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企画①： DIC会議を日本からバーチャル視聴出来ます
最新かつ日本にいては得られない貴重な情報が満載です

申し込みサイト：http://form.verydigi.com/f/pbsC0P

企画②： 現地にいらっしゃる方々は、リアルな会議にご参加頂き
生の講演とフェースツーフェースの交流をお楽しみ下さい

申し込みサイト：https://jinshuju.net/f/6NZhsx

企画③： 7/22昼に会場内で開催される「中日交流会」に無料参加頂けます
申し込みサイト：②の申し込みサイトの中程に

「参加7/22中日交流午宴？」の選択肢があります

企画④： DIC展示会でのバーチャル商談＜受付は二社限定、別途費用＞
以下の中から2社を選んで頂き、日本からNET映像を介して商談します

商談候補：BOE, Visionox, 天馬, 咸陽彩虹, 华佳彩, HKC, TCL

申し込みサイト：①の申し込みサイトの下の方に
「ディスプレーメーカーとバーチャル商談」の選択肢があります

申し込み多数の場合は2社に絞らせて頂きます。事前に商談内容や資料をご準備頂きます。

第二回 『日中電子産業BIZ Forum 』、特別企画

＝リアルとバーチャルの融合＝

バーチャル

バーチャル

リアル

リアル
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開催概要
■名 称 ：『 DIC EXPO 2020 (Display Innovation Convention & EXPO) 』

■主 催 ：中国光学光電子行業協会液晶分会（CODA)

■指 導 ：中国国家発展和改革委員会高技術産業司、中国国家工業和信息化部電子信息司

■共同主催（コンベンション）：日経BP

■連合主催（展示会）：日経BP、中国電子材料協会、中国電子商会、中国視像協会、韓国ディスプレイ協会（KDIA）

■協力媒体 ：中国電子報、電子信息産業網、顕示資訊（予定）

■開催日 ：2020年7月21日（火）- 24日（金）

※展示会は、7月22日（水）- 24日（金）の3日間

■開催地 ：国家会展中心（上海） National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

※7/21のコンベンションは、隣接した＜インターコンチネンタルホテル＞が会場となります

■参加費 ：有料（6頁を参照下さい）

■来場者 ：中国ディスプレイ/デバイス産業に関連する経営者、研究者・技術者、マーケティング担当者など

DIC EXPO 2020
Display Innovation Convention & EXPO

日本語HP：http://www.verydigi.com/dic2020-forum-jp/
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http://www.verydigi.com/DIC2020_jp.pdf

DIC2020の会議プログラムDIC2020の会議プログラム
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日　時

