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出展企業は bauma CTT RUSSIA 2019 の重要性を強調

Summary
 bauma CTT Russia は
より国際的に
 トップクラスの意思決定者をはじめ
とした質の高い来場者
 「Construction Equipment
Innovations in Russia」賞授賞式
を初開催

Facts & Data
会
会
主

期 2019 年 6 月 4 日（火）～7 日（金） 10 時～18 時
場 ロシア・IEC Crocus Expo
催 Messe Muenchen Rus, LLC －メッセ・ミュンヘン・ロシア
Messe Muenchen GmbH －メッセ・ミュンヘン
後
援 ロシア連邦議会、ロシア建設省、ロシア商工会議所建設業起業家委員会、モスクワ
市都市政策企画課、国際建設協会、対日直接投資カンファレンス、建設機械オー
ナー協会、建設機械欧州委員会、ヨーロッパビジネス協会、中国建設機械協会、中
国機械工作協会、中国国際貿易促進委員会、スペイン建設・鉱業機器製造業協
会、イタリア建設機械貿易協会 他
規
模 55,000 ㎡（2018 年：>60,000 ㎡）
出 展 社 数 19 カ国から 603 社（2018 年：26 カ国から 586 社）
来 場 者 数 55 カ国 22,726 人（2018 年：59 カ国から 22,681 人）
主 な 出 展 製 品 道路建設機械・機器、解体・破壊システム、掘削機、ローダー、土木機械、測定機
器・検査機器、診断機器・測地機器および器具、付属加工装置、建材製造及び保
管・機器、道路補修・メンテナンス機器、建設廃棄物・廃棄物処理装置、特別建設車
輛、材料・原料・製品の輸送用機械・装置、建築ツール・修理機器、掘削装置、機
械・装置消耗部品、杭打ち機、タイヤ、溝堀・地下工事用ポンプ・機器、潤滑剤、エレ
ベーター・クレーン・運搬装置、建設機械・装置のリース、足場、金融・保険・専門メ
ディア、型枠、鉱業機械、コンクリート工事用機器、伐採機械、コンプレッサー・空
気・油圧ツール、倉庫用機械、発電機・発電所・エンジン等
出 展 日 本 企 業 晃立工業㈱、㈱クボタ、マックス㈱ 他
（現法出展など含む）
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ロシアで開催された建設機械・技術に関する国際的見本市である bauma CTT RUSSIA は、業界の見
本市としての任務を全うし、6 月 7 日金曜日にその日程を終えた。多くの出展社が、自社にとってこの見
本市がいかに重要であるかを明確に強調した。開催 4 日間で、トップクラスの意思決定者を含む 22,726
人が当見本市に来場した。
今年 20 回目の開催を迎えた bauma CTT RUSSIA は、2015 年 12 月以来、国際建設・鉱業機械業界
最大のネットワークである、メッセ・ミュンヘン bauma NETWORK の一つとして開催されてきた。当見本市
は、モスクワの Crocus Expo 見本市会場において、55,000 平方メートルの展示スペースで開催され、ロ
シアにおける当該分野最大の産業イベントと
なっている。
来場者数は昨年開催時とほぼ同じではあった
が、今年の来場者にあっては、トップレベルの
意思決定者の多さが顕著であった。最も重要
な顧客を招待するために、多くの出展社が事
前に利用した最新の Business-to-Business
Matchmaking Program は、当見本市に明ら
かに影響を及ぼした。見本市には 55 カ国から
の来場者があった。ロシアに次いで来場者が
多い国のトップ 10 は、多い順に、ベラルーシ、
中国、イタリア、カザフスタン、ドイツ、モンテネ
グロ、トルコ、ウズベキスタン、ポーランド、ウクライナであった。
ロシア市場における最重要プラットフォームとしての見本市
メッセ・ミュンヘン会長兼 CEO の Klaus Dittrich は、見本市の円滑な運営と出展社からの好評価に感謝
し、「bauma CTT RUSSIA は、間違いなく、ロシア市場と近隣地域にとって最重要の産業プラットフォーム
である。このことは今回の開催でもはっきりした。この見本市は、業界のトレンドや製品のイノベーションに
関する情報を提供するだけの場ではなく、世界中の来場者との初交流や国際的ネットワークの形成に役
立つ場でもある」と明言した。
見本市開催の 4 日間を通して、19 カ国からの 603 社が自社の新製品を紹介した。その内 334 社がロシ
ア国外からの参加であり、これは過去最多であった。ロシアと並んで、多数の出展があった国は、中国
（189 社）、ドイツ（44 社）、イタリア（35 社）、トルコ（34 社）である。今年 4 月にミュンヘン開催の bauma
に出展した、Doka、Wirtgen、XCMG、Sany、Putzmeister、Volvo、MAN など、多くの国際的大企業がモ
