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海外展示会開催情報（令和２年12月～令和3年3月）
（中国）

部品とコンポーネント、電子機器とコネクティビティ、アクセサリとカスタマイ
ズ、診断とメンテナンス、ディーラーとワークショップの管理、洗車とケア、代
替駆動システムと燃料、REIFEN（タイヤとホイール）、ボディと塗装、サービ
スとしてのモビリティと自動運転、その他

https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html

Automechanika Shanghai 2020

2020年台湾国際漁業見本市 (Taiwan International Fisheries &
Seafood Show)

2020年12月０３日 ～ 2020年12月05日

記載なし

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

輸送・物流・包装／ボート、ボート用品、各種小型船舶
輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵

農林水産・食品／農林水産物
農林水産・食品／食・飲料、食品加工

2020年12月02日 ～ 2020年12月05日

記載なし

輸送・物流・包装／自動車（部品・製造関連機器含む）
輸送・物流・包装／自動車補修・サービス用品
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）

1.漁業機械＆技術：漁網具、漁船及び船用設備。2.養殖：水産飼料及び添
加剤、漁薬、病害防止用品及び技術、飼料機械、水産養殖自動化設備、水
質消毒浄化システム、水質検査分析器、その他養殖関連設備。3.水産及び
加工品：生鮮、冷蔵、冷凍水産物及び調理食品＆調味料。4.加工機械設備
及びトレーサビリティーサービス：水産加工機械（冷蔵＆冷凍＆解凍＆加
工＆保鮮）、包装設備及び材料、殺菌技術。5.水産バイオテクノロジーエ
リア。

https://www.taiwanfishery.com/ja/index.html
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CISILE 2020 - The 18th China International Scientific
Instrument and Laboratory Equipment Exhibition

2020年12月08日 ～ 2020年12月10日

記載なし

基礎産業／化学、ゴム、プラスチック、素材類
機械・工業技術／精密・測定・試験機器

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D
情報・通信／光学、光工学、レーザー技術・機器

医療・健康／医薬品、製薬・製剤、薬学

分析およびテスト機器、実験室の家具および装置および消耗品、光学機器および装置、化学試薬＆
CRM、実験室用家具、エンジニアリングおよびテクノロジー、食品試験装置、生化学、ライフサイエ
ンス、微生物学的検出、材料機械性能試験装置、非破壊試験装置、環境監視装置、業界固有の装置、
ソフトウェアおよび実験室情報管理システム、機器付属品、スペアパーツ

http://en.cisile.com.cn/

トータルインフラストラクチャソリューション、マイクロモジュールデータセンター、発電機、供給
および配電システム、空調、冷却および外気システム、消火システム、セキュリティシステム、汎用
ケーブルシステム、LEDディスプレイ、エンジニアリングおよびシステムインテグレーター、高度な
建設資材、建設計画、相談、設計および保守、データセンター自動運用および保守ソフトウェア、
KVM、監視システム、資本管理、可視化データセンター管理システム、検査ロボット、情報技術運用
管理、ITシステム、通信システム、コンピューター室/キャビネットレンタル、サーバーコロケーショ
ン/レンタル、システム統合/開発、システムメンテナンスとモニタリング、クラウドサービス
（PaaS、IaaS、SaaS）、マネージドクラウド、移行サービス、パブリック/プライベート/ハイブ
リッドクラウド、ハードウェア、ソフトウェア＆サービス

https://www.cdc-expo.com/CDCE20/idx/eng

EP Shanghai 2020 - The 30th China International Exhibition on
Electric Power Equipment and Technology

2020年12月03日 ～ 2020年12月05日

CDCE2020 - International Data Center & Cloud Computing
Industry Expo 2020

2020年12月03日 ～ 2020年12月05日

記載なし

情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ

送配電設備と技術、スマートグリッド技術、発電設備-熱/水力/原子力、代替エネルギー源、ターン
キープロジェクトの建設とエンジニアリング、電力配電システム、制御および試験設備と計装、建物
と電気設置システム（ビル管理および制御システム、開閉装置、照明システム）、LV電気機器および
付属品、パワーエレクトロニクス機器、電力自動化、産業用電力機器（UPS、ディーゼル発電機およ
びオルタネーター）、省エネおよび環境保護技術、製造機器、電力および電気製品の生産のための機
械および原材料

https://www.epchinashow.com/EP20/idx/eng

記載なし

基礎産業／鉱業、エネルギー、建築／建築・建設、不動産
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
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産業機械、自動車関連、精密機械、電械、金属製品、化学、プラスチッ
ク、繊維、伝統工芸品、農産物、食品加工、医療器械、漢方薬製品、家庭
用品、各種団体、その他

