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BAU 2019 
ファイナルレポート 

国際建築・建材・建築システム専門見本市 
2019 年 1 月 14 日（月）～19 日（土） 

メッセ・ミュンヘン 
2019 年 1 月 19 日 

 
 
最高レベルの見本市 BAU 2019 
 
 
 
 
◎出展社数 2,250 社で記録更新 
◎来場者数 250,000 人、うち国外から    

過去最高の 85,000 人 
◎2020 年から 2 年毎に digitalBAU を     

ケルンで開催 

 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 2019 年 1 月 14 日（月）～19 日（土） 9 時 30 分～18 時 （最終日は 17 時まで） 
会 場 メッセ・ミュンヘン 
主 催 メッセ・ミュンヘン（Messe München GmbH） 
規 模 全 19 ホール 200,000 ㎡ 
出 展 社 数 45 カ国から 2,250 社（2017 年度：45 ヶ国から 2,120 社） 
来 場 者 数 250,000 人（ドイツ国外来場者 88,000 人） 

（2017 年度：250,000 人（ドイツ国外来場者：85,000 人） 
主 な 出 展 品 素材（亜鉛、アルミ、石＜天然・人造＞、ガラス、スチール・ハイグレードスチール、

セラミックス、土、銅、プラスチック、木材）、化学建材（漆喰、絶縁材、接着剤、塗

料、ニス、防熱・防寒・防火・防音材）、軽石、ファイバーセメント、コンクリート・多孔

質コンクリート、タイル、瓦、レンガ、ケイ灰レンガ、エレベータ、エスカレータ、階段、

屋根材、屋根窓、床仕上げ材、鍵、シリンダ、門、ドア、ドア枠、窓、シャッター、ブラ

インド、セキュリティ・侵入監視システム、ゲート・駐車システム、ゲート・ドア駆動技

術、出入管理システム、エネルギー・ソーラー技術、太陽光発電、遮光・ファサード

システム、空調・換気技術、ガラス・プレハブ・木造建築、ビルディングオートメーショ

ン、アウトドアデザイン、空間コンセプト、建築関連ソフトウェア・コンピュータソリュー

ション、サービス、業界誌  など 
出展 日本企 業 井上商事㈱、工機ホールディングス㈱、㈱スミノエ、㈱タカショー、 

三菱ケミカル（株） ほか 
専 用 U R L www.bau-muenchen.com （英語 / ドイツ語） 

http://www.bau-muenchen.com/
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BAU2019 はまたも記録を塗り替えた。今回 200,000 ㎡という展示スベースに、45 か国から 2,250 社が

建築分野における自社製品やソリューションを展示した（2017 年開催：2,120 社）。来場者数は 250,000
人に上り、その内、ドイツ国外からの来場者は 150 か国以上から 85,000 人を数えた。これらの数字は、

