
 世界最大の B to B IT商談展示会 

CeBIT 2017 
セビット 
開催期間：3 月 20 日（月）～24 日（金） 9:00～18:00 
会場：ドイツ・ハノーバー国際見本市会場 主催：ドイツメッセ株式会社 

 

  

IoT、ビッグデータ、クラウド、セキュリティなど IT ビジネスに特化した世界最大の B to B商談展示会 

 

前回開催： 2016 年 3 月 14 日～18 日   パートナーカントリー：スイス 

テーマ „d!conomy（ディコノミー）: join（参加） – create（創造） – succeed（成功）” 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 
      

             

 

  

 
 

  

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2016年 4月現在）                                            開催・出展概要は裏面をご覧ください⇒ 

■特別企画 
● CeBIT Global Conferences 
世界トップ企業の経営者・専門家が一堂に会し、ICT業界に 

ついての最新トレンドを講演 

 ● スピーカー： 200 名以上  

 ● スピーチプログラム： 2,000 講演以上 

前回講演者（一部）： 

山名昌衛／コニカミノルタ CEO 兼代表取締役社長、閣力大（エン・

リダ）／Huawei 法人事業グループ代表取締役社長、ハンス・フェス

トベリ／Ericsson ECO 兼代表取締役社長、ウリ・レバイン／

Waze スタートアップ 創設者、ヴォルフガング・フーバー／神学者、等 

 

● SCALE 11 (スケール 11) 

世界のスタートアップ企業と、その支援者（既存企業の創設者、アドバイザー、スタ

ートアップ集積都の代表者など）による、新たなビジネスモデルのプラットフォーム      

 ● 出展者数： 400 社 

 ● 来場者の 3 人に 1 人が SCALE 11 へ来場 
 

 Founders Fight Club 

スタートアップ企業の創設者が 1 対 1 で向き合い、自分たちのアイディアを戦わ

せた「試合」形式で売り込むイベント 
 
 

● DRONEMASTERS Summit @ CeBIT 
ロジスティクス、農業、公共サービス、セキュリティ部門などにおいて、新たなビジネスモデル 

を数多く創出する無人航空機（「ドローン」）に焦点をあてた新企画 
 
カンファレンスの主な講演者 

ルーカス・リーデ／サンノゼ Skycart Drone Delivery Solutions CEO 兼創設者 

クリスチャン・ヤンケ／European Aviation Security Center 開発エンジニア 

イェルク・ランプレヒト／ドイツ・ドローン検知システムメーカー Dedrone 共同創設者 

ロバート・ライヒェルト／ドイツ・フルサービスドローンプロバイダー、OiC社長、など 

 

● 4人に 1人がドイツ国外から来場 

● 500万の商談を展開 

● 51%が決定権者 

● 2,000 名以上の経営トップが参加 
 

■出展者数： 約 3,300 社（70 ヵ国） 
 ● 400社以上のスタートアップ企業が出展 

 ● デジタル化と IoT に関して 500 製品以上が展示 

 ● パートナーカントリー：スイス  

80 以上の出展者、登壇、公式イベントを開催  

500名以上のスイス企業、行政関係視察団がパビリオンを訪問 

 

日本からの出展者（海外現地法人含む）： 11 社 

エヌ・ティ・ティ・データ、エプソン、京セラ、コーア、コニカミノルタ、スリーアールソリュ

ーション、日本コントロールシステム、日本プリメックス、富士通、ブラザー、プラスワ

ン・マーケティング 

■来場者数： 200,000 名（約 100 カ国） 

前回実績（速報値） 

● 30%が具体的な投資計画を持って来場 

● 来場者の平均ブース訪問数  ： 32社 

● ドイツ国外来場者 1人当たりの平均商談金額 

（デジタルアプリケーションに対し）： 22万ユーロ 



 開催・出展概要(2016年参考)  

●展示プログラム 
  ◇ デジタルビジネス・ソリューション 

  ◇ ビジネスプロセス・アプリケーション 

  ◇ ECM、インプット／アウトプットソリューション 

  ◇ IoT（モノのインターネット）ソリューションズ 
 

●特別企画 
ディベロッパーワールド 

ソフトウェア開発に注目した特別展示 

プラネット・リセラー 

再販業者・商社のための商談展示会 

ジョブ＆キャリア 

  デジタルビジネス部門の雇用者と求職者のマッチング 

Salesforce キャンプグラウンド 

  Salesforce 社のクラウドシステムに注目した特別エリア 
 

 
 
グローバル・ソーシングエリア 

  IT 機器、コンポーネント、デバイス調達のプロフェッショナル向けエリア 

パブリックセクター・パーク 

行政向け技術・サービスが集結 

「Gervernment for You」ではドイツ連邦・州の最新プロジェクトなどを紹介 

CeBIT イノベーションアワード 

IT 製品開発部門に関する、革新的なアイディアを表彰するドイツ教育研究

省との共催イベント。優勝企業は賞金総計 10万ユーロを獲得 

●出展料金  ★最小出展面積：12 ㎡   
 

タイプ１ スタンダードパッケージ（スペースのみ） 
 

■ 3,844 ユーロ～（12 ㎡・１面開放） 

 