中国・吉林省 「吉林制作」国際オンライン貿易博覧会

2020年12月09日 ～ 2020年12月19日

記載なし

基礎産業／化学、ゴム、プラスチック、素材類
機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
輸送・物流・包装／自動車（部品・製造関連機器含む）

農林水産・食品／農林水産物

断熱材：ロックウール、エアロゲル、アルミ箔、発泡ガラス、フェノール
樹脂発泡体、ポリウレタンフォーム、断熱と装飾の統合製品、断熱材製造
装置、EIF、断熱コーティング、建築省エネ技術、防水マテリアル

Insulation Expo 2020 - Shanghai International Thermal
Insulation Material, Waterproof Material and Energy-saving

Technology Exhibition

2020年12月09日 ～ 2020年12月11日

記載なし

建築／建築・建設、不動産
建築／公共施設用機器・備品、都市計画

建築／ビル保守管理、営繕、清掃
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

https://www.e-

expoauto.com.hk/%E6%95%B8%E7%A2%BC%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8F%8A%E8%BB%8A%E

5%93%81%E5%8D%9A%E8%A6%BD.html

http://www.timexpochina.com/en/

e-Expo & Auto HK

2020年12月24日 ～ 2020年12月27日

記載なし

総合/総合見本市

電子機器、音響＆撮影機材、自動車関連、スタートアップ
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https://www.taipeicycle.com.tw/

自転車部品/コンポーネント、完成された自転車、サイクリングウェアと
アクセサリー、電動自転車と駆動ユニット、電気部品、情報と通信システ
ム、産業オートメーション、その他のサービス、スポーツ用品

TAIPEI CYCLE 2021

2021年03月03日 ～ 2021年03月06日

記載なし

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

輸送・物流・包装／自転車、自動二輪車（部品含む）
生活／繊維・衣料（素材、製品、機器）

趣味・教育／スポーツ(用品・施設)

アクセサリー＆パーツ、プレス＆仕上げ、刺繍、機織り、情報サービス/
雑誌、丸編み、事前縫製/裁断、平床編み、縫製＆ステッチ、ロジス
ティック、CAD / CAMシステム/ハンガーシステム、印刷機器、ERP、
超音波装置、レーザー機器

SIAF Guangzhou - SPS-Industrial Automation Fair Guangzhou

2021年03月03日 ～ 2021年03月05日

記載なし

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器

マイクロテクノロジー、機械部品、ロボット工学および付属品、マシンビジョン、工業用計測および
計器、工業用通信、その他、統合アセンブリソリューション、駆動システムおよび部品、電気機械部
品および周辺機器、センサー技術、制御技術、IPC、工業用ソフトウェア、インターフェーステクノロ
ジー、コネクティビティテクノロジー、低電圧スイッチングデバイス、ヒューマンマシンインター
フェースデバイス

https://spsinchina.cn.messefrankfurt.com/guangzhou/en.html

DTC 2021 - International Smart Textile and Garment Industry
Equipment Exhibition

2021年03月03日 ～ 2021年03月06日

記載なし

生活／繊維・衣料（素材、製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ

情報・通信／光学、光工学、レーザー技術・機器

https://www.dtcshow.com/
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Sino-Pack 2021 - 第27回中国国際包装産業展

2021年03月04日 ～ 2021年03月06日

記載なし

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵

輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）
生活／紙・紙製品、製紙機械、印刷・出版

最上のスマート包装ソリューション、主要な包装機、外包装機、コーディ
ングとマーキング、プラスチック包装機、コンテナの生産機械、スマート
物流機器とシステム、フレキシブル包装機器と機械、測定および試験機、
包装の補助機器

https://www.chinasinopack.com/GPAC21/idx/eng

http://www.chinavmf.com/

CHINA VMF 2021 - China International Vending Machines &
Self-service Facilities Fair

2021年03月04日 ～ 2021年03月06日

記載なし

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

サービス／金融、保険、財務
農林水産・食品／食・飲料、食品加工

各種自動販売機、ギフト自動販売機、自動販売機付属品、セルフサービス
のコーヒー設備と原材料、日用消費財自動販売機、決済システムとセルフ
サービス自動販売技術、自動販売サービス製品事業企業

http://www.chinavmf.com/
http://www.chinavmf.com/
http://www.chinavmf.com/
http://www.chinavmf.com/
http://www.chinavmf.com/
http://www.chinavmf.com/
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展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

