 

広告 
 

 マーケティングサービスを見る 
 

C キャンピング 
 

クナウス キャンピングパーク ニュルンベルク - 9812717 

C  出展者用駐車場 パス と チケット Engelhardt & Co. KG パークラウムマネジメントU. 

Service GmbH &Co 

展示会の    インフォメーションカウンターで 

- 981188-55 

C 出前 
 

 ガストロノミーを見る 
 

C 清掃 スタンド サービス Dias Dickmann Industrie- und Anlagenservice 
GmbH: 

ホール: 1, 2,  3, 3C, 8, 9,  10   , NCCミッテ  

- 98080-80 

キーファー 社: 

ホール: 3A,  4, 4A,  5,  6, 7, 7A und NCC Ost  

- 98172-28 

ヘクタス ファシリティ サービス B.V. & Co. ティッカ

ー 

ハレ11、12、NCCウェスト、フランケンハレ、サー
ビス  11  
および 12: 

- 8606 6520 

通信 技術 サービス Bisping &  Bisping  GmbH & Co. 病歴 - 86 06-40 00  

圧縮 空気 技術 サービス SPIE SAG GmbH - 818818-0 

コピー: 白黒   
 

  展示会のインフォメーションカウンター 
 

コピー: カラー 
 

 5ホールと6ホールの間のサービスポイント、上

層階 

- 86 06-80 04  

関税 
 

 転送サービスを参照してください。 
 

D 食器洗い サービス 
 

パーティー レントニュ ルンベルク  ローダーGmbH -131340-0 

そ

し

て 

電力 供給 技術 サービス SPIE SAG GmbH - 818818-0 

空のコンテナ/保管/物流 
 

 転送サービスを参照してください。 
 

展示会 運営 
 

ニュルンベルクメッセ GmbH、 展示会 管理 - 86  06-89 96  

F 消火 器 難燃抑制含

浸 

スタンド 構造 メッセバウ・ ヴェルンライン 社 - 817449-0 

mailto:messeservice@nuernbergmesse.de
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床 材 スタンド 構造 ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 400835-100 

- 817449-0 

F フォーク リフト 
 

 転送サービスを参照してください。 
 

転送 サービス 物流 と ケータリング ホール3 - 7A:シェンカー・ドイッチュランドAG - 81748-0 

 
サービス 

命令 
下 

パートナー  電話番号 
+49(0)911 。 . . 

   ホール1、  2、8-12:キューネ&  ナーゲル(AG&Co.)  
病歴 

- 981856-0 

G ガストロノミー 物流 と ケータリング Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. ティ

ッカー 

- 86 06-61 14 

グラフィックス 
 

レタリングを参照 
 

 スタンドの警備 物流 と ケータリング ESS Erlanger Sicherheits Service GmbH - +49 9131 68594-0 

H 家具のレンタル スタンド 構造 フンメル・ メーベルヴェライ GmbH 

ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 86 06-63 03  

- 400835-100 

- 817449-0 

ホステス 
 

スタンド担当者を見る 
 

ホテル 収容 NürnbergMesse GmbH, Service Sales & 
Realize 

Business & Service Brigitte Schmedding GmbH 

Congress and Tourism Centre ニュルンベルク 

- 86 06-80 20  

 
 

- 86076-0 

- 2336-121/122 

私 保険 サービスプラス deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH - 5885-180 

インターネット アクセス 
 

 コミュニケーションを見る 
 

K 厨房機器/暖房 および 冷蔵 

機器 

技術 サービス バレンティン 国際 Messeservice GmbH & Co. 病歴 +49(0)2104.9103-0 

L  スタンド設計のための

造園サービス 

スタンド 構造 Garden Design & Service Ronald Grabinger - 86 06-52 24 

レタリング スタンド 構造 ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 400835-100 

- 817449-0 

照明 技術 サービス SAG GmbH - 818818-0 

照明 スタンド 構造 ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 400835-100 

- 817449-0 

M マーケティング サービス 広告 NürnbergMesse GmbH, Service Sales & 
Realize 

- 8606-80 30  

メディア 機器 技術 サービス MAS MEDIEN AKTIV SERVICE GmbH 

ペイブ 社 

- 600093-0 

 △ 321593-02 

メッセショップ 
 

上層階のホール5と6の間のサービスポイントを参

照してください 

 

P 小包 サービス/ パッケージ - シェンカー ドイツ - 81748-0 

渡します パス と チケット ニュルンベルクメッセ GmbH、 展示会 管理 - 86  06-89 96  
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パソコン 機器 
 

 コミュニケーションを参照 
 

P 写真術 広告 Photo Bischof & Broel KG - 533533 

電源装置 
 

 電力供給を参照 
 

プレスおよびプレスコン

パートメント 

 
ニュルンベルクメッセ GmbH、 プレス - 86 06-83  29 

 
サービス 

命令 
下 

パートナー  電話番号 
+49(0)911 。 . . 

R レストラン 
 

 ガストロノミーを見る 
 

部屋の レンタル 
 

ニュルンベルクメッセ GmbH、 展示会 管理 - 86  06-89 96  

S 安全 
 

 スタンドの警備を参照してください 
 

サービス ポイント 
 

 5ホールと6ホールの間のサービスポイント、上

層階 

- 86 06-80 04  

兆候 
 

レタリングを参照 
 

スポット ライト 
 

「 照明」を参照してください。 
 

スタンド ケータリング 
 

 ガストロノミーを見る 
 

スタンド クリーニング 
 

 クリーニングを参照してください。 
 

スタンド 構造 スタンド 構造 ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 400835-100 

- 817449-0 

スタンド 設備 スタンド 構造 ホルトマン+ 

メッセバウ・ ヴェルンライン 社 

- 400835-100 

- 817449-0 

スタンド 担当者 サービスプラス Business &  Service Brigitte Schmedding GmbH  

Lorenz Personal GmbH & Co. KG  

- 86076-0 

- 21466638 

T 電気通信 
 

 コミュニケーションを参照 
 

 地元の公共交通機関  のチ

ケット 

パス と チケット VGN  オンラインストア  または   VGN  アプリでチ

ケットを購入する 

- 86 06-80 04  

輸送 
 

 転送サービスを参照してください。 
 

旅行 サービス 
 

Business & Service Brigitte Schmedding GmbH - 86076-0 

トラック コールオフ シス

テム 

兵站 トランジットフェア サービスホットライン 

営業時間:火曜日から木曜日の09.00〜15.00  

- 8606-6400 

で 付加価値税 還付 サービス サービスプラス  ヨッヘン博士 羊飼い +49(0)89.90775262 

で 廃棄物 処理 物流 と ケータリング フリードリヒ・ホフマン・ベトリエプスゲゼルシャ

フト mbH 

- 8128296 

 給水 技術 サービス ホール 3-7: August & Jean HILPERT Messe-Service 

GmbH 

ホール 1,2, 8-12: ABL Brochier Klimatechnik und 

Gebäudemanagement GmbH 

- 376638-0 

 

 
- 9812969 

無線LAN (Wi-Fi) 技術 サービス Bisping &  Bisping  GmbH & Co. 病歴 - 86 06-40 00  

 


