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Messe Frankfurt: 
the first choice for business encounters
さまざまな産業の活性化と、みなさまのビジネスの成功に必要不可欠な商談とコミュニケーションの場を約束します
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メッセフランクフルトは、800年以上にわたり見本市会場として親しまれるドイツ・フランクフルト市に本社 

を構える世界最大級の国際見本市主催会社です。現在、グループ全体で世界30カ所の拠点に約2,500名
の従業員を抱え、世界中で事業展開しています。

メッセフランクフルト本社とフランクフルト国際見本市会場

メッセフランクフルト ジャパンは、メッセフランクフルトの日本支社としてグローバルなネットワークを強みに、日本国内で業界を
リードする国際見本市を企画、運営しています。また、みなさまの海外進出をお手伝いするため、メッセフランクフルト グループが
世界各地で開催する見本市へのご出展もサポートしています。

国内見本市の
企画・運営

海外見本市への
出展・来場誘致のサポート 
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会社概要 沿革

1150 フランクフルトで記録上最古の見本市が開催
1240 神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世がフランクフルトに

見本市開催の権利を与える
1907 メッセフランクフルトGmbH 設立
1987 メサゴ・ジャパン（株）設立
1990 メッセ・フランクフルト（株）設立
1991 「インターナショナル フランクフルターメッセ アジア」初開催

※現「インテリア ライフスタイル」

1993 「サーモテック」初開催
1998 「エステ・エキスポ・ジャパン＆ビューティー」初開催

※現「ビューティーワールド ジャパン」
2000 メサゴ・ジャパン（株）とメッセ・フランクフルト（株）合併

メサゴ・メッセフランクフルト（株）に改称
2006 「ビューティーワールド ジャパン ウエスト」初開催
2008 「IFFT/インテリア ライフスタイル リビング」初開催
2011 「インターペット」初開催
2014 「ビューティーワールド ジャパン 福岡」初開催
2018 メッセフランクフルト ジャパン（株）に改称
2019 「保育博」初開催

「フォームネクストフォーラム 東京」初開催
「サーマルテクノロジー」事務局として初運営

2020 「インターペット愛知」初開催
2021 「保育博ウエスト」初開催
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メッセフランクフルト ジャパンの見本市

アジアの美容業界へ発信力を誇る国際総合ビューティ見本市 アジアの中心東京に、心動かすデザインが集う
インテリア・デザインのための国際見本市

日本とアジアのビューティビジネスの発展に貢献するBtoB見本市です。エステティック、ネイルサロン、美容室、小売関係者、
輸入商社と国内外の化粧品・美容機器メーカーとの商談の場として、東京、大阪、福岡の3都市で開催しています。日本製
の化粧品や美容機器が海外から注目を集める中、アジアからの来場者も増加しており、日本のみならずアジアの美容業界関
係者からも最新トレンド発信の場として注目を集めています。

東京から世界へ向けてライフスタイルを提案する、インテリア・デザイン市場のための国際見本市です。2021年は5月に「イン
テリア ライフスタイル」、10月に「IFFT/インテリア ライフスタイル リビング」を開催予定です。メッセフランクフルトが開催して
いる世界最大級の国際消費財見本市「アンビエンテ」、ホーム・コントラクトテキスタイルの国際見本市「ハイムテキスタイル」
の2つを母体とし、ライフスタイルマーケットを共創していく場として、国内外の業界関係者の注目を集めています。

ビューティーワールド ジャパン ウエスト

会　期：2021年10月18日（月）－20日（水）
会　場：インテックス大阪
初開催年（開催頻度）：2006年（毎年）
出展者数（2020）： 224社（2カ国・地域）
来場者数（2020）： 22,242名（3カ国・地域）

ビューティーワールド ジャパン

会　期：2021年4月19日（月）－21日（水）
会　場：東京ビッグサイト
初開催年（開催頻度）：1998年（毎年）
出展者数（2019） ： 551社（11カ国・地域）
来場者数（2019） ： 71,309名（44カ国・地域）

インテリア ライフスタイル

会　期：2021年5月19日（水）－21日（金）
会　場：東京ビッグサイト
初開催年（開催頻度）：1991年（毎年）
出展者数（2019） ： 770社（26カ国・地域）
来場者数（2019） ： 21,597名（33カ国・地域）

ビューティーワールド ジャパン 福岡

会　期：2021年2月8日（月）－9日（火）
会　場：福岡国際センター
初開催年（開催頻度）：2014年（毎年）
出展者数（2020）： 126社（4カ国・地域）
来場者数（2020）： 5,160名（8カ国・地域）