【内訳】 

・申込料金：      400.00 ユーロ  

・スペース料金：    242.00 ユーロ／㎡ *2 面開放+25％ / 3 面開放+40％ / 4面開放+60％ 

・マーケティング料金： 45.00ユーロ／㎡ 

※別途必須支払項目として、電気料金・デポジット料金(電気・ブース清掃等利用費の前払い金)有り 
 

タイプ２ フェアパッケージ 

スペース料・ブース装飾・基礎サービスのセット 

 
■  ベーシック：    5,626.00 ユーロ～ （12 ㎡・１面開放） 
■  コンフォート：   6,832.00 ユーロ～ （12 ㎡・１面開放） 
■  プレミアム：   10,166.00 ユーロ～ （12 ㎡・１面開放） 
※その他各種タイプございます 
 

 
【内訳】 

・申込料金：      400.00 ユーロ  

・スペース料金：    242.00 ユーロ／㎡ 

・マーケティング料金： 45.00ユーロ／㎡   

・ブース装飾・施工料金： 

パッケージタイプにより異なります 

 

 

 

 

 

 
 

  
●スタートアップ向け特別ブース・カンファレンス SCALE 11  詳細についてはこちら→http://www.cebit.de/en/exhibition/startups-scale11/ 

※以下は 2016 年の参考プランです。 ※スタートアップとは、起業後 5年以内の独立企業を指します ※企業向けスタートアップ支援プランもございます。詳細はお問い合わせください。 

※若手企業や投資家が集まるエリアにて、リーズナブルな料金で出展いただけるスタートアップ専用プラン。併催カンファレンスではスピーカーとして参加可能。 

タイプ 料金 含まれるサービス 

ワークステーション 8㎡ 2,011 € 
企業紹介用パネル 1枚、机 1台、ロッカー1台、椅子 1脚、電気、3穴ソケット 1本、 

インターネット接続、カーペット、スタートアップステージでのピッチスロット 1枠、関連チャンネル

上の企業情報インターネット掲載、申込金 （ディスプレイ・バックライト電気料金は別途必要） 

オウンド・コミュニティエリア  
8+1 

26,011 € スタートアップ 8 社+1 社(15 社+2 社)のパビリオンタイプ。ワークステーション 8 ㎡のサービス

（各社）、イメージパネル 1 枚、集合ロゴ掲載、SCALE 11 ラウンジ内専用テーブル(集合ロゴ

付)、会議室使用権、SCALE 11 Captains’ Dinner（ディナーイベント）参加権 18枠(15+2:  

34枠)  ※社数調整可能。詳細はお問い合わせください 
オウンド・コミュニティエリア  

15+2 
40,011 € 

オーガナイズド・コミュニティエリア 
SHARED 

 10,011 € 

コミュニティエリアのリーダーとなることで、業界の革新的スタートアップ・投資家・専門家と、 

ダイレクトにネットワーク形成が可能 

分野： ビッグデータ、クラウド、デジタルヘルス、e コマース、教育技術、エネルギー、 

金融技術、IoT、女性の活躍、メディア・エンターテイメント、モビリティ&自動車、セキュリティ 

付属サービス： イメージパネル 1 枚、会場内プレス活動（集合ロゴ付）、会議室使用権、

Captains’ Dinner参加権 2枠(EXCLUSIVE: 5枠) 

※EXCLUSIVEは上記に加え、SCALE 11 ラウンジ内専用テーブル（集合ロゴ付）、 

コーポレートステージでのピッチスロット 1枠付き 

オーガナイズド・コミュニティエリア 

EXCLUSIVE 
25,011 € 

  
●ドイツ国外でも IT商談展示会を開催 CeBIT Events WORLDWIDE 

 CeBIT INDIA （インド・バンガロール） 

CeBIT Bilisim Eurasia （トルコ・イスタンブール） 

CeBIT Australia （オーストラリア・シドニー） 

2016年 12月 8 日～10 日 

2016年 10月 13 日～15 日 

2017 年 5 月 23 日～25 日 

 お問い合わせ  
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター ドイツメッセ日本代表部 
〒105-8522 東京都港区芝公園三丁目 1番 22 号 Tel: 03-3434-6447 / Fax: 03-3434-8076 

Website: www.jma.or.jp/dms/ Email: DMS@jma.or.jp 

  Facebook www.facebook.com/jmahannover twitter: @CeBIT_Japan 

◇ リサーチ＆イノベーション 

◇ データセンターダイナミクス 

◇ ビジネスセキュリティ 

◇ コミュニケーション＆ネットワーク 

【ベーシックパッケージ付属サービス】スペース、カーペット、隣接ブースとの境界壁、社名版（企業ロゴ含む）、配電盤 230V／ソケット 1 個、スポットライト 4 個、ストックルー

ム（1㎡、鍵つき）、テーブル 1 台、椅子 3脚、コートかけ 1 台、ゴミ箱 1個、受付台 1台、ラック 1台、電気 3KW（工事+電気料金）、清掃、ごみ回収、保険、駐車券 1枚、開会式招

待状、ビジター招待券、Global Conference パス 1 枚、ビジターデータ、企業・製品情報のインターネット掲載、出展者カタログ掲載、会場出展者検索システムへの掲載、ビジター動

向調査、集客サポート、プロモーション・プレスサービス、ケータリング、出展社パス     

※詳細についてはこちら→http://files.messe.de/007-fs5/media/downloads/exhibitor/exhibitor-information-fair-packages.pdf 

http://www.jma.or.jp/dms/
mailto:DMS@jma.or.jp
http://www.facebook.com/jmahannover

