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全世界で大規模
かつ影響力のある
光電産業総合フェア

精密光学展
レンズやモジュール展光通信展示会

レーザー赤外線技術及
びスマート製造展

赤外線技術
及び応用展

光電子
イノベーション館 

中国国際
光電フォーラム

データセンターフェア展

光電センサフェア展

詳細については、以下のサイトをご覧ください：



CIOE-- 中国における信頼できるプロモーションプラットフォーム 
光電上の 20 年の経験を生かして、中国の光電市場に速やかに参入

産業界の参加者に高く推薦される光電展示会 
80％以上の出展者が CIOE を友人や同僚に喜んで推薦　

一つのフェアで、7 つの業界からの専門家との接触を確立できる
CIOE は七つのサブ展示会で独特な機会を提供：光通信、精密光学、レーザー、赤外線応用、デー
タセンター、光電センサ、フォトンイノベーションの分野におけて 1,700 以上の業界参加者が持
つ光電クラスターの展示会

光電業界の次世代を理解するための理想的なプラットフォーム
20 のプロフェッショナル・フォーラムでは、光電電子分野のホットな話題、業界動向、
業界のキーポイント、新興アプリケーションおよび市場動向の分野に関する討論をかばー

数千の業界リーダーとコミュニケーションする貴重な機会
20 周年記念祝賀会、産業授賞式、専門家委員会授賞式などのイベントは、数千の業界リーダーと
のコミュニケーションの機会を提供。VIP バイヤーと高品質のバイヤーのマッチングを通じて、
効果的なコミュニケーションを取り、事前に用意した VIP バイヤーマッチング会議はベストバイ
ヤーとのビジネスミーティングに十分な準備を役立つ

展示会以外より多くビジネス促進の機会
300 以上の業界メディア，80 以上の展示会のプロモーションと全方位のマーケティングチ
ャネルは、展示会以外により多くのビジネスチャンスを得るのに役立つ 

世界で
最も影響力の
ある光電フェア



来場者につい
ての分析

57,348
来場者

1,668
出展者 

3,653
光電ブランド

光通信フェアの来場者
は通信事業者、光通信
機器、設備およびシス
テムベンダーからだ

光電子イノベーション館の来場者は電
子と半導体、ファクトリーオートメー
ションおよび計装、器具および消耗部
品類型の電気製品からだ

のサファイアとタッ
チスクリーンが消耗
電気製品、光学窓、
LED チップ製造から
だ

の赤外線技術と応用フェ
アは、セキュリティ / 消
防 / 監視、航空、航空宇宙、
軍事と科技研究機関から
だ

のレーザー技術とスマー
ト製造の来場者は、工業
製造、レーザー装置、設
備およびシステムベンダ
ーからだ

赤外線技術と応用の来場
者は消耗電気製品 / セキ
ュリティ / ファクトリー
オートメーション、計装

47% 

65% 

44% 
37% 

35% 

41% 

110,000m2

展示面積

昨年より 13％増

昨年より 6％増

昨年より 14％増

世界最大規模の光電展示会



アジアで
最も影響力のある
光通信展示会

CIOE 光通信フェアは、中国そしてアジア太平洋で最も整った産業チェーンで、ビジネスの調達、展示、技術
および学術交流の場で、国内外の良質な通信設備のベンダーー、コンポーネントベンダー、システムインテ
グレータ、光通信業界における光ファイバケーブルとチップ、フルディスプレイ、光デバイス、センサ、試
験装置、および光ネットワーク装置を全面的に展示。長年間にわたって Macom、SCHOTT、II-VI、Finisar、
Lumentum、Semtech,、O-NET、SENKO、Viavi、ADAMANT、Corning、三菱電機、Accelink、Hisense、
Taclink、Fiberhome、YOFC、Hengtong、INNO、Phograin、Connaught、Core Citrix、中科光電、潮州三環な
ど国内外の有名な光通信企業のサポートを受ける。

展示範囲
• 光通信システム機器
• 光通信部品（アクティブデバイス、受動デバイス）
• ファイバレーザーとファイバセンサー
• 光通信試験装置
• 光通信関連システム
•3D プリンタと技術応用
• モバイルインターネットと通信機器、クラウド技術とモバイル

アプリケーション、インテリジェント端末電源とソリューション

出展社の一部 ( 順不問 )

