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EXPO REAL 2018 
ファイナルレポート 

国際商用不動産・投資専門見本市 
2018 年 10 月 8 日～10 日 

ドイツ / ミュンヘン見本市会場 
 

                                               2018 年 10 月 10 日 

EXPO REAL 2018 における記録的な数字 

 
 
 
Summary 
 出展数；企業・自治体から 2,095

（2017 年：2,003 社） 
 来場者数；来場者 44,536 人 

（2017 年比 6.6％増）） 
 トレンドテーマ：リスク、リーズナブル

な物件、デジタル革命 
 
 

Facts＆Data 
 

会 期 2017 年 10 月 4 日（水）～6 日（金） 
午前 9 時～午後 7 時（最終日のみ午後 4 時まで） 
 

会 場 ドイツ・ミュンヘン見本市会場 
主 催 Messe München －メッセ・ミュンヘン 
規 模 64,000 ㎡（2017 年：64,000 ㎡） 
出 展 企 業 2,095 社（2017 年：2,003 社） 
来 場 者 総 数 44,536 人（2017 年：41,500 人）  
主 な 出 展 品 不動産投資、不動産融資、不動産コンサルティング、不動産開発、建築・計

画、建設プロジェクト管理、不動産資産運用・財産管理・ファシリティ・マネジ

メント、財産管理、地域経済、不動産事業における IT、不動産マーケティン

グ、不動産教育・トレーニング、商業用不動産協会団体 など   
 

専 用 U R L www.exporeal.net 
 

http://www.exporeal.net/
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今年の不動産業界は好調である。2018 年上半期の世界的な不動産市場は、2007 年以降

最も好調であった。ドイツにおいて 2018 年に商用利用されたの不動産取引額は、9 月末現

在、昨年に比べて 8％増の 420億ユーロに上った（JLL調べ）。不動産と投資を牽引するヨー

ロッパのプラットフォームである見本市 EXPO REAL はこのブームを反映している。 
 
メッセ・ミュンヘン会長兼 CEO のクラ

ウス・ディトリッヒは次のように語った。

「EXPO REAL2018 は不動産業界の

好取引が奏功して、国際企業や自治

体の出展数が 2,095 に上り、新記録

を打ち立てた。ちなみに 2017 年は

2,003 社だった」。とりわけ、イギリス

からの出展の伸びが、16 社増の 47
社と顕著であった。また、来場者数は

6.6％増の 44,536 人を記録した。 
ヨーロッパ中から参集した 24 都市の市長と関連業界の CEO により、都市の発展について議

論が交わされた。約 100 人の地方自治体のリーダーや政府代表者の来場も得た。そして、

Real Estate Innovative Forum において、「たくさんのスタートアップ企業がパートナーや投

資企業を見つけることができた」とディトリッヒは続けた。 
 
今回新たな出展企業の中には、Aviva Investors のような大口投資会社やアセット・マネージャー

だけでなく、ソフィアやリバプールといった都市の関係部署も含まれていた。見本市におけるコア

テーマは、金融危機 10 年後の、チャンスとリスク、および景気循環の現局面におけるグローバル

投資についてであった。AXA IM-Real Assets ヨーロッパ・ヘッドトランザクションの John 
O’Driscoll 氏は次のように語った。「不動産の資産価値向上に対する社会的事業への資本投資

が増えている。今が旧来型プロパティサイクルの熟成期であるといえよう。人口の変遷や空間の

物理的利用に基づく大規模な構造変化が生じるであろう」 

 
リーズナブルな住宅への新たなスタートを当局が要求 
カンファレンスプログラムでも出展企業によるイベントにおいても、いかにすれば手頃な価格の住

宅を実現することができるか、という命題に対する激しい議論が交わされた。その中で、連邦内務

省建築・地域振興の Gunter Adler 事務次官は次のように述べた。「国、州、自治体、協会が共に

一連の措置を講じてこの社会的な問題に取り組まなければならない。優遇税制やリーズナブルな

建物への主導により、150万の新しい共同住宅を今会期中に建設したいと考えている。なぜなら、

我々が手頃な価格の建物を造らない限り、手頃な価格の住居は持てないからだ」。ドイツ不動産

協会 IVD 代表である Jürgen Michael Schick 氏は、更に次のように述べた。「必要なことは、新築 
や不動産物件を増やすと同時に条例の緩和に向けた新たなスタートである」 
スマート化とデジタル化 
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不動産業界ではデジタルトランスフォー

メーションが始まっている。Real Estate 
Innovative Forum では、60 社以上の新

興テクノロジー企業が、それに関してプ

レゼンテーションを行った。 EDGE 

Technologiesの創設者でありCEOであ

る Coen van Oostrom 氏はカンファレン

スプログラムにおいて次のように語った。

「データに基づいた意思決定や予測可

能な行動パターンから学習するという、

一人ひとりに合わせた形のスマートハウスはビックデータにより可能となる」。デジタル化はこの見

本市のどこでもテーマとなった。たとえば、Grand Plaza ホテルのブースでは、オフライン（直接会

うこと）と同様にオンライン上でどのように顧客に話しかけることができるか、どのようなロジスティ

クがラストワンマイルを成し遂げるのか、ホテルプロパティとホテルオペレーション間の障壁がどの

ように崩れるかについてディスカッションが行われた。 

 
数字で見る EXPO REAL2018 
72 か国からなる 44,536 人の来場者をこの見本市に迎えた(2017 年は 75 か国から 41,775 人)。 
これは昨年より 6.6％増である。全来場者数の内訳は、トレードビジターが 21,692 人（2017 年は

20,016 人）、企業の代表者が 22,844 人（2017 年は 21,579 人）であった。ドイツを除いた国別で

みると、トップ 10 は、イギリス、オランダ、オーストリア、ポーランド、スイス、フランス、チェコ、ルク

センブルグ、アメリカ、スペインである。 
また、41 ヶ国から合計 2,095 社が出展した（2017 年の 2,003 社と比べて 4.6％増）。ドイツを除く

トップ 10 は、オーストリア、オランダ、スイス、イギリス（16 社増の 47 社という記録的な増加）、ポ

ーランド、ルーマニア、フランス、ルクセンブルク、ハンガリー、アメリカである。 
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次回 EXPO REAL は 2019 年 10 月 7 日から 9 日にかけ、ドイツ・ミュンヘンで開催予定だ。 
詳細情報はこちらまで: www.exporeal.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 

http://www.exporeal.net/
mailto:info@messe-muenchen.jp
http://www.messe-muenchen.jp/
http://www.messe-muenchen.de/

