オンラインミーティング・サービス のご案内
ベルリン州の経済振興公社であるベルリン・パートナー社による無料のオンラインミーティング・サービスを、InnoTransにご出
展・来場の方々およびご関心のある皆様に提供させていただきます。ドイツ鉄道、Alstom Bombardier Transportation 等が日本
の皆様に最新製品やイノベーション、そして求めるビジネス・コンタクトや今後の協力関係の可能性についてプレゼンテーショ
ンします。
来年開催の InnoTrans 2022を前に、業界の最新動向を得て、新たなビジネスパートナー、サプライヤー、戦略的パートナーと出
会う絶好のチャンスです。是非ご参加ください！
実施日時：
参加費用：
言語：
プレゼン企業：

2021年12月2日（木）17:00～ 18:15（日本時間）
無料
英語
ドイツ鉄道、Alstom Bombardier Transportation、Automotive Artificial Intelligence (AAI)、ELPRO GmbH
ドイツ鉄道からは、日本との協力分野の技術部門に所属する購買・公共事業の担当者がプレゼンを行う予定で
す。また、Alstom Bombardier Transportation社は、デジタル化や水素技術等、未来志向の分野の事業プラン
等を紹介します。
日本企業の皆様にとって意義のある、ご興味をお持ちいただける内容となっております。
是非ご参加ください！

主催：Berlin Partner

共催：メッセ・ベルリン社

後援：日本貿易振興機構（JETRO）

日本鉄道システム輸出組合（JORSA）

ご参加の申し込みは、メッセ・ベルリン日本代表部までメールでお知らせください。 mbj@messe-berlin.jp

InnoTrans 2022 について
国際鉄道技術専門見本市

THE FUTURE
OF MOBILITY

www.innotrans.com

www.innotrans.com

この度、 InnoTrans ご出展・ご来場者の皆様、および InnoTrans にご関心のある皆様に、上記サービスを無料にて提供させていた
だきます。 InnoTrans は、鉄道・モビリティ業界における世界屈指のグローバル・ビジネスのプラットフォームとして、重要なネ
ットワーキングの場をご提供しています。世界中から3,000社以上が出展し、出展者の62%、来場者の56%がドイツ国外から参加す
る高い国際性が特徴です。主要セグメントである鉄道技術のほか、鉄道インフラ、インテリア、公共交通、トンネル建設の5つの
セグメントで展開します。
開催日：
場所：

2022年9月20日（火）～23日（金）
メッセ･ベルリン/Berlin ExpoCenter City （ドイツ・ベルリン）

主催：

メッセ・ベルリン社

InnoTrans Convention：
Mobility+：

経済界、政界、交通運輸業界の国際的ミーティングプレイスとして、様々な会議が併催。
ハイレベルな討論が行われます。
MaaSやモビリティ分野のデジタル技術が発展を見せる中、2022年には新たなセグメント
Mobility+がスタートします。

日本のプレゼンス：

InnoTrans2018では、日本鉄道システム輸出組合（JORSA）が取りまとめる日本パビリオンが引き
続き1ホール全体を使用して出展したほか、21の企業が単独出展し、日本の鉄道技術を世界に
アピールました。2022年も日本から多くのご出展をいただきます。

InnoTrans2022に是非ご出展・ご来場ください！ 詳細等、メッセ・ベルリン日本代表部までお問い合わせください。
メッセ･ベルリン日本代表部
〒107-0023 東京都港区赤坂 7-5-56 ドイツ文化会館4F mbj(株) 内
www.messe-berlin.jp mbj@messe-berlin.jp

Digital expert program for Japanese Companies and Institutions
On the occasion of MES Insights 2021 &
InnoTrans 2022
December 02, 2021
09.00 a.m. to 10.15 a.m. German time
5.00 p.m. to 6.15 p.m. Japanese time
Language: English

Meet the following German companies from the Capital Region of Berlin and get more
information about their products, innovations and their interests on business contacts & cooperations
Preliminary Agenda of the digital program *
09.00 a.m.

Welcome notes | Introduction Session

09.05 a.m.

Automotive Artificial Intelligence
Automotive Artificial Intelligence (AAI) is developing tools to accelerate
the development of highly automated driving software | Technologies:
Scenario Cloning & Extraction; Traffic Simulation; Sensor Simulation;
Simulation Platform – Q&A

09.20 a.m

Elpro GmbH
One of the leading companies in the fields of electrical engineering,
automation technology, power engineering and traffic engineering. – Q&A

09.35 a.m.

Alstom Bombardier Transportation
One of the global mobility leader | Full spectrum of rail solutions, Learn
more about their innovation solutions for the next generation of Mobility –
Q&A

09.55 a.m.

Deutsche Bahn AG
A leading mobility and logistics company with outstanding competences in
operation and development of traffic networks – Q&A

10.15 a.m.

Farewell by the Moderator

* The timing and order of the companies may still change.
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