IFFT/インテリア ライフスタイル リビング

会　期：2021年10月18日（月）－20日（水）
会　場：東京ビッグサイト
初開催年（開催頻度）：2008年（毎年）
出展者数（2019） ： 352社（14カ国・地域）
来場者数（2019） ： 16,016名（34カ国・地域）
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保育博2021―保育・教育ビジネス＆サービスフェア―

会　期：2021年12月1日（水）－2日（木）
会　場：東京都立産業貿易センター  浜松町館
初開催年（開催頻度）：2019年（毎年）
出展者数（2020）： 122社（2カ国・地域）
来場者数（2020）： 2,366名

メッセフランクフルト ジャパンの見本市

ペットとの新しいライフスタイルを提案する、
日本最大のペット産業国際見本市
人とペットがより健康に、快適に、安全に、楽しく暮らすための多彩なアイディアや製品、サービスが集うイベントです。ペット 
業界のみならず、自動車、住宅・インテリア、IT・家電、観光事業、冠婚葬祭など、業界の垣根を越えたペットとの豊かなラ
イフスタイルを提案しています。BtoBとBtoCの両方を兼ね備えた国際見本市として2011年から実績を積み重ねております。
2020年は愛知でBtoCを対象にした同展を初めて開催し、成功裡に終了いたしました。

インターペット

会　期：2021年4月1日（木）－4日（日）
会　場：東京ビッグサイト
初開催年（開催頻度）：2011年（毎年）
出展者数（2019） ： 481社（23カ国・地域）
来場者数（2019） ： 44,114名（26カ国・地域）

インターペット愛知

会　期：2021年11月（予定）
会　場：Aichi Sky Expo（予定）
初開催年（開催頻度）：2020年（毎年）
出展者数（2020）： 94社（6カ国・地域）
来場者数（2020）： 4,052名

保育・教育ビジネス＆サービスに関する
すべての人・モノ・コトに出会えるビジネス商談見本市
保育園・幼稚園・こども園経営者、保育従事者の多様化するニーズに応え、2019年6月に初開催しました。園の新規開設
および日々の運営を改善する什器・備品・製品・サービスが一堂に会する新しい商談の場、そしてセミナーやワークショッ
プを併催した総合的な情報発信の場として大きな期待が集まっています。
2021年からは年2回開催となり、待望の西日本エリアで初開催します。

保育博ウエスト2021―保育・教育ビジネス＆サービスフェア―

会　期：2021年7月6日（火）－7日（水）
会　場：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル 

コングレコンベンションセンター
初開催年（開催頻度）：2021年（毎年）
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メッセフランクフルト グループ主催の海外見本市

アディティブマニュファクチャリングを中心とした
最先端技術の展示とセミナーの複合イベント
3Dプリンティングなどのアディティブ・マニュファクチャリング（AM／積層造形）を中心とした次世代製造技術や情報が
集うイベントです。ドイツ・フランクフルトの国際見本市「フォームネクスト」の姉妹イベントとして、本格的に2019年から
東京で開催しています。

フォームネクストフォーラム 東京

会　期：2021年9月28日（火）－29日（水）
会　場：東京都立産業貿易センター  浜松町館
初開催年（開催頻度）：2019年（毎年）
出展者数（2020）： 29社（2カ国・地域）
来場者数（2020）： 710名

メッセフランクフルト ジャパンの見本市

工業炉・関連機器展とシンポジウムで構成する
情報発信型見本市
一般社団法人日本工業炉協会主催の工業炉に関わる技術の普及、啓発を目的とした見本市およびシンポジウムと講演会を
併催した複合イベントです。サーモテックは東京、サーマルテクノロジーは大阪にて、それぞれ4年毎に開催しており、熱処理、
工業炉関連分野で広く認知されています。

サーマルテクノロジー

会　期：未定
会　場：未定
初開催年（開催頻度）：2007年（4年毎）
出展者数（2019） ： 101社（8カ国・地域）
来場者数（2019） ： 3,056名（9カ国・地域）

サーモテック

会　期：2022年開催予定
会　場：東京ビッグサイト
初開催年（開催頻度）：1993年（4年毎）
出展者数（2017） ： 190社（13カ国・地域）
来場者数（2017） ： 11,053名（21カ国・地域）

セーフティ・セキュリティ・防災

モビリティ・ロジスティクス

消費財（インテリア・家庭用品）・文具・ビューティ

テキスタイル・テキスタイル加工技術

製造技術・加工技術

照明・設備・スマートビルディング

テキスタイルケア・クリーンルーム技術 楽器・音響・舞台照明・エンターテイメント

エレクトロニクス・オートメーション技術

メッセフランクフルト グループは、ドイツを中心に世界各国で国際見本市を企画、運営しています。グループが開催する
見本市は、さまざまな分野にわたって各業界を牽引し、活発な商談の場を提供しています。また、独自のネットワークを活
用して、主要な見本市を姉妹見本市としても世界中で展開し、各地のニーズや地域の特性に合わせた発展を遂げています。

