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背景：巨大な規模の中国の電子情報産業

3000億元
集積回路製造業の規模は3000億元を超え

（前年比20%増）、ソフト・サービス業の

生産額も3.7兆元以上（前年比20%増）。

14兆元
2014年、中国の電子情報産業の全体規模は
14兆元を突破し、前年比16%増を記録。

巨大市場！
活気と競争に溢れる革新的な環境！



背景：グローバルな影響力を持つ中国ICT産業！

現代中国：科学技術の発展において、国際協力・学科間融合・情報との

急接近という3つの特徴を呈している。情報技術、とりわけインター

ネットが人々の生活に変化をもたらした。ビジネスモデルの再構築、製

造と組織管理に対する影響…情報技術は新たな業態をも生み出した。こ

れからの情報技術は革新すると共に、関連業界の統合と新業態の成長、

とりわけ「インターネット＋」、「中国製造2025」、及び各分野向けの

情報技術と深く関わり、情報化と工業化の融合を実現する。情報技術は、

活力・智慧・奇跡を創造する最大の力となる。

インターネット＋

中国製造2025



組織体制

指導：中国工業情報化部

深セン市人民政府

主催：深セン市フラットパネルディスプレイ業界協会（SDIA）

中国電子機材総公司（CEAC）

実行：中電会展と情報伝播有限公司

深セン市亚威会展有限公司

2013年に四大展示会を合併し、CITE として

国家レベルの新世代情報技術産業展示プラットフォームへ昇格！
中国電子博覧会（1964年から55年間、第86回）
中国（深セン）消費電子博覧会（24年）
中国（深セン）光学電子ディスプレイウィーク
中国（国際）カラーテレビフェスティバル

工業と情報化部、深セン市政府の支援を受ける展示会！



10万平米以上の展示面積で，ICT産業チェーンに関わるあらゆる製品を

展示。場外のサブ会場で同時開催など、多様な展示スタイルも開発中。

38のテーマを持つ、80以上のフォーラムを開催。

268回にも及ぶ新製品発表会が目白押し。

メインフォーラム「新世代情報技術産業発展フォーラム」＋フラットパ
ネル、タッチパネル、海外サミットなどを含む、複数の分野に関連する
100回に及ぶ専門フォーラム。

