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見本市概要

                                           

見本市名
ISH 2019
バス・トイレ・ビルディング・冷暖房・空調・再生可能エネルギー国際専門見本市

見どころ

ISHは革新的なバスルームデザイン、エネルギー効率に優れた暖房、空調テクノロジーや再生可能エネル

ギーにおける世界最大の産業見本市です。 “エネルギーと水”という２大資源の効率的な活用がテーマに

なっており、出展各社は資源の節約と持続可能性に焦点を当てた最先端技術を披露します。

“ ISH Energy  ”セクショ ンでは省エネ空調・暖房・換気製品の中でも住宅で使用するエネルギーを最高

50%節約することができる製品が、“ ISH Water ”セクショ ンでは、浴室とトイレに関するあらゆる世代の

要望に対応する、デザインと利便性を兼ねそろえた製品やソリューショ ンが、数多く展示されます。

会  期 2019 年 3 月 12 日（火）－16 日（土） 5 日間

会  場
ドイツ・フランクフルト国際見本市会場

Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankf urt am Main, Germany

開催周期 隔年

製品グループ／

分野

The Bathroom Experience
バス、シャワー、脱衣所、バスルーム家具、アクセサリー、衛生陶

器、プール、サウナ、洗面台

Building and energy technology
ボイラー、バーナー、ヒーター、熱気送管、炎管、ヒートポンプ、太

陽光エネルギーシステム、雨水利用、伝統的タイルストーブ、暖

炉、暖房器具・部品、MSR テクノロジー、ホームオートメーショ ン

Efficient systems and renewable energies
太陽熱エネルギー、光起発電、バイオマス、ヒートポンプ、木材お

よびペレットバーナー、太陽光エネルギーシステム、伝統的タイル

オーブン（スウェーデンオーブン）

Aircontec: air-conditioning, cooling and ventilation 
technology
セントラル空調、局所空調、テクノロジー、エアコンユニット、 スプ

リット加圧、マルチアプリケーショ ンスプリット加圧、 VRF システ

ム、冷房、建築資材用ヒーティングシステム、防火・防炎、室内空

調コントロールシステムの取り付け、設備、部品、システム

World of Installation Technology
表面実装、パイプ、付属部品、留め具、管敷設テクニック、器具、

施工設備、オフィス、IT コミュニケーショ ンテクノロジー、アプリケー

ショ ンおよびシステム



来場ターゲット

グループ

■設計士・エンジニア

テクニカルビルディングサービス設計者

衛生設備、ガス、上下水道システム設計者

冷暖房・空調システム設計者

建築業設計部

公共機関設計部

■建築家、インテリアデザイナー、インダストリアルデザイナー、バスルームプランナー

■卸/小売りセクター

衛生機器卸業者

衛生機器小売業者

ヒーティングシステム卸業者

空調システム卸業者

衛生設備関連商社

ホームセンター

■建築業

建築業者・ゼネコン

住宅設備設計事務所

不動産業者

住宅設備エンジニア

住宅メーカー、建材メーカー

■公共団体/サービス

地方自治体、建築関連省庁

エネルギーコンサルタント

■施工業者

衛生設備施工業者

ヒーティングシステム施工業者、ガス施工業者

空調・冷暖房システム施工業者

配管業社、タイルストーブ施工業者、暖炉施工業者、太陽光エネルギー専門家

出展面積* 260,000 ㎡ ※2017 年実績 （2015 年実績：260,000 ㎡）

出展者数* 2,482 社 ※2017 年実績 （2015 年実績：2,465 社）

来場者数* 200,114 名 ※2017 年実績 （2015 年実績：196,777 名）

入場料 1 日券 EUR17（当日 EUR 40） 通し券 EUR46 （当日 EUR 90） ※2017 年の数字です。

主催 Messe Frankf urt Exhibition GmbH

お問合せ

メサゴ・メッセフランクフルト（株） 海外見本市チーム

Tel. 03-3262-8444  Fax. 03-3262-8442 
E-Mail. inf o@ov erseas-f airs.com
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F

