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環境技術見本市 
2017 年 2 月 16 日～18 日 

トルコ・イスタンブールエキスポセンター 
 

                                             2017 年 2 月 21 日 
 
アンカラからイスタンブールに場所を移し開催 
IFAT Eurasia 2017 ユーラシアをリードする環境技術見本市としての地位を固める 
 
 
 
Summary 
• 73 か国から 11,326 人が来場 

• 前回比 10％増の 17,000 ㎡に 230 社が出展 

• ユーラシア市場をターゲットに 

 
 
 
 
 
Facts＆Data 
 

会 期 20117 年 2 月 16 日（木）～18 日（土） 
午前 10 時～午後 6 時（最終日のみ午後 5 時まで） 

会 場 トルコ・イスタンブールエキスポセンター 
主 催 MMI Eurasia Fuarcılık Ltd. Şti. 
規 模 17,000 ㎡ 
出 展 企 業 230 社 
来 場 者 総 数 73 カ国から 11,326 人  
主 な 出 展 品 水抽出技術、上水・下水処理、配水・下水管、廃棄物処理、リサイクル、廃棄

物発電、エネルギー効率技術（上・下水、廃棄物、リサイクルのサービス・製

品含む）、工場跡地汚染除去、土壌処理、排ガス洗浄、空気抽出技術、防

音、測定・制御・ラボ技術、環境マネージメントとサービス、学術研究・リサー

チ  など 
専 用 U R L www.ifat-eurasia.com 

 
2017 年 2 月 16 日から 18 日に開催された IFAT Eurasia 2017 は、環境分野におけるユーラシア

地域の拠点としてトルコの重要性が再び証明された。同見本市が占めた面積は 17,000 平方メー

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


トルと前回に比べ約 10%拡大した。計

230 社の出展社が、この第 2 回目とな

るユーラシアをリードする環境技術見本

市に参加した。 
 
メッセ・ミュンヘン専務取締役のシュテフ

ァン・ルンメルは、「展示面積が約 10％
増えたのは、出展社もユーラシア市場

を信頼し続けていることを示している。ト

ルコは今もこれからも重要な貿易相手

国であり、東と西を結びつけている。だ

からこそ、IFAT Eurasia が長期的に見

て重要となる」と説明した。 
 
出展社からの高い満足度 
Buss-SMS-Canzler 社セールス・マネージャー、Münüf Korkmaz 氏は、「特に廃棄物処理部門か

ら関心を寄せてくれたクライアントの数には非常に驚いた。IFAT Eurasia は、当社製品のユーラシ

ア環境市場への導入を成功に導いてくれた」と述べた。 
KärhanServis TicaretA.Ş 社のゼネラル・マネジャー、Gökhan Hasan Gökmen 氏は、2017 年の

同見本市の結果に大変満足し、「IFAT Eurasia は、貴重なネットワークを作ることのできる好機で

あり、ビジネスの取引に署名するための場でもある。ビジネス的な観点からも、同イベントは非常

に有益だった。見本市の全体的な雰囲気と来場者数は、我々が期待していた以上のものだった」

と話した。 
 
IFAT Eurasia で展示された製品とソリューションは、特にユーラシア市場へのニーズをターゲット

としている。18 カ国からの計 230 出展社がこの環境技術見本市に参加し、新市場参入への機会

を最大限に活用した。トルコに続いて見本市への出展が多かった国は順に、ドイツ、中国、オース

トリア、フランス、スイス、イタリアであった。 
 
強力な IFAT ブランド 
また、今回 3 つの展示ホールには、IFAT Eurasia の母体となる見本市であり、世界をリードするド

イツ・ミュンヘンで開催の見本市 IFAT に参加している出展者が多く参加した。そのうちの 1 社であ

る BHS-Sonthofen 社のセールス・マネージャーTobias teinhauser 氏は、「IFAT ブランドは、プロ

フェッショナリズムと品質を表している。だから当社は IFAT のためにトルコまで来た。イベントは本

当に期待以上だった」と語った。NETZSCH Pumpen＆Systeme 社の Michael Zabelt 氏は、2 年

後の次回イベントを楽しみにしつつ、「2019 年にも必ずここに来ているだろう！」と自信を持って話

した。 
 
MMI Eurasia 代 表 の Osman 
BayazitGenç は、アンカラから経済的な

原動力のあるイスタンブールへ移点した

ことが IFAT Eurasia 2017 のポジティブ

な雰囲気の一因となったと話す。「国際

的なビジネス関係の拡大には、イスタン

ブールはまさに相応しい場所だ。出展社

はこのことを明確に反映している」と、

HA-US 社マーケティング・マネージャー、

Özden Gözlüklü 氏も次のような意見で



一致している。「アンカラで行われた IFAT Eurasia 2015 の際、当社ブースに多くの関心が寄せら

れたことにすでに満足していた。しかし、イスタンブールに移った今、この見本市はユーラシア市場

にとってさらに効果的なものになっている。 
 
三大陸間を結ぶ IFAT Eurasia 
73 カ国からの 11,326 人の来場者には、ドイツ、ギリシャ、ルーマニア、チュニジアなどから様々な

ビジネス代表団の参加があった。チュニジアの代表団を率いたのが、ドイツ・チュニジア商工会議

所の環境・エネルギー産業プロジェクトマネージャー、Makram Ben Hamida 氏だ。彼はこのイベ

ントについて非常に前向きで、「チュニジアの企業にとって、IFAT Eurasia は大変重要だ。同分野

の他の見本市とは異なり、北アフリカ地域をアジアとヨーロッパに結びつけている」と話した。 
 

同見本市に付随して、専門性の高い講

演者たちによるサポートおよび会議プロ

グラムが開催された。参加者は、環境分

野における最新の傾向や新たな進展に

ついて洞察を得ることができる。特に人

気を集めたのは、トルコ環境・都市化省

主催の「産業廃棄物ゼロアプローチ」、

「バイオ乾燥およびバイオメタン発酵施

設」などをテーマにした講義や、国際廃

棄物協議会（ISWA）とそのトルコ代表部

KAKAD によるセッションだ。トルコ廃棄

物委員会 KAKAD 委員長であり、イスタ

ンブールのボアジチ大学教授でもある Günay Kocasoy 氏は、「見本市と同時開催の科学パネル

とセッションがイベントのハイライトだ。IFAT Eurasia は 1 つのテーマに焦点を当てるだけではなく、

環境技術のあらゆる側面をカバーしている」と話した。 
また、開催日 2 日目には、次世代の環境専門家のための学生コンテスト、第 1 回「University 
Challenge Eurasia」が開催された。 
 
IFAT Eurasia から 4,000 本の木 
今年は、見本市初日の夜に「Exhibitor night」は行われなかったが、その分の資金は全出展社を

代表してトルコの植林プロジェクトに寄付された。植林と自然生息地保護、および土壌侵食防止の

ためのトルコ基金（TEMA）と協力し、年末までにバルケスィル県に合計 4,000 本の樹木が植えら

れる予定だ。「環境を守ることは、犠牲を払うということだ」と Osman Bayazit Genç は説明した。 
「このプロジェクトでは、我々と出展企業が一緒になって、環境に配慮した未来に向けて象徴的な

貢献をしていく」 
 
次回 IFAT Eurasia は、2019 年春、トルコ・イスタンブールで開催される。 
詳細情報はこちらから：www.ifat-eurasia.com 

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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