展示+会合の相乗効果

展覧・展示

フォーラム

イノベーション賞

新製品発表会



展示会場（2015年） 詳しくはこちら
www.ywexpo.com



サブ会場：多様化する展示スペース

会期中、企業のニーズと製品の特徴に合わせ、メイン会場の10万平米の他に、

会場の近くにあるホテルなどの展示スペースをサブ会場として利用し、製品

展示会・ブランド交流会・新製品発表会・記者会見などのイベントを開催！

CITE2015シャープ製品交流会（フォーシーズンズホテル）

2015年4月、高橋社長が率いるシャープが第三回中国電子情報博覧会に出展し技術発表会を開催。

中国の顧客に最新技術と製品をPRし、メディアの注目を集め、大きな成果を収めた。





聆听业界声音
洞悉行业脉搏

メインフォーラム：
新世代情報技術産業発展フォーラム

会期中、最大規模を誇る

「新世代情報技術産業発展

フォーラム」は、工業と情報化

部と深セン市人民政府によって

主催。

国内外の政府関係者・専門家・

大手企業の経営者を招き、情報

業界で最もホットな話題と業界

の未来について議論を展開。

新世代情報技術産業発展フォーラム



スマート製造、工業ネット、ビッグデータ、メーカ、インターネット、

モノのインターネット、スマート自動車、フラットパネルディスプレイ、

インターネット金融、顔識別、ウェアラブル端末、光学電子、半導体、

コンポーネントなどをテーマに！

同時開催の専門フォーラム：
業界各方面の声に耳を傾けよう！

2015中国（国際）ディスプレイパネル
産業フォーラム

多種多様の技術：2015中国（国際）
タッチパネル産業発展フォーラム

ハイテク産業国際発展フォーラム



イノベーションナイト： CITE 革新製品金賞

ICT業界の動向をいち早く反映する CITE 金賞！

開幕までに、組織委員会は世界各国から今年度最新の技術関連製品と応用実例を集め、

専門家、業界団体、諮問機関、業界大手企業、メディアからなる評議会に提出。

オリジナル性、先行性、市場競争力、デザイン性、実用性、環境への配慮といった角度

から製品を総合的に評価！



17家企业的18项製品和应
用脱颖而出，获得
“CITE2014创新製品与应用
金奖”
9个门类85个製品和应用获

得“CITE2014创新製品与应
用奖”

イノベーションナイトは
会期中注目度NO.1の
イベント！



新製品/技術発表会：
最先端の製品と技術のお披露目会

新製品・技術発表会も目白押し!組織委員会は

発表の場を参加者企業に提供し、世界規模の

業界交流プラットフォームを構築！

一般向けの発表会だけでなく、技術の専門家

に合わせて、室内で行われる発表会をも開催。



全面PR！テレビ、ネット、新聞雑誌、ラジオ、Wechat、Weibo、APPと

いったメディアを利用して、ブランドの露出度を徹底的にUP！

PR戦略：
国内外のメディアを通して、露出度を大幅にUP！



500社のメディア、1000名近くの記者が

CITE2014を現地取材！



8つの展示館

23のエリア

10,0000㎡ 来場者数12万人

30以上のテーマにまつわる100回近くのフォーラム

出展社数1600

CITE 中国電子情報博覧会

2016年 開催概要

開 催 日 ：2016年4月8日(金)～10日(日)

開催場所 ：深圳会展中心（福田区）



展示会場全体計画



Hall 1: CITE ブランドホール
Branded Hall

Hall 2: フラットパネルディスプレイ
Flat Panel Display

Hall 3: スマート製造
Smart Manufacturing

Hall 4: インターネット＆アプリケーションエレクトロニクス

Internet & Application Electronics

Hall 6: ウェアラブル端末
Wearable Electronics

Hall 7: 電子機器＆設備
Electronic Apparatus and Equipment

Hall 8: IC＆コンポーネント
IC & Component

Hall 9: 新エネルギー
New Energy



デジタル視聴エリア：京東方（BOE）、TCL、海信、長虹、康佳、創維、雅图

モバイルスマート端末エリア：酷派、中興、サムスン、華為、

スマート自動車連盟など

ソフト＆インターネットエリア：スマート音声連盟、科大飛訊、波潮など

台灣特別エリア：联発科、友達光電など 合計2000平方メートル

1号館（3万平米）



フラットパネルディスプレイ館：

華星光電（CSOT）、シャープ、友達（AUO）、

天馬、和輝 など

3号館（7500平米）
スマート製造館：スマートロボットエリア、

3Dプリントエリア

大疆、一電（AEE）、光啓 など

2号館（1.5万平米）



4号館（7500平米）

インターネット応用館：スマートシティエリア、産業互联网エリア、

インターネット金融エリア

平安銀行、広発銀行、テンセントペイ、海康威視、

智美達、楽心、康泰医学

6号館（7500平米）
ウェアラブル＆メーカ（創客）館：ウェアラブル端末エリア、

スマートハードウェアメーカエリア

ウェアラブル端末、メーカコンテスト、アイディアマーケット など



7号館：電子機器＆設備館

8号館：リチューム電池＆新エネルギー館

9号館：IC＆コンポーネント館

中芯国際、華潤微、展訊、大族、R&S、奥蕾達 など



1. 出展社として

2. 同時開催フォーラムのスポンサーとして

組織委員会が提供できる付加価値サービス

1. 新製品・新技术発表会の開催をサポート

2. 優秀な製品をCITE2015金賞の評議会に推薦

3. 専門フォーラムを自ら開催することをサポート

CITE 中国電子情報博覧会

参加方式



プレミアムブース（36平米～）

ー装飾費用は別ー

標準ブース（9平米）

ー標準装飾込みー

展示ブース イメージ図

展示ブース価格

種類 標準ブース[3m×3m] 場所代のみ[36㎡]

