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ProWeinのご紹介



業界最大かつ最も国際色豊かなメッセ「ProWein」

ProWein：国際ワイン・アルコール飲料フェア
ドイツ・デュッセルドルフで毎年3月に開催
ワインをはじめ、ブランデーやアルコール、日本酒のメッセ
ソムリエ、レストラン購買担当者など業界のプロフェッショ

ナルが来場し、新しいビジネスを開拓するプラットフォーム
国際色の豊かさ：

2018年は 64ヶ国・6,870の出展企業が
133ヶ国・60,560人の専門ビジターと商談

（2017年は出展：6,615社、来場：58,502人）
 2011年から日本酒、2014年から日本ワインが出展

2018年から日本酒が単独の出展品目カテゴリーに



ProWein は業界No.1メッセ

他のメッセとの比較

出典：各ウェブサイト、カタログ
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開催国 ドイツ イギリス フランス イタリア

出展者数 6,870社 約500社 約2,300社 4,380社

出展国数 64ヶ国 32ヶ国 40ヶ国 36ヶ国

海外の出展者比率 86% ? ? 8%
＊カタログ上

来場者数
（専門家・バイヤー） 60,560 14,250 48,500 128,000

＊一般ビジター込

海外来場者の比率 54% ? 約80％ 25%



出展のご案内



「参加して良かった。ドイツの市場やヨーロッパ客層の
好みがわかった。」― 千代の亀酒造株式会社

「既存得意先、新規得意先候補双方とのコンタクトがあ
り、満足しています。」 ― 白鶴酒造株式会社

「弊社がまだ輸出してない国のバイヤーとの商談を
数件することができたため、今後の輸出拡大に向け、
良い機会となった。」 ― 浦霞醸造元 株式会社 佐浦

※敬称略

出展者の声



世界中のバイヤーが、デュッセルドルフに集結

133ヶ国から60,560人の専門知識を持つビジターが来場。
そのうち54%はドイツ国外からの来場者。
来場者が多かった海外の国（カッコ内は全来場者数に占める割合）
オランダ （11％）
フランス（8％）
ベルギー（7%）
イタリア（6%）
米国（5%）
欧州以外（含：日本）の来場者は11% 出典: ProWein 2018



国際色豊かで専門性の高い来場者

 ProWeinの来場者は飲料・飲食関係の専門家のみ
産業別来場者構成

 19% ワイン・アルコール飲料専門小売業
 11% 輸出・輸入業
 10% ソムリエ、レストランのシェフなどの飲食業
 9% ワイン・アルコール飲料専門卸売業
 5% ホテル業界 など

購入に関する決定権を持つ来場者は82%！
 43% 購入に関し単独決定権を持つ
 23% 購入に関して決定に関与できる
 16% 購入に関してアドバイスできる



優良なビジネスプラットフォームとしてのProWein

2018年ProWeinビジターの満足度調査結果：
来場者の99%がProWeinに満足と回答
来場者の53%がProWeinで新しい取引先を開拓

出典：ProWein 2018アンケート結果



メディアから最高度の注目を浴びるProWein

49ヶ国・1,263人のジャーナリストが会場にて報道
例)

※写真・ロゴのコピーライトは、各出版社が所有



ProWein でも「よい準備は成功の元！」

単独で出展される場合はお早目のお申し込みを！
申込締切：2018年7月31日
⇒ http://www.prowein.com/2330

ブース装飾は日本の専門家（MDJサービスALLLIANCE加盟
企業）にお任せください。

旅行準備、ホテル予約などもお早目に！
ProWein会期中は、6万人を超える出展者・来場者がデュッ
セルドルフに滞在するため、ホテルが混み合います！
MDJサービスALLIANCE加盟旅行代理店のネットワークでご
滞在をサポートします。
https://www.messe-dus.co.jp/mdj-service/service-alliance/

東京-デュッセルドルフの旅は、ANAの直行便が便利！

http://www.prowein.com/2330
https://www.messe-dus.co.jp/mdj-service/service-alliance/


「Taste of Japan」
メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンが運営する
パビリオン出展のご提案



「Taste of Japan」パビリオンのイメージ

 