旋削、フライス加工、ボーリング、ドリル、研削、マシニングセンター（水平、垂直、ガントリー、
複合）およびその他のEDM工作機械、ワイヤー切断工作機械、微細穴加工、彫刻機、マーキングマシ
ン、油圧プレス、CNCベンディングマシン、CNCシャーリングマシン、ウォーターカッティングマシ
ンなどのさまざまな板金CNC加工機器、高速精密パンチングマシン、油圧プレス、油圧ブローチ盤、
レーザー切断機、レーザーマーキングマシン、レーザー彫刻機およびその他の関連するさまざまな形
状加工工具、複合工具、非標準工具、工具付属品、研削盤、各種研磨工具（圧密、超硬材等）、各種
マイクロメータ、工具設定器、工具測定器、電動工具等、各種工作機械機能部品、工作機械付属品、
工作機械電化製品など;空気圧油圧部品および装置、デジタル表示装置など;潤滑油、産業用洗浄、物流

機器、産業用ロボットなどの工場関連のサポート製品：溶接、スプレー、パレタイジング、取り扱
い、組み立て、デカルト座標ロボットなど;ロボット付属品;ソフトウェア部門;制御システム;産業オート

メーション情報技術など

CME2021 - China Machine Tool Exhibition

	2021年03月04日 ～ 2021年03月06日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

https://www.packinno.com/INNO21/idx/eng

http://www.cme021.com/

PACKINNO 2021 - 中国（広州）国際包装製品展覧会

2021年03月04日 ～ 2021年03月06日

記載なし

機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）
生活／紙・紙製品、製紙機械、印刷・出版

包装製品、包装材料、物流包装材料、革新的な包装原料、製品およびデザ
インサービス

http://www.cme021.com/
http://www.cme021.com/
http://www.cme021.com/
http://www.cme021.com/
http://www.cme021.com/
http://www.cme021.com/
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展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

金属切削工作機械、金属成形機、レーザーパンチングマシン、溶接、振動
研削、鋳造および鍛造設備、表面処理設備、チューブおよびワイヤー加工
機、ツール、工作機械部品/アクセサリー、コントローラーおよび制御シ
ステム、測定機器、ソフトウェア、設計工学、油圧および空気圧コンポー
ネント、産業用ロボット

化粧品、トイレタリー、パーソナルケア、ホームケア製品の原料と成分の
サプライヤーとメーカー、ヘアケアスキンケア、オーラルケア、着色料、

香料、天然成分、防腐剤、洗剤、農薬、洗浄液、その他多数

Windoor Expo China 2021 - 27th Window Door Facade Expo China

2021年03月11日 ～ 2021年03月13日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
基礎産業／鉱物、土石、ガラス、セラミック

機械・工業技術／工作機械・金属加工
機械・工業技術／精密・測定・試験機器

建築／建築・建設、不動産
建築／衛生設備、空調、給排水、照明

窓、ドア、ファサード、サンシェードシステム、アルミプロファイル、幕壁、ガラス、
シーラント、設備と器具

https://www.windoorexpo.com/

PCHi 2021 - Personal Care and Homecare Ingredients

	2021年03月24日 ～ 2021年03月26日

記載なし

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）

医療・健康／ヘルスケア、保健産業、保健用品
生活／化粧品、美容関連用品、香水

https://www.timtos.com.tw/en/index.html

TIMTOS 2021 - Taipei Int'l Machine Tool Show

2021年03月15日 ～ 2021年03月20日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D

https://www.pchi-china.com/en

https://www.windoorexpo.com/
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展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ☑ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

IMEX - 天津国際工作機械展工作機械、板金、金属切削、EDM、各種機能
部品、マッチング製品TLSE - 天津国際レーザー加工展金属成形装置、添
加剤および3D印刷、板金およびレーザー切断装置、光学生産および情報
技術、表面処理CIRE - 天津国際ロボット展産業用ロボット、サービスロ
ボット、システムインテグレータ、ロボット機能アクセサリ、マシンビ
ジョン、ロボット開発プラットフォームとソフトウェア、3D印刷天津国
際自動車製造技術、機器展、組立工学、機械加工、材料設計、溶接工学、
ロボットシステム統合、スタンピング、コーティング工学、最終組立工
学、組立システム統合天津国際プラスチックゴム包装産業展プラスチック
加工、プラスチック・原材料、化学添加剤、複合材料、特殊ゴム機械

なし

中国（天津）国際工業博覧会

2021年3月（予定）

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

http://www.interzum-guangzhou.com/

CIFM / interzum guangzhou 2021

2021年03月28日 ～ 2021年03月31日

記載なし

機械・工業技術／木材加工機械、家具製造機械
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

サービス／デザイン(工業デザイン）

	機能と部品、インテリア作品の材料と部品、室内装飾品および寝具用の機
械および装置、室内装飾品用の材料および付属品と寝具、木材製品、パネ
ルおよびラミネート、接着剤、塗料、その他の化学材料、木工用機械、補
助機械、家具の生産、サービスおよびメディア

http://www.interzum-guangzhou.com/
http://www.interzum-guangzhou.com/
http://www.interzum-guangzhou.com/
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