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「ヨーロッパ・ハノーファーへようこそ」 

国際情報通信技術見本市 

CeBIT（セビット）2016 

ガイドツアーおよび BtoB イベントのご案内 
 

プログラムについて 
  2016 年 3 月にドイツ・ハノーファーで開催される世界最大の IT 関連専門展示会 CeBIT（セビット） に

おいて日本の産業クラスター関係者を対象に、ハノーファー・ライプリッツ大学が日欧産業センター後援

のもと、展示会ガイドツアーおよび懇親会を企画いたしました。開催地でのネットワークを生かし、ドイ

ツ・ニーダーザクセン州展示ブースをはじめ、テーマを設けて企業ブースを訪問いたします。 

 州ブースでは複数の研究機関・企業が最新製品、研究技術、サービスを展示しております。他にも参加

者皆様のご要望に合わせて訪問先をアレンジいたします。 

 また、参加者には幣センターが用意した展示ブースを共同でお使いいただけます。 

 さらに期間中 CeBIT Future Match にも参加可能です。この BtoB ミーティングは 1999 年より製品販売、

ライセンス契約、合弁事業、下請け、技術移転、R&D プロジェクトにおいて企業や研究機関に国際協働の

きっかけとなっている場でございます。 

 このプログラムは、ドイツから最新トレンドについての見識を得る機会や、国際協働の可能性を探るべ

くドイツ・ニーダーザクセン州出展者との交流の場を提供することを目的としております。皆様のご参加

をお待ち申し上げております。 
 

CeBIT（セビット） について 
CeBIT は、B to B 向けの情報通信技術に関する世界最大の専門展示会です。70 カ国 3,300 社（2015 年）の関

係者がビックデータ、クラウドアプリケーション、IoE、IT ソリューション、ソーシャルネットワーク、デ

ータセンター、ECM、EPR、セキュリティ等の分野において出展します。 

公式サイト（英語）：www.cebit.de  (ドイツメッセ株式会社) 

日本セールスパートナーによる案内（日本語） 

出展企業・製品検索（英語、公式サイト内）http://www.cebit.de/en/exhibition/exhibitors-products/ 

 
 

 

 
 

http://www.cebit.de/
http://www.jma.or.jp/news_cms/upload/release/release20150710_f00337.pdf
http://www.cebit.de/en/exhibition/exhibitors-products/
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ハノーファー、ドイツニーダーザクセン州について 
 

 51 万 8000 人の人口を持つハノーファーは国内第 13 位の北ドイツの主要都市です。鉄道、アウトバーン

の東西(Berlin–Ruhr )および南北(Hamburg–Munich)を結ぶ路線が交錯する要所でもあります。ハノーファー

メッセや CeBIT などの世界屈指の見本市拠点として知られており、地元産業にも最新のテクノロジー、製

品、システムソリューションの恩恵があります。その他多くの大規模イベントの開催地となっています。

2000 年には万博史上最大規模の万国博覧会が開催されました。 
  

 一方、ニーダーザクセン州では、ハノーバー、ブラウンシュヴァイク、ゲッチンゲンの三大都市が産業

圏を構成しています。州内では広域にわたり IT 分野が発達しており、州内にある１３の総合大学と７つの

専門大学の多くが研究開発を行っております。しかしながら業界の主役は 1 万社を超える中小企業であ

り、さらには CeBIT を通して世界中から集まる業界トップ関係者のネットワークであります。 

 

ニーダーザクセン州公式サイト（日本語） 
 
 

ニーダーザクセン州内の産業クラスター 
州内の IT 分野における中小およびベンチャー間のネットワーク交流は活発に行われております。産業クラ

スターの例は以下の通りです（サイト独語のみ）。 

＊以下はあくまで一例であり、訪問先クラスター、懇談会メンバーは日本側参加者のご要望に応じて決め

させていただきます。 
 

- IKN 2020 – The digital Lower Saxony ICT 分野ハブクラスター: www.ikn2020.de   

- OFFIS （Oldenburg Research and Development Institute for Information Technology Tools and Systems e.V.), 
www.offis.de    
- ICT Association Hannover „Hannover – IT e.V.“, http://www.hannoverit.de  
- Telecommunication Liaison South-East Niedersachsen „Teliasion e.V.“, www.teliaison.de 
 
 