開催までのスケジュール予定 ※2017 年開催時のスケジュールとなります。

【早期割引締切り：2016 年 1 月 31 日 / 本締切り：ホールの空き状況によります】

※ホールによってはキャンセル待ちからスタートになります。

2016 年 01 月 31 日 早期割引申し込み締め切り

02 月～11 月 ブース位置提案 & 確定

12 月 31 日 施工図案承認申し込み締め切り

2017 年 02 月 05 日 カタログ掲載登録締切り

03 月 14 日 ISH 2017 開催日



2019 年 ISH
出展料金 （1 m²あたり）

※2017 年の価格です。2019 年の出展料金につきましては、決定次第、ご案内いたします。

早期申し込み割引 出展料金：

出展面積 399 ㎡以下で出展 400 ㎡以上で出展 800 ㎡以上で出展

1 面開放 € 304.50/m² € 253.00/m²

€ 257.00/m²
2 面開放 € 311.50/m² € 259.50/m²

3 面開放: € 315.50/m² € 262.00/m²

4 面開放: € 317.50/m² € 266.50/m²

通常出展料金：

399 ㎡以下で出展 400 ㎡以上で出展 800 ㎡以上で出展

1 面開放 € 363.00/m² € 317.50/m²

€ 283.00/m²
2 面開放 € 372.50/m² € 325.50/m²

3 面開放: € 382.50/m² € 335.50/m²

4 面開放: € 393.00/m² € 346.00/m²

屋外展示 € 204.00/m²

2 階建て （99 ㎡以下） € 120.00/m² 

2 階建て （100 ㎡以上） € 60.00/m² 

+  環境税（EUR 2.50/㎡）

+  AUMA-ドイツ見本市協会納付金（EUR 0.60/㎡）

+ メディアパッケージ料金： EUR 585/社
+  VAT（付加価値税 現行 19%）

※ 日本で法人税を納付している企業・団体につきましては、原則として VAT（付加価値税）は課金

されません。ただし、出展の形態により VATが課金される場合がございます。

※ お申込まれる際は日本法人名でご登録ください。（現地法人名も共同出展者という形でフェアカ

タログに併載可能です。（無料））

 上記は 1 ㎡あたりの料金です。

 小間装飾費用は含まれておりません。



2019 年 ISH
出展にかかる費用 概算

※2017 年の価格です。2019 年の出展料金につきましては、決定次第、ご案内いたします。

最小出展面積 9 ㎡（1 面開放）での出展時概算費用（通常料金）

※あくまで目安ですので、レート、個々の出展内容によって異なります。

スペース料金（1 面開放）＋環境税＋AUMA 納付金

（363.00 + 2.50 + 0.6） x 9 ㎡ ＝ €3,294.90 （VAT課金なしの場合）

メディアパッケージ料金 €585.00 （VAT課金なしの場合）

合計 €3,879.90 （VAT課金なしの場合）

※€1.00 = ¥120 で換算の場合： 3,879.90 x 120 =   ¥465,589

 ブース施工/装飾費/電気料金は仕様されるデザインや部材によって料金が異なりますので、施工

会社にご相談ください。（初出展の方にはパッケージをお勧めします。）

 輸送費は、製品のサイズや量によって料金が異なりますので輸送会社にご相談ください。

 施工、輸送、通訳など経験豊富な企業をご紹介いたします。お気軽にご連絡ください。

 支払は小間位置確定後、請求書がお手元に届いてから約 2 週間以内となります。

 支払はドイツの口座に直接入金して頂きます。（外国送金€払い）

メディアパッケージ

メディアパッケージは全出展者様にお申込みいただくパッケージです。

パッケージに含まれる内容は以下のとおりです。

 ISH公式カタログへの掲載

 ISH公式 WEB サイト上の出展者検索への掲載

 携帯端末機器用アプリへの情報掲載

 会場内での出展者検索システム（Compass）への掲載

 プロダクトパイロット（w w w.productpilot.com）への掲載

プロダクトパイロットとは、メッセ・フランクフルトが運営するオンラインの B to B ポータルサイトです。

ご出展のお申込み

お申込みはインターネットからのご登録となります。

※ 日本で納税している場合には、出展料に VAT（付加価値税）が課税されません。

納税者整理番号をご登録ください。

1) 新規のお客様 お申込みページ

https://easyorder.messefrankfurt.com/easy/en/home_registerinterests.html
（入力内容のご説明（P3 以降をご参照ください）：

http://f iles.mmfcservice.com/documents/og/registrationnew exhibitor2013.pdf）

2） 前回出展のお客様 お申込みページ

https://easyorder.messefrankfurt.com/easy/en/home.html
（MyAccount／Easyorder ガイド（PDFが開きます）

http://f iles.mmfcservice.com/documents/og/EasyorderGuide2016.pdf



※2017 年の情報です。

ISH Water
“Water for People”をモットーに、デザイン性が高く、持続可能性のある浴室のソリューションを提案す

る出展者が集まります。また、業界における世界最大規模のショウルームである本見本市では、最新

のデザインに加え、最新の需要に合う近代的で、持続可能な技術にスポットライトを当てます。つまり、

最新の技術からハイエンドのデザインまで全てを網羅する展示が繰り広げられます。

The Bathroom Experience
浴槽、シャワー室、浴室用家具、アクセサリー、陶器製品、プール、サウナ、水処理など

World of Installation Technology
表面実装に関わる電気製品やシステム、排水、取り付け、固定、配管技術、ツール、

作業用設備、オフィス、IT、通信技術など

展示ホール：Hall 3, 4, 5, 6 & Festhalle

ISH Energy
”ISH Energy”では、設備やエネルギー関連技術、再生可能エネルギーと冷房・空調および換気技術

などの分野における革新的なビルディングテクノロジーをご覧いただけます。観点では太陽熱発電や

バイオマスなどの再生可能エネルギーを利用した効率的な暖房設備など、ビルディングサービスやエ

ネルギー技術を広く紹介します。

空調や冷房、換気技術は”Aircontec”エリアでご覧いただけます。こちらでも持続可能な未来志向

のソリューションを提案します。ヒートポンプによる暖房・空冷に加え、太陽光を使用した冷房システム

や、フリークーリングや間接的気化冷却などをふくむ熱回収技術が披露されます。

Building and energy technology
ボイラー、焼却炉、暖房機器、送気管、ヒートポンプ、太陽エネルギーシステム、雨水利用に関わ

る技術、伝統的なタイルストーブ、暖炉、暖房機器の取り付け技術や部品、MSR 技術やホームオ

ートメーションなど

Efficient systems and renewable energies
太陽熱発電、太陽光発電、バイオマス、ヒートポンプ、木材およびペレットストーブ、太陽エネルギ

ーシステム、伝統的なタイルストーブ（Sw edish ovens）など

Aircontec: air-conditioning, cooling and ventilation technology
集中的および非集中的な換気技術、空調設備ユニット、ビル用マルチエアコン方式（VRF システ

ム）、空調システム（セパレートタイプおよびマルチセパレートタイプ）、建物内臓型の冷房・暖房

システム、防火・防煙、個別管理の換気システム等に関連する装置、部品およびシステムなど

展示ホール：Hall 8, 9, 10, & 11



2019 年 ISH
開催イメージ（2017 年より）

Building and energy Technology

Bathroom Experience

World of Installation Technology

                    
Air-Conditioning, Cooling and Ventilation Technology


