東口（Ost/East）

wire - International Wire and Cable Trade Fair
国際ワイヤー産業展

Tube - International Tube and Pipe Trade Fair

CCD Ost

国際管材製造加工・ 技術展

MDJ 出展者・来場者
インフォメーション

■会

P4

12

15

14

13

現現在、
ホール1+2は改築中です。
前回ホール1+2の
多くの出展者は今回、
16+17にブース出展します。
詳しくはwww.tube-tradefair.comで。

期： 2018年4月16日〜20日

国際ワイヤー産業展
wire - International Wire and

金：9時〜16：30時

16

■入場料（両メッセをご視察いただけます）：
18

・現地窓口
南口II（Süd/South II）、ホール17

17

………………………… 58ユーロ

【5日券】 ・前売（オンライン） ……………… 80ユーロ
・現地窓口

………………………… 98ユーロ

ワイヤー
ケーブル
線材製品・機械

ばね製造

ねじ技術

光ファイバー
機械

・前売（オンライン / 引換券） …… 32ユーロ

7

前売入場券ご購入につきましては
http://wire.messe-dus.co.jp/visitors/tickets-catalogue

https://wire.messe-dus.co.jp

もしくは

6

CCD Süd

3

4

南口I（Süd/South I）

5

7a

ESPRIT arena
Messe Nord 駅（市電）

入場券、公式出展者カタログ現地会場引換券ともに、wire Tube 2018
専用ウェブページにて、前売販売しています。

http://tube.messe-dus.co.jp/visitors/tickets-catalogue
をご参照ください

国際管材製造加工・ 技術展
Tube - International Tube and

前売入場券をお持ちの方は、メッセ会場との往復時にVRR公共交通

Pipe Trade Fair

にご乗車いただけます。
ホール16〜17
付属品、
プロファイル

ホール7a
プラント・機械、
プロファイル

ホール6、7a、18
パイプ・チューブ加工機械、
プロファイル

ホール5
曲げ・成形技術

ホール3〜4、7、16、18
管材製造、
プロファイル

ホール15
ねじ技術

ホール13
ばね製造

で、ドイツ鉄道は特急・急行券などの特別な料金を必要としない2等車

ホール13
メッシュ溶接機械

メッシュ
溶接機械

【公式カタログ】

P1 P2

9

10

Cable Trade Fair

【1日券】 ・前売（オンライン） ……………… 40ユーロ

11

Information

ドイツ・デュッセルドルフ

機関を無料でご利用いただけます。適用範囲は『料金体系D・南地域』

ホール9〜14、
16
ワイヤー、
ケーブル機械
ワイヤー、
ケーブル製造
光ファイバー機械

JP

2018年4月16日〜20日

■ FACTS & DATES

■開場時間： 月〜木：9時〜18時

北口（Nord/North）

重要分野

ばね製造・ねじ技術 ホール13と15

■ wire Tube ホールプラン

■訪問準備：

プラント・機械

加工機械

曲げ・成形技術

製造・取引

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパンのサービスALLIANCE加盟旅行社
がホテル、エアーチケット、その他の手配サービスを提供します。
詳細は、www.messe-dus.co.jp（日本語対応）

㈱メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン
〒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

Tel.03-5210-9951 mdj@messe-dus.co.jp

www.messe-dus.co.jp

https://tube.messe-dus.co.jp

付属品

プロファイル

プラスチック・
チューブ

■ 2つのトップレベルの国際見本市

■ 日本出展者リスト（日系欧州現地法人含まず

➢ 管材業界を国際的にリードする専門見本市「Tube」
➢ ワイヤー・ケーブル業界No.1メッセ「wire」
➢ 同時開催で、主要産業を根底で支える線材や管材を幅広く
カバーする見本市

➢ 世界各国から約2,500 の出展者が15ホールに各部門の
幅広い製品・技術ラインアップを紹介

【出展範囲】
wire： ワイヤー・ケーブル製造・加工機械、光ファイバー・ファス
ナー・ばね製造機械、関連機器、原材料、特殊ワイヤー・
ケーブル、測定・制御・検査技術

など

Tube： 各種管材製品・原材料、チューブ･パイプ製造機械、工具、
加工技術（＝鋳造・鍛造、押出加工、圧延、溶接、表面・熱
処理）、パイプライン・油井管（OCTG）技術、プロファイ
ル・製造機械、測定・制御・検査技術

50音順）

■ 世界の主要マーケットへ
ワイヤー・ケーブル及びチューブ・パイプ産業No.1 の専門メッセ
wire Tube展は、本拠地デュッセルドルフに加え、イラン、インド、