企　業　名　/　役　職 氏　名

10:30~10:50 上海和輝光電株式会社　研究開発ディレクター  鄒　忠哲

10:50~11:10 京東方科技集団株式会社　 MO SBU開発ディレクター 尚　飛

11:10~11:30 世源科技工程有限公司　深圳支社　総経理 趙　林強

11:30~11:50 アスカネット株式会社 大坪　誠

11:50~13:30

13:30~13:50
北京集創北方科技株式会社　パワーマネージメント事業部総
経理

韓　熙明

13:50~14:05
無錫パイオニアインテリジェント機器有限公司　３C事業部
シニアプロダクトマネージャー

芦　寧

14:05~14:20 恵和株式会社　総経理 王　侃

14:20~14:40
安徽富印新材料有限公司　光学事業部    マーケティングディ
レクター

陳　会傑

14:40~14:55 カンケンテクノ株式会社  最高技術責任者 (博士) 森原　淳

14:55~15:10 上海微電子装置（集団）株式会社 タブレット事業総経理 周　暢

15:10~15:30

激動の時代におけるディスプレイ産業の発展チャンス
北京群智マーケティングコンサルティング有限公司　副総経理
兼チーフアナリスト

陳　軍

FPD設備と材料の中国国産化状況 CINNO Research  創設者&CEO 陳　麗雅

2020年新型ディスプレイのタッチ機能用材料開発の現状
及び傾向チャンス＆チャレンジ

TrendBank  半導体ディスプレイ  研究総経理 孫　永堂

ディスプレイ産業設備の資本投資における展望と
AMOLEDの市場動向

DSCC  (Display Supply Chain Consultants)  オペレーション
ディレクター

李　菲斐

ミニおよびマイクロLEDのトレンド展望と分析 集邦コンサルタント有限公司　研究センター副総経理 王　飛

「集まる」「教える」から全てのものへ

        ―グローバルIFPD市場開発の研究判断
北京DISCIEN情報コンサルタント有限公司　副総経理 方　影超

FPD業界の展望：中国におけるLCDの勝利。OLEDはどこ
へ行くのか？

みずほ証券株式会社 シニアアナリスト 中根　康夫

18:00~20:00

国産高解像度露光装置による新型ディスプレイ産業サポート

ブース見学

フォーラム主催者：中国光学光電子業界協会液晶分会 常務副秘書長　胡　春明

LCDディスプレイHDR応用の深化ー光学フィルムソリューション

内　容

フレキシブルな半導体技術がディスプレイに及ぼす影響

フラットパネルディスプレイ工場のLEED認証とパフォーマンスの向上

富印光学透明接着剤の応用と発展

フォーラム主催者：中国光学光電子業界協会液晶分会  副理事長

フォーラム主催者：中国光学光電子業界協会液晶分会  副理事長 / 北京集創北方科技株式会社　董事長兼主席執行官　張　普芳

専　門　講　義 講　師

2020/7/22

AMOLED, 中国ディスプレイの新たなチャンス

ランチビュッフェ

注：講演内容に変更があることがございます。当日のスケジュールをご確認ください。

午前

午後

15:30~17:50

コア機器技術の独占を打ち破り、ディスプレイ製造のソリューションをリードする

ウエルカムディナー（招待者のみ）

カンケン大気浄化技術ー中国光電子産業の環境保護事業サポート

グローバル ディスプ
レイ産業　中間デー
タ発表会（アフターコ
ロナ時代の展望）

企　業　名　/　役　職 氏　名

9:00~9:05 中国光学光電子業界協会液晶分会　常務副理事長/秘書長 梁　新清

9:05~9:15 中国光学光電子業界協会液晶分会　理事長 陳　炎順

9:15~9:20 日経BP　常務理事 浅見　直樹

9:20~9:35 工業・情報化部電子情報課　/上海市経済・情報化委員会

9:35~9:40 中国電子商会　会長 王　寧

9:40~9:45 国際半導体産業協会　中国区総裁 居　龍

9:45~9:50 韓国ディスプレイ産業協会　副会長 金　成珍

9:50~10:10 元工業・情報化部　副部長 楊　学山

10:10~10:30 中国科学院理論物理学研究所　発展戦略委員会主任 欧陽　鐘燦

10:30~10:50 中国工学院会員 彭　寿

10:50~11:10
合肥京東ディスプレイ技術有限公司　総経理（グループ副総
裁）

劉　競

11:10~11:30 維信諾科技株式会社　副総裁 孫　鉄朋

11:30~11:50
メルク光電材料（上海）有限公司
メルク中国区総裁　メルク高性能材料中国区総経理

安　高博

11:50~12:10 康寧ディスプレイ科技（中国）有限公司

12:010~13:30

13:30~13:50 ソニー TV事業本部 技術戦略室 主幹技師 小倉　敏之

13:50~14:10 天馬マイクロエレクトロニクス株式会社　副総経理 彭　旭輝

14:10~14:30
応用材料公司　ディスプレイ製品ソフト技術事業部　営業副総
裁

孫　勝

14:30~14:50
東京エレクトロン　FPD事業戦略室　FPD BUジェネラルマネー
ジャー

石田　寛

14:50~15:10 欣奕華科技集団総経理兼人工知能事業グループCEO 張　弥

15:10~15:30 埃地沃兹貿易（上海）有限公司　総経理 許　堅

15:30~15:50

15:50~16:10 RADIUS5 代表取締役 漆原　大介

16:10~16:30 台州冠宇科技有限公司　執行ディレクター 朱　克秦

16:30~16:50
コヒーレンス（北京）商業有限公司  営業及びデベロップメント
マネージャー

張　広平

16:50~17:10

17:10~17:30 株式会社京浜ラムテック

主催者挨拶

代表者スピーチ

休　憩

uNEED超高輝度RGBのAMOLEDが次世代のARとVRを動かす

将来のフレキシブルディスプレイのためのコヒーレンスレーザーの役割

日　時 テ　ー　マ 講　師

2020/7/21 内　容

ランチビュッフェ

フォーラム主催者： 中国光学光電子業界協会液晶分会  副理事長/武漢精密エレクトロニクス集団株式会社　董事長　彭　騫

テレビ進化の角度から見るディスプレイ機器の将来展望

絶え間なく前進するディスプレイ、 強いパワーを作る応用技術

人工知能が実現する高解像度技術と将来展望

午後

FPD産業の将来展望

午前

技術のエンパワメントにおける大差

加速するディスプレイ発展

新インフラの新たな出発がすべての「ビジョン」につながる

来賓挨拶

来賓挨拶

来賓挨拶

グローバル新型ディスプレイ技術の発展動向にかかる探求

フォーラム主催者：日経BP中国社　董事長総経理　長谷川　直樹

需要変化より見る情報産業の動向

開会式司会： 中国光学光電子業界協会液晶分会  常務副理事長/秘書長 梁新清

司会挨拶、特別紹介

主催者挨拶

http://www.verydigi.com/DIC2020_jp.pdf
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DIC会議参加チケットのご案内DIC会議参加チケットのご案内

2019年の会議風景

日本からオンラインで
2日間の会議をライブ視聴できます

（日本語の同時通訳あり）

お申し込み頂いた方には、
会議前に視聴URLをお送りいたします

申し込みサイト
http://form.verydigi.com/f/pbsC0P （オンライン）

https://jinshuju.net/f/6NZhsx （リアル）

リアル会議参加費
［RMB/一名］

オンライン視聴費
［JP¥/一名］
＜日本限定＞

CODA会員 2,700 50,000
非会員 3,150

(消費税別)

(10％割引)
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第一回のオンライン開催

大勢の皆様にご視聴頂きまして
ありがとうございます

好評につき、オンデマンドでの
再録を予定しております

（別途ご案内いたします）
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お問い合わせ

●上海实邑文化传播有限公司（Verydigi）

法人代表 鄭 敏

zhengmin@verydigi.com

Tel： +86-21-6064−0282

● テック・アンド・ビズ（株）

代表取締役 北原 洋明

hirokitahara@tech-and-biz.com

Tel： +81-90-7753-6993

業界皆様の情報共有とネットワーク作りの場を提供していきます


