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drinktec 2017 
ファイナルレポート 

世界飲料・液状食品技術見本市 
2017 年 9 月 11 日～15 日 / ドイツ・ミュンヘン見本市会場 

 
2017 年 9 月 15 日 

 
drinktec 2017 – 76,000 人以上が来場、全記録を更新 
 
 
 
Summary 
 

 出展社数史上最多の 1,749 社 
 

 海外からの参加者も拡大 
（海外からの来場者比率 67％） 

 世界で最も重要なイノベーションと投資の

プラットフォーム 
 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 2017 年 9 月 11 日（月）～15 日（金） 9 時～18 時 ※最終日のみ 17 時まで 
会 場 ドイツ・ミュンヘン見本市会場 
主 催 メッセ・ミュンヘン（Messe München GmbH) 
後 援 VDMA - ドイツ機械工業連盟 食品加工・包装機械工業会 
規 模 約 150,000 ㎡ （＝全 15 ホール） 
出 展 企 業 77 ヶ国から 1,445 社（2013 年度：76 ヶ国から 1,433 社） 
来 場 者 総 数 170 ヶ国から 76,000 人以上（2013 年度：183 ヶ国から 66,886 人） 
主 な 出 展 品 ビール・ワイン・蒸留酒・ソフトドリンク（乳飲料・清涼飲料）・液状食品製造加工機

械・プラント、醸造・充填・衛生技術、製造加工自動化・制御・IT 技術、原材料・フ

レーバー・添加剤、飲料容器洗浄・密閉・ラベル・識別技術・機械、プラスチック容器

製造機械・原料、各種容器・包材、保管・貯蔵、物流搬送技術、リサイクル、水・廃水

処理、エネルギーシステム、レストラン・ケータリング向け機器、ラボ技術、研究、各

種サービス、業界団体・媒体  など 
出展日本企業 
（現法出展など含む） 

味の素㈱、㈱いけうち、ウシオ電機㈱、SMC㈱、㈱大阪冷研、㈱キーエンス、住友

重機械工業 ㈱、太陽化学㈱、㈱椿本チエイン、㈱鶴見製作所、TMC、㈱ナカキン、

日精エー・エス・ビー機械㈱、日本クロージャー㈱、パワーポイント・インターナショナ

ル㈱、㈱前川製作所、㈱三宅製作所、㈱安川電機 ほか 
専 用 U R L www.drinktec.com （英語 / ドイツ語） 

http://www.drinktec.com/
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170 カ国以上から 76,000 人以上の来場者を集めた

drinktec は、その 66 年の歴史で最高の結果を達成

し、期待を大きく上回ることとなった。来場者数は前

回 2013 年のイベントより 1 万人増えた。drinktec が

得意としていたインターナショナルな分野において

も、海外からの参加率が今回の見本市ではさらに

12％拡大した。結果として、ドイツ国外からの来場者

比率は 67%に上昇した。出展社数は 80 カ国から

1,749 社へと増え、同様に新記録となった。これは主

に、drinktec の一環として初開催されたワイン技術

見本市 SIMEI によるもので、drinktec 自体の出展

社数の伸びもその数字に拍車をかけた。 
 
「世界で最も重要なイノベーションプラットフォーム」 
この記録的数字を踏まえ、メッセ・ミュンヘン副 CEO のラインハルト・ファイファーはこのように述べてい

る。「目覚しい成果だ。drinktec は、世界的に業界で最も重要なイノベーションプラットフォームであるとい

うことだけでなく、最も重要な投資プラットフォームであることを証明した。ワイン技術見本市である SIMEI
との統合は非常に大きな利益だ。特に喜ばしく思うのは、SIMEI の出展社が予想通り海外からの来場者

に出会えたことだ」 
 
「史上最高の drinktec」 
drinktec 諮問委員会委員長であり、VDMA（ドイツ機械工業連盟）飲料機器及び乳業技術協会会長の

フォルカー・クロンゼーダー氏も、5 日間の見本市終了後、極めて肯定的な見解を述べた。「私にとって、

今回の drinktec がこれまでで一番良かった。特に興味深かったのは、SIMEI が drinktec に初めて統合さ

れたことや、出展社数で新記録を達成したことだ。地位が高い多くの来場者が訪れ、あらためて豊かな国

際性を実現することができた。この見本市は今後 4 年間にわたり、世界の飲料・食品業界を大きく活性化

していくだろう」  
 
「期待以上のもの」 
VDMA（ドイツ機械工業連盟）食品加工・包装機械工業会の専務理事リヒャルト・クレメンス氏も熱く語っ

た。「drinktec はまたもや我々の高い期待を超えてくれた。私たちは国際的な拡大と来場者の専門知識に

大喜びしているところだ！drinktec はトレンドの仕掛け人だ。来場者たちは、未来のアプリケーションのた

めの革新的ソリューションに関心を寄せている」 
Unione Italiana Vini（UIV）社長のエルネスト・ア

ボーナ氏は以下のような結論を出した。「SIMEI が
drinktec とともに国境を超え、当社の国際化の扉を

開いてくれたことを大変誇りに思う。ここ数日間でたく

さんの出展社と話したが、見本市が成功だと皆、口

を揃えて言っていた。当社は、この見本市に参加し

ていなかったら到底出会えなかったであろう南半球

からの新たなターゲットグループにリーチすることが

できた。案の定、ブドウの不作で欧州や北アメリカ諸

国から参加するワイン製造者は多くなかった」 
 
 

 
drinktec 出展社：「ライバルに差をつける見本市」 
drinktec の出展社たちは drinktec 2017 について、全業界における見本市のずば抜けた重要性を強調し