出展者名

主要出展製品

ブース番号

中国、ロシア、タイ、ブラジル、米国といった世界の市場に展開し
ています。すでに多くの出展者が、有望なマーケットの特別な要

旭サナック株式会社

SQ83 3D3B 冷間鍛造機

15 / C53

旭精機工業株式会社

ばね成形機

13 / D21

ワ、バンコク、サンパウロ、シカゴで開催されるwire Tube展に参
加し、その国際的な相乗効果を活用しています。

オリイメック株式会社

ばね成形機

13 / F43

共栄社化学株式会社

ワイヤー伸線用の潤滑剤

11 / J12

株式会社キンレイ

医療、自動車関係撚線機

11 / A37

株式会社阪村機械製作所 新開発サーボフォーマー（予定） 15 / F26

求に具体的に対応するため、テヘラン、ムンバイ、上海、モスク

wire China 2018

Tube China 2018

中国国際ワイヤー産業展
2018 年 9 月 26 日〜 29 日

中国国際管材製造加工・技術展
2018 年 9 月 26 日〜 29 日

株式会社シルバーロイ

超硬合金素材及び金型完成品

15 / H05

新興機械工業株式会社

スプリングコイリングマシン

13 / C11

株式会社 善光商事

ワイヤー伸線用の潤滑剤

11 / J12

wire India 2018

FABTECH 2018 ※※

インド国際ワイヤー産業展
2018 年 11 月 27 日〜 29 日

北米国際金属製造・溶接・金属成形見本市
2018 年 11 月 6 日〜 8 日

など

■ 日本人向け視察サポート・プログラム
wire Tube 2018 レセプション

東邦インターナショナル
株式会社

電線鉄線製造機・線材貿易

12 / A71

株式会社 中島田鉄工所

2D3BパーツフォーマーXP6

15 / A26

日本精線株式会社

ステンレス鋼線

14 / A45

例年通り、日本ご出展者やご来場の皆さまのために、ご好評頂いて
Iran Wire 2018 ※

Tube India 2018

イラン国際ワイヤー・ロッド・チューブ産業展
2018 年 12 月（ 予定）

インド国際管材製造加工・技術展
2018 年 11 月 27 日〜 29 日

出展ご検討者を対象に、現地でMDJ担当が個別にご案内致します

wire Russia 2019

Tube Russia 2019

（日本語）。希望の方は、事前に下記までお問合せください。

ロシア国際ワイヤー産業展
2019 年 6 月（ 予定）

ロシア国際管材製造加工・技術展
2019 年 6 月（ 予定）

wire Southeast ASIA 2019

Tube Southeast ASIA 2019

東南アジア国際ワイヤー産業展
2019 年 9 月 17 日〜 19 日

東南アジア国際管材製造加工・ 技術展
2019 年 9 月 17 日〜 19 日

wire South America 2019

TUBOTECH 2019

南米国際ワイヤー産業展
2019 年 10 月 1 日〜 3 日

南米国際管材・バルブ・ポンプ製造加工・技術・部品展
2019 年 10 月 1 日〜 3 日

いる「ジャパン・イブニング」を会場で計画致します。詳細は下記の
ウエブサイトでご確認ください。
wire Tube 2020 出展ご相談

日本タッパー株式会社

次世代ネジ立て機PACシリーズ 15 / F12

深瀬商事株式会社

押出ライン部品・検査機

9 / E36

次回wire Tube 2020また世界各地に開催されるwireやTube展の

または現地+49-1522‒766‒1564までお電話下さい。
MDJ wire Tube担当 A.ユング

出展者名

主要出展製品

ブース番号

mdj@messe-dus.co.jp 03-5210-9951

磐田刃物株式会社

日本製鉄切用超硬丸鋸

6 / F17

wire Tubeに関する新着ニュース

日下部電機株式会社

自動車、石油&ガス用鋼管ミル 7A / F13

https://wire.messe-dus.co.jp

三京物産株式会社

シームレスステンレス鋼管

3 / D01

株式会社 中田製作所

造管設備(FFX、ODF、等)

5 / F19

株式会社
日本特殊管製作所

極細精密金属管

18 / B10

https://Tube.messe-dus.co.jp

2017年12月1日現在

※
※※

メッセ・デュッセルドルフはイラン国外の出展者を担当
メッセ・デュッセルドルフはFABTECH内Tube & Pipeパビリオンの
海外出展者を担当