海外企業

中国企業

2520 US$/個

15000 RMB/個

260 US$/㎡

1500 RMB/㎡

費用に関しては、最終ページの「日本代理店」に相談下さい。

ブース装飾などとの組み合わせで、費用相談に応じます。



メインフォーラムのスポンサーとして

参加方式

• 目玉イベントのスポンサーになれば、イベントのタイトルに企業名

が入り、自社製品紹介・交流会参加の機会も！！

• 自ら専門フォーラムを開催し、業界の未来について徹底議論する

ことも可能！組織委員会は企業を全力でサポートします！！



参加方式

手提袋

入場証

ブランドPR

会場周辺に看板を設置



様々な出展社サポートを用意しています。

詳細は、最終ページの「日本代理店」に相談下さい。

具体的な内容、費用などの相談に応じます。

• 特定顧客との商談会（ビジネスマッチング）

• 限定顧客に対する専門フォーラムの開催

• 新製品・新技術発表会への参加

• 優秀な製品をCITE金賞評議会に推薦

• メディア記者の招待と取材アレンジ

• プロユーザーの招待と直接アピール

• 説明員、通訳者、コンパニオンの手配

• その他、会場・設備に対する要望への対応など

参加方式 具体的なビジネス成果への紐付け



出処：EastFair展覧会システムで収集した来場者情報（無効データ排除済み）

CITE 2015：来場者数92116人

そのうち、中国来場者は86273人（30の省に属する416の県と市から）

海外来場者は5843人（51の国と地域から）

CITE 2014：来場者数79393人

そのうち、中国来場者は76111人（31の省に属する429の県と市から）

海外来場者は、3282人（76の国と地域から）

CITE 中国電子情報博覧会

来場者データ



プロ来場者：全球专业买家年度盛会！プロ来場者の担当製品の所属分野



プロ来場者の来場目的



プロ来場者の役職！



来場者の内訳



中国大陸部来場者の内訳（行政区画別）



出展社分析

出展社の所属分野

国内出展社の所属地域

パネル・タッチパネル 26％
３Dプリント 9％
電子機器・設備 17％
材料 11％
デジタル端末 8％
インターネットアプリケーシ
ョン 2％
自動車関連電子製品 3％
通信 2％
スマートロボット 5％
ウェアラブル 10％
新エネルギー 7％

華北 10％
華南（深セン以外）26％
東北 3％
華東 21％
西南 2％
華中 13％
深セン 25％



出展社分析

中国大陸以外の出展社の内訳

出展効果に対する評価

来場者に対する評価

大変満足 13％
満足 55％
まあまあ 21％
満足ではない 11％

台湾 47％
韓国 29％
日本 12％
米国 6％
ドイツ 6％

大変満足 17％
満足 44％
まあまあ 29％
満足ではない 10％



CITE 2016

ご出展/ご参加などの相談・問い合わせ・申し込み
各社の事業内容とご予算に合わせた最適な効果が得られる様に、

プログラムの詳細内容と費用・効果などを相談・提示させて頂きます。

●テック・アンド・ビズ（株） 代表取締役 北原 洋明
中国深センFPD協会専家顧問
hirokitahara@tech-and-biz.com Tel： +81-90-7753-6993

●上海实邑文化传播有限公司（Verydigi） 策画総監 鄭 敏
中国深センFPD協会顧問
zhengmin@verydigi.com Tel： +86-21—6064−0282

日本代理

mailto:hirokitahara@tech-and-biz.com
mailto:zhengmin@verydigi.com