プログラム内容  
全プログラムの使用言語は英語です。日本語への通訳はつきません。日本人担当者が 1 名同席いたしま

す。また、開始時間などの詳細は後日決定しお知らせいたします。 

 展示会場内ガイドツアー 

 州内 IT 産業クラスターのご紹介 

 関係者との懇談会 

 ネットワーキングイベント 
 

B2B ミーティング 

B2B ミーティングは CeBIT の枠組みにおいて行われます。 (www.futurematch.cebit.de) 。プログラム参加者へ

は BtoB システム登録への招待状が送られ、登録されますとミーティングリクエストの送受信が可能になり

ます。システム登録はすでに始まっており、2 月 29 日までの受付となっております。ミーティングリクエ

スト送受信および選択は 2 月 1 日から 29 日までです。概要については前回のページをご参照ください。 
 

参考 CeBIT Future match 2015 : https://www.b2match.eu/futurematch2015/participants  

http://www.jp.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=28689&_psmand=1019
http://www.ikn2020.de/
http://www.offis.de/
http://www.hannoverit.de/
http://www.teliaison.de/
http://www.futurematch.cebit.de/
https://www.b2match.eu/futurematch2015/participants
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CeBIT 公式サイドイベント 

開催中は国際会議、基調講演、交流ラウンジが併設されています。「CeBIT グローバルカンファレンス」で

は、デジタル産業のトレンドをテーマに講演や、今年のパートナーカントリーであるスイスに関する会

議、フォーラムを始め、以下のテーマフォーラムも予定されています。 

フォーラムテーマ：デジタルマーケティング、ECM、ERP、Municipalities、Pagfo-BPM Symposium、gfo-

BPM 、job and career、Open Source 等 

 

対象となる参加者 
このミッションは、ICT 分野において、EU 域内での技術移転や研究機会に関心を持つ、日本の産業クラス

ター関係者の皆様を対象としています。  

 

最少催行数 

本プログラムは３組以上の方にお申込み頂いた時点で開催が決定されます。また、上限は１０組とさせて

いただきます。申し込み多数の場合は、期限前であっても定員に達した時点で募集を締め切らせていただ

きます。 

 

実施期間 
2016 年 3 月 14～18 日  

申込み締切日 
2016 年 1 月 15 日 

下記リンク先よりオンラインでお申し込みください。 
 http://een-japan.eu/ja/content/march-2016-hannover-mission  
 

費用 
ガイドツアー、懇親会、マッチングイベントの参加費は無料です。 

CeBIT ご来場に関わるすべての費用（以下）は参加者のご負担になります。 

 日本からの往復航空運賃  

 現地での移動費 

 宿泊費 

 CeBIT への入場料  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://een-japan.eu/ja/content/march-2016-hannover-mission
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最寄り空港  

ハノーファー空港は、ハノーファーの北 11 km に位置するニーダーザクセン州の主要空港です。欧州各都

市へ Germanwings, Condor, SunExpress Deutschland and TUIfly 等の航空会社が運行しています。市内には電

車（約 30 分に 1 本）、バス（1 時間に数本）でアクセス可能です。 

 空港オフィシャルサイト: http://www.hannover-airport.de/en/passengers-visitors/  

 会場へのアクセス CeBIT サイト：http://www.cebit.de/en/register-plan/for-visitors/travel/ 

 市観光局：http://www.hannover.de/jp 

 

 

ホテル 
主催者側では、ホテルの予約は行いません。 

参加者の皆様には、自身でホテルのご予約を行っていただきますようお願いいたします。  

不正・詐欺が生じることを避けるため、MWC のオフィシャル宿泊施設パートナー（下記リンク先参照）の

中から、お選びいただくことをお勧めいたします。 

http://www.hannover.de/jp/content/view/full/383641  
 
 

ライプリッツ・ハノファー大学について Leibniz Unversity Hannover  

ゴットフリート・ウィルヘルム・ライプニッツ大学は、2 万 1000 人の学生数を誇るニーダーザクセン州最

大の大学です。大学と企業の間を取り持ち、実践的な解決策を提案する R＆D プロジェクトのための産学

官連携オフィスを設置しております。また欧州最大のビジネスマッチングプラットフォーム、エンタープ

ライズヨーロッパ(EEN)の公式パートナーとして、EU 域内のビジネスサポート機関と連携をとっていま

す。本文独語、英語ビデオ www.dezernat4.uni-hannover.de/enterpriseeuropenetwork.html 

 

主催 

ライプリッツ・ハノファー大学 Leibniz Unversity Hannover  

後援 

日欧産業協力センター ベルギー事務所 www.eu-japan.eu  

 

お問い合わせ・連絡先 
芦田真理子 

日欧産業協力センター ベルギー事務所 
Tel: +32 2 282 0040 – Fax: +32 2 282 0045 
Rue Marie de Bourgogne, 52 
1000 Brussels 
Belgium 
info-eu@een-japan.eu   
  

その他の招聘プログラムのご案内： http://een-japan.eu/ja/content/welcome-europe-incoming-missions  

http://www.hannover-airport.de/en/passengers-visitors/
http://www.cebit.de/en/register-plan/for-visitors/travel/
http://www.hannover.de/jp
http://www.hannover.de/jp/content/view/full/383641
http://www.dezernat4.uni-hannover.de/enterpriseeuropenetwork.html
http://www.eu-japan.eu/
mailto:info-eu@een-japan.eu
http://een-japan.eu/ja/content/welcome-europe-incoming-missions