同時期のフォーラム
• メインフォーラム：5G および IoT 時代における光通信技術とビジネスイノベーション開発フォーラム
• トピック I. 光ネットワークのための新しい技術と新応用の開発の展望
• トピック II、IoT　スマート化で家庭向けブロードバンドが進展しています
• サブフォーラム：光電コンポーネントと光電統合技術に関するセミナー
• サブフォーラム：ビッグデータ時代のクラウドデータセンターと光インターネット開発フォーラム
•2018 中国移動 5G 光ネットワーク開発サミットフォーラム
•2018 年 China Unicom スマートホームネットワークフォーラム
•2018 年中国国際ビッグデータクラウドコンピューティングサミットフォーラム

三菱電機は CIOE に 7 年間参加し、毎年よ
り多くのお客様とお会いできます。中国光
通信市場の成長に伴い、中国市場は世界で
最も重要な市場になると信じてます。
—Atsushi Sugitatsu　三菱電機エンジニア

リング部門

光通信展示会



中国で唯一な
赤外線応用フェア

CIOE 赤外線技術と応用展は、中国乃至アジア太平洋
地域で一番整った赤外線技術産業チェーンで、ビジネ
ス調達、展示、技術的および学術交流の場を統合し、
赤外線材料、デバイス、機器や応用製品を全面的に展

示。長年にわたり、FLIR、ULIS、PI、Thales、Ophir、
Thorlabs、浜松光子、高徳赤外線、SATIR 赤外線、久の
洋赤外線、大立科技、夜視など国内外有名な赤外線企業

から多大なるご支援を賜る。

展示範囲
• 赤外線材料
• 赤外線応用

• 赤外線装置及び設備
• セキュリティと赤外線

部品とシステム機器

出展社の一部 ( 順不問 )

同時期のフォーラム
•2018 国際赤外線画像フォーラム

CIOE は、私たちにとって非常に重要な事件で
す。中国や世界でも最大規模の光電展です。も
う 10 年以上 CIOE に参加しました。この場で
全世界な業界の専門家に私たちのブランドと
IR 製品を宣伝しています。

—陳振鵬、広州サウジアラビア赤外線技術
有限会社副 CEO（SATIR）

赤外線技術
及び応用展



中国で唯一な
精密光学展

CIOE 精密光学展＆レンズユニットユニットと
カメラモジュールフェアは、アジアで最大かつ
最も影響力のある光学専門フェアで、長年にわ
たって全世界の 600 以上の光学会社からの強
い支持を受け、その中にはサニー光学、フェニ
ックス光学、リダ光を含め、華国光学、水晶光
学、ライカ、ツァイス、SCHOTT、Corning、
Panasonic、OLYMPUS、Nikon などがある。展
示範囲は光学材料及び部品、光学機器、光工処
理および検査設備、マシンビジョン及び画像、
レンズユニットなどの光学産業チェーンで、ビ
ジネス調達、技術交流及び業界動向のリリース
を統合したプロフェッショナルな場を構築する
ことに専念。

（株）裕罗磨 度 恩 光 学

全欧光学

今回は始めて CIOE に参加します。私たちのシン
グルポイントダイヤモンド超精密旋盤や多軸超
精密加工システムは、台湾、インド、韓国、シ
ンガポールの顧客を引き付けています。将来的
には私たちは必ず CIOE に参加します。

—肖陽春、銀河精密総経理

精密光学展
レンズやモジュール展

出展社の一部 ( 順不問 )

展示範囲
• 光学材料
• 光学部品
• 光学計器
• 光学加工機器
• 光学コーティング技術と機器
• タッチパネルと光学フィルム技術 

同時期のフォーラム
•2018 年“近代光学製造工学と科学”に関する深セン国際シンポジウム



レーザーマイクロマシニングと革新
的な応用の展示に専念するフェア

CIOE レーザー技術とオートメーション製造はレーザー精密処理とイノベイション応用のプロフェショナルフェ
アで、電子製造、通信、医療、エネルギー、自動運転などの分野でレーザー技術の革新的な応用。
展示会は華南に拠点にして全国に広げ、ビジネス調達、展示、技術的および学術交流の場を統合。暦年以来、
大族レーザー、楚天レーザー、相干、国科、泰徳、鋭科、北京凱普林、TRUMPF、IPG、Newport、Thorlabs、
JPT など国内外で有名なレーザー企業のサポートが受けられる。

展示範囲
• レーザー
• レーザーシステム機器
• レーザー部品 • 材料
• レーザーシステム及び装置
• レーザー特別種類応用
• スマート光電及び自動化設備
• クリニカルプロジェクト

德力激光

CIOE2017 は独自の特徴を持っています：レー
ザー技術とオートメーション製造を協調してい
ます。これは非常にスマートな話題です、China 
Made 2025 というテーマによくマッチします。
多くのレーザーメーカーが CIOE 2017 に参加し
ました！

—武漢宏拓