つつ、素晴らしい評価を付けている（「drinktec 2017 出展社の声」参照）。KHS 社 会長のマティアス・ニー

マイヤー氏は、drinktec を「世界中のあらゆる業界と専門家のためのプラットフォームである」と述べ、さら

に同氏は、「drinktec は、製品とイノベーション紹介のための完璧な条件を出展社に提供している」と続け
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た。KRONES 社 CEO のクリストフ・クレンク氏は、社を代表しこのように話した。「全体的に、drinktec は

KRONES 社にとってライバルに差をつけることのできる見本市だった。非常に満足している」 
SIPA 会長のジャンフランコ・ゾッパス氏は drinktec について、「業界のベンチマークだ。当社ブースに来

場してくれた人の数だけでなく、その質にもかなり満足している」と話した。EnviroChemie 社のライナー・

ブランバッハ氏は、「drinktec は世界中のキーマンたちを引き合わせてくれる。これほど集まるのは中々見

られない」と述べた。 
「ミュンヘンでの SIMEI は有益」 
来場者のワイン、スパークリングワイン、蒸留酒への

関心が倍増したという事実（言及が 17,480 件へと

増えた）は、主に SIMEI の展示エリアに起因する。

この drinktec と SIMEI 間における初の提携は、

SIMEI での出展社からも高評価を得た。Anformape
（ワイン製造機械工業協会）会長のマルツィオ・ダ

ル・チン氏は、今回出展した会員企業からのフィード

バックを次のように紹介した。「SIMEI 出展社の印象

は、概ね非常に良い。たくさんの海外来場者、特に

南半球からの来場者の存在感は非常にプラスに働

いていて、多くの企業がこのプロジェクトを信頼する

のも頷ける」同社のクリスティーナ・ベルトラソ氏も同

様の意見を述べた。「たくさんの新規潜在顧客をもたらしてくれているので、ミュンヘンでの SIMEI は有益

だ。当社が新しい市場を獲得する準備は整った」GAI 社代表のカルロ・ガイ氏は「イタリアのワイン技術は

世界で一目置かれているので、このように大勢のインターナショナルな観客に紹介する機会はぜひ利用

すべきだ」と述べた。 
 
oils+fats の成功―液状食品セグメントからより多くの参加者 
欧州で唯一の国際動植物油脂製造・加工専門見本市、oils+fats を drinktec に統合した決断は大成功

だった。16 カ国から訪れた 49 社の企業がホール C1 に製品を出展した。drinktec との相乗効果があった

のは、主に類似した機械や部品が使用されることの多い液状食品エリアだ。drinktec と oils+fats の組み

合わせは、ビジネス来場者から好評を得た。そのことは、液状食品セグメントからの来場者数が 8,700 人

から 10,700 人（22%）に増えたことからもわかる。 
 
PRO FachHANDEL 
ドイツの飲料・ビール類やコンビニ商材のトレードフェア PRO FachHANDEL も drinktec 2017 の一環とし

て初開催された。結果的に、drinktec は専門飲料分野との繋がりを築いた。 
 
世界中の来場者にとって最高のイベント 
特にドイツ国外からの来場者数は、drinktec が世界

規模のイベントであり、業界の世界経済サミットとし

て見なされているという事実を証明している。中国か

らの来場者数は 2,000 人以上で、65%増えた。この

ことは、同様に SIMEI のおかげで急激な伸びを見せ

たイタリア（約 45%、5,240 人へ増加）に続き、中国

が来場者数の多い国の上位 10 カ国のうち、2 位に

ランクインしていることを意味する。南アフリカからの

参加者数にも、著しい増加が見られた。SIMEI はア

ルゼンチンからの来場者数も 545 人（165%増）へと

増やした。ブラジルからは 40%増となる 1,100 人が

来場した。同じくワインの産地であるフランスは、今年は 4 位で 1,800 人が訪れた。イタリア、中国、フラン

ス以外で来場者数の多い国上位 10 カ国は、ロシア（1,857 人）、英国（1,619 人）、米国（1,567 人）、オー

ストリア（1,567 人）、スペイン（1,254 人）、オランダ（1,221 人）と続いた。 
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サポートプログラムに最高評価 
例年同様、drinktec は来場者からも絶賛されている。

来場者のほとんど（97%）が見本市を「最高～良い」

と評価し、96%が 2021 年に再び来場する意思があ

ると答えた。新たな展示エリアの受けもよかった。来

場者の 88%が SIMEI@drinktec に肯定的意見を述

べ、93%が Home&Craft エリアを称賛した。サポート

プログラム中の数多くのイベント（ネットワーキングプ

ラットフォーム、アワード、カンファレンスとフォーラム）

も圧倒的な支持を得た。例えば、とりわけ地ビール

メーカーにとって魅力的な立寄り先となった

Place2beer は、世界中のビールメーカーを惹きつけ

た。drinktec に来場した全ビールメーカーの 5 分の

1 が地ビール醸造の分野から訪れていた。とりわけ販売とマーケティング分野からの来場者向けに 2013
年に作られたイノベーション・フロー・ラウンジは、世界中から約 1,000 人の観客の関心を集めた。ホール

A2 の drinktec フォーラムも参加者が多く、約 1,300 人の来場者を記録した。 
 
 
 
詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ http://www.drinktec.com まで。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料請求、出展申込み、各種お問い合わせ先： 
メッセ・ミュンヘン 日本代表部 

株式会社メッセ・ミュンヘン・ジャパン 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-20-3 ノアーズアーク虎ノ門 5 階 

Tel.: 03-6402-4583 Fax: 03-6402-4584 E-mail: info@messe-muenchen.jp  
URL: www.messe-muenchen.jp （日本語） www.messe-muenchen.de （英語 / ドイツ語） 
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