過去のパビリオンご参加企業

 株式会社エルフェン
 有限会社上野グルメ
 兼松株式会社
 株式会社呉山城屋
 KOJ

 中央葡萄酒株式会社
 株式会社くらむぼん

ワイン
 ビーエルジャパン株

式会社

 白鶴酒造株式会社
 サクラアワード
 Sake-Kontor

＊2014年ジェトロが共同出
展者としてテイスティング
ゾーンを設置 (※敬称略）



パビリオン出展に含まれるもの

ご提案：30㎡のコーナーブース内に5社のブース
基本装飾（１社当たり）：

カウンター１台、バースツール1脚、カウンターグラフィック社名１行
共同利用：

シンク付キッチン、冷蔵庫付き倉庫、ビストロテーブル１台、 椅子３
脚、展示棚

その他含まれるもの：
ブース運営に必要な電気・水道代、配管工事費用、毎日の清掃費用、
ごみ処理代、２時間ごとのグラス洗浄・交換サービス、「Taste of
Japan」ロゴ使用料、出展者証２枚

価格：
499,000円（パビリオン出展者１社当たり）

※パビリオン出展・メディア費用として470ユーロ/１社（VAT別）を別途、
主催者メッセ・デュッセルドルフGmbHへお支払いいただきます。



パビリオン出展のメリット

 「Taste of Japan」というインパク
トのあるテーマにより高い注目度

 すべてが揃う魅力的なパッケージ料
金（出展費用499,000円＋パビリオ
ン出展・メディア費用470ユーロ（
VAT別）／１社当たり）

 記者ミーティング、広告掲載、専門
ビジターの招待など共同でのPR対策
が可能

 ㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャ
パンがマーケティングをサポート



PR 活動の事例

主催者メッセ・デュッセルドルフGmbHのサポート:
 ProWeinの広報活動において貴社のご紹介・言及
 世界49ヶ国・1,263人もの業界記者が会場にて報道

出展者の広報ツールとして専門紙リストを提供
 チケットバウチャー（引換券）による顧客の招待が可能

(ご招待客が実際に使用したバウチャー分のみ費用が発
生)
 出展者および製品リスト（印刷・オンライン）に貴社名

を掲載
 ProWeinのウェブサイトwww.prowein.com 上で企業・

製品のPR（無料）、また自社ホームページへのリンク
が可能

http://www.prowein.com/


まとめ

 ProWein会期：2019年3月17日〜19日（日曜〜火曜）
 出展費用（1社当たり）：

499,000円 （出展費用としてメッセ･デュッセルドルフ･ジャパンへ）
＋
470ユーロ（VAT別）（パビリオン出展・メディア費用として主催
者メッセ・デュッセルドルフGmbHへ）

 「Taste of Japan」パビリオン出展申込締切：2018年9月30日
 申込の流れ：

1. メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンにアクセスし、登録
https://prowein.messe-dus.co.jp/exhibitors/information/

2. メッセ・デュッセルドルフから届くProWeinのパビリオン出
展申込書にサイン・捺印のうえ、メッセ･デュッセルドルフ･
ジャパンに送信

3. メッセ･デュッセルドルフ･ジャパンと共に出展準備

https://prowein.messe-dus.co.jp/exhibitors/information/












ProWein China
2013年11月より開催。主に中国市場をターゲットとし、他の
中国のメッセと比較すると国際色が濃い。
2017年度実績：
 39ヶ国・地域から700社以上のワイナリー、アルコール飲

料生産者が参加
 14,219名の専門知識を持つビジターが来場
2018年は11月13〜15日、上海新エキスポセンター（SNIEC)
で開催。中国フード・アンド・ホスピタリティー展FHCも同
時開催。http://www.prowinechina.com

http://www.prowinechina.com/


ProWein ASIA
主催：メッセ・デュッセルドルフ・アジア、UBM社
会場：香港コンベンションセンター
2018年（シンガポールでの開催）の実績：
 33ヶ国・300社の出展者
 7,200名のバイヤー（40%は海外から）
次回：2019年5月7日〜10日（香港）

2020年3月31日〜 4月3日（シンガポール）
http://www.prowineasia.com

http://www.prowineasia.com/


日本でのお問い合わせ・連絡先
㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
ProWein担当：A. メルケ
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニ・ガーデンコート7F
T: 03-5210-9951 ・ F: 03-5210-9959
prowein@messe-dus.co.jp 
https://prowein.messe-dus.co.jp 
https://www.messe-dus.co.jp（弊社サイト、サービスご説明など）

mailto:prowein@messe-dus.co.jp?subject=ProWein%202019
http://prowein.messe-dus.co.jp/
https://www.messe-dus.co.jp/
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