国際建築・建材・建築システム専門見本市 BAU がこの業界をリードする見本市であることを裏付けてい

る。全来場者の４分の１にあたる約 7 万人が建築、エンジニアリング、プランニング分野からの参加で

あった。 
 
メッセ・ミュンヘン副 CEO ラインハルト・プファ

イファーは BAU 2019 を振り返り、「ビルディ

ングオートメーションや BAU-IT 分野の来場

者の注目度からみて、建築業界にも既にデ

ジタル化が浸透していることが伺える。

BAU2019 のメインテーマからも分かるように、

我々は以前からデジタル化への移行に注目

していた」と、大変満足して語った。 
 
BAU 顧問委員会会長 Dieter Schäfer 氏は、

出展社側の立場から、BAU の結果に満足し、「出展社にとって BAU2019 はとても満足のいく見本市で

あった。成功につながった二つの要因をあげると、一つ目は、来場者の質と国際性が高まったことにある。

二つ目は、メッセ・ミュンヘンが来場者の立場に立って展示スペースを拡張し、それによって『BAU』がカ

バーするユニークなテーマの世界を更に発展させたからだ」と語った。 
 
BAU2019 に対する出展社の満足度は、市場調査機関 Gelszus 社による調査によっても明確だ。97％が

この見本市を最高に良い～良いと評価した。95％が業界をリードする見本市であるとの認識を示した。出

展社の 94％が見本市の質に関して最高点を付け、92％が来場者の国際性に最高点を付けた。現在の

経済的状況の認識においては、出展社の 94％が最高に良い～良いと回答した。（2017 年：91％） 
 
ドイツに続き来場者の多い国の上位は、例年どおりオーストリア、スイス、イタリアの順であった。ロシアか

らは総数 4,000 人以上、中国からは総数 3,500 人以上という来場者の大幅な増加により、今回初めて、

それぞれ 4 位、5 位にランクインした。 
KIN LONG 社アフリカ・ヨーロッパ副部長 Cathrine Lee 氏は、中国からの来場者数の著しい増加という

結果は、この地域における BAU の関与に起因しているとして、「FENESTRATION BAU China の成功に

より、今年は、アジア各国、とりわけ中国からより多くの来場者を弊社のブースへ迎え入れることができた」

と語った。 
今回、初めてイスラエルからの来場者数がトップ 10 入りを果たした。イスラエルからの大規模共同ブースが IT
ホールを賑わせた。 
 
来場者へのアンケート結果では、前回の 2017 年と同様に、高いレベルの満足度が得られた。98％が

BAU を最高に良い～良いと評価した。97％が 2 年後の見本市も来場したいと回答した。見本市の規模と

展示の完全性に関して、特に高く評価され（96％が最高に良い～良いと評価）、業界トップ企業の見本市

への参加も高評価（同 95％）であった。 
 
建築業界において、ますます重要性が高まっ

ているデジタル化に対応して、メッセ・ミュンヘ

ンは、建築ソフトウェア連邦協会（BVBS）と共

同開催する新たな見本市 digitalBAU を発表

した。BVBS 代表 Michael Fritz 氏は、この新

しい見本市の成功を確信して、「既に大きな

成功を収めている BAU とは別に、デジタルア

プリケーションサプライヤにとっての新たな見

本市を開催する必要性が高まっている。プラ
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ンナー、建設会社、熟練した取引業者は、常に新たなチャレンジについての情報を入手していかなければ

ならない。digitalBAU はそういった情報入手のための絶好の機会となるだろう」と語った。 
 
digitalBAU は、2020 年 2 月 11 日～13 日にケルンで初開催される予定である。 
 
見本市の新たなセクションとして、そして、今

年の BAU の重要テーマとして、「建築技術と

光」が設定され、ホール C で紹介された。ア

パート、一軒家、オフィスでの様々な利用方

法以外にも、建築における照明の様々な側

面や影響について焦点が当てられた。

Busch-Jaeger Elektro 経営取締役 Adalbert 
Neumann 氏は、「弊社の幅広いソリューショ

ンポートフォリオが非常に大きな付加価値を

提供していることを、建築家の皆さんに示す

ことができた。未来はデジタルであり、弊社は

それに取り組んでいる。BAU はそれを皆さん

紹介することができる素晴らしい見本市であ

る」と、満足して語った。 
 
BAU2019 は、連邦政府内務省(BMI)の建築・地域振興事務次官 Gunther Adler 氏によって、公式に開

幕した。開幕スピーチにおいては、建築業界と見本市の重要性を強調して、「BAU 2019 は、ドイツおよび

世界の建築業界における最も重要な展示場であり、ドイツ建築業界の高い革新力を実証する場所だ」と

述べた。見本市会場を一巡した後、事務次官は、「効率的、高品質、そしてデジタル －未来の建築」と称

する BMI 会議を開いた。 
 
「We connect, we maximize, we inspire （我々はつながり、最大限に生かし、そして刺激を与える）」とい

う標語を掲げ、ホール C5 で開催された Digital Village では、建築業界によるデジタルイニシアティブが、

ソフトウェア開発の最新動向と共に、今回初めて紹介された。また、振興企業が自社のビジネスコンセプト

を紹介する機会が持たれた。第 2 回 Digital Village は digitalBAU 2020 において開催される。 
 
次回の BAU は、2021 年 1 月 11 日から 16 日までメッセ・ミュンヘンで開催される。 
 
 
 

詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ www.bau-muenchen.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 ） 

http://www.ifat-chinal.com/