スクワでも出展を行った。
出展企業にとって新製品を宣伝する最適なプラットフォーム
多くの出展社が、自社における bauma CTT RUSSIA の重要性の高さを強調した。BPW-Ost 社 CEO の
Wilfried Winkler 氏は、「スペアパーツは常に必要とされており、この見本市はまさに弊社のために開催さ
れたようなものだ。弊社は、この見本市には開
催の初期から参加している。危機的状況の有
無に関わりなく、bauma CTT RUSSIA は常に
健在だ。今後も見本市が弊社と共に成功を続
け、多くの新たな顧客が参集することを祈って
いる」と述べた。
kudesnik LLC 社コマーシャルディレクターであ
る Andrey Smolyanov 氏は、「Khodynka
Ffield で見本市が開催さるようになってから、
毎回出展している。今後も参加を継続していく
予定だ。我々の間では、弊社にとっての新年の
始まりは、1 月 1 日からではなく、bauma CTT
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RUSSIA の開催が終わってからだと、いつも言っている。新製品の宣伝にあたって、この見本市以上に影
響力のある場は、ほかには考えられない。新製品はいつもこの見本市で紹介している」と語った。
KAMAZ Trade and Finance 社最高責任者の Sergey Ignatiev 氏は、「今年の顧客活動は例年に比べて
も活発であるように感じる。多くのパートナーが居て、興味深いプロジェクトがあり、見本市開催期間中に
有益なコネンクションを大量に作ることができた」と語った。
bauma CTT フォーラムへの大反響
bauma CTT フォーラムは、見本市活動の中核をなすオープン･カンファレンス･プラットフォームとして今回
初めて企画され、大きな反響を呼んだ。このフォーラムは、Klaus Dittrich が bauma CTT RUSSIA の開
幕を告げた場だ。さらに、このフォーラムは、世
界有数の環境技術見本市 IFAT の支援を受け、
環境保護のための持続可能な「クリーン」テクノ
ロジーに特に重点を置いた、Mining Day も併
せてのプレゼンテーションの舞台となった。
また、このフォーラムでは、ロシア建設機器市
場の発展に関する今後の見通しも示された。そ
の背景には、2024 年末までに道路建設を含
めたインフラ開発に 63 億ルーブルを投資する
計画があるため、適切な設備機器に対する需
要が高い。そのため、フォーラムでは建設機械
のレンタルやリースに関する内容も取り扱われ
た。
革新的なソリューションのための授賞式も初めて開催
ロシアの建設機械における革新的ソリューションに対し、コンペの一環として、今回初めて「Construction
Equipment Innovations in Russia」賞が授与された。七つのカテゴリー別に各賞が発表され、受賞した企
業と製品は次のとおりであった。
「Concrete Pump Truck of the Year」：Schwing Stetter 社 の SCHWING S36X
「Mobile Crane of the Year」：Galichanin 社の KC-55721-1B, PIONEER range
「Tower Crane of the Year」：GIRAFFE and Manitowoc 社の TDK-40.1100 / POTAIN MCT385 L14
「Bulldozer of the Year」：DST-URAL 社の TM10 GST12
「Dump Truck of the Year」：Volvo and MAN 社の A 60 H / БЦМ-59
「Wheel Loader of the Year」：Volvo 社の L260H
「Excavator of the Year」：Hyundai 社の R300LC-9S
bauma CTT RUSSIA は、ロシアの AEB（ヨーロッパビジネス協会）、スペインの ANMOPYC（スペイン建設・
鉱業機器製造業協会）、中国の CCMA（中国建設機械協会）、CCPIT（中国国際貿易促進委員会）、
CMEC（中国機械工作協会）、ヨーロッパの CECE（建設機械欧州委員会）、イタリアの UNACEA（イタリア建
設機械貿易協会）、ドイツの VDMA（ドイツ機械工業連盟）など、多くの協会団体からの協賛を受けた。
次回の bauma CTT RUSSIA は、2020 年 5 月 26 日から 28 日に開催される。
bauma CTT RUSSIA の詳細情報は、専用ホームページ（https://bauma-ctt.ru/）で入手できる。

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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