環境関連技術

食品加工技術
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メッセフランクフルト グループ主催の海外見本市

会 場：ドイツ　フランクフルト国際見本市会場
出展者数：2,719 社（55カ国・地域）
来場者数：220,864名（177カ国・地域）
出展製品：照明、部品・アクセサリー、電気設備、ホーム＆ビルオートメーション、セキュリティ技術など
来場者層：建築設計事務所、インテリアデザイナー、エンジニア、ディベロッパー

ライトアンドビルディング

最先端の照明・建築・スマートビルディング技術が一堂に会する国際見本市

会 場：ドイツ　フランクフルト国際見本市会場
出展者数：4,987社（76カ国・地域）
来場者数：134,622名（184カ国・地域）
出展製品：乗用・商用車用パーツ、カーアクセサリー、設備機器、工具、IT＆管理システム、E-モビリティ、コネクテッドカー関連
来場者層：カーメーカー、部品メーカー、整備業者、ディーラー、用品バイヤー

自動車部品・用品・アフターマーケット製品が集まる自動車産業総合見本市

アウトメカニカ

会 場：アラブ首長国連邦　ドバイ・インターナショナルコンベンション＆エキシビションセンター
出展者数：1,803社（68カ国・地域）
来場者数：44,256名（138カ国・地域）
出展製品：コスメ、スキンケア、ヘア、ネイル、フレグランス、美容機器など
来場者層：ディーラー、輸出入業、メーカー、ホテル・スパ、コンサルタント

ビューティーワールド ミドルイースト

中東最大級の美容・ヘア・フレグランス・ウェルネス製品の国際見本市

会 場：ドイツ　フランクフルト国際見本市会場
出展者数：852社（36カ国・地域）
来場者数：34,532名（99カ国・地域）
出展製品：デザイン、素材・材料、前加工、積層造形、表面加工技術、デジタル化、ダイカスト技術、工具、品質管理
来場者層：自動車、航空宇宙、建築・建設企業、ヘルスケア・歯科関連、時計・ジュエリー関連、エンジニア、研究・開発機関

3Dプリンティングと次世代工業生産技術の国際専門見本市およびカンファレンス

フォームネクスト

会 場：ドイツ　フランクフルト国際見本市会場
出展者数：4,635社（93カ国・地域）
来場者数：108,000名（160カ国・地域）
出展製品：キッチンツール、食器、カトラリー、インテリア・服飾雑貨、デザインプロダクトなど
来場者層：インテリアショップ、セレクトショップ、輸出入業、ホテル・レストラン、プロダクトデザイナー

アンビエンテ

世界最大級の国際消費財見本市

会 場：中国・上海　国家会展中心
出展者数：春：3,273社（23カ国・地域） 秋：4,422社（33カ国・地域）
来場者数：春：94,661名（110カ国・地域） 秋：89,662名（120カ国・地域）
出展製品：綿、麻、化合繊、機能性素材、服飾資材、テキスタイルデザイン
来場者層：アパレルメーカー、貿易商社、デザイナー、百貨店、量販店

世界最大級のアパレルファブリックス＆アクセサリーの国際専門見本市

インターテキスタイル上海 アパレルファブリックス本開催に限り「International Consumer Goods 
Show - Special Edition」と題し、ステーショナリー
とオフィス用品の国際見本市「ペーパーワールド」、
およびシーズナルデコレーションとフローリスト用品
の国際見本市「クリスマスワールド」と併催します。

会 場：ドイツ　フランクフルト国際見本市会場
出展者数：3,016社（65カ国・地域）
来場者数：67,216名（156カ国・地域）
出展製品：壁紙、カーテン、カーペット、寝具、タオル、テキスタイルデザインなど
来場者層：小売店、卸・商社、インテリアデザイナー、建築設計事務所

ハイムテキスタイル

世界最大級のホームテキスタイル・
コントラクトテキスタイルの国際見本市

会 場：中国・上海　上海新国際博覧中心
出展者数：2,414社（34カ国・地域）
来場者数：122,519名（79カ国・地域）
出展製品：楽器全般、アクセサリー、収納用品、楽譜、ハードウェア＆ソフトウェアなど
来場者層：小売店、卸・商社、音楽学校・教育機関、メーカー

アジア最大級の楽器・音楽関連見本市

ミュージックチャイナ本開催に限り、産業用繊維・不織布の国際専門
見本市「テクテキスタイル」、および縫製機器・
関連加工技術の国際専門見本市「テックスプロ
セス」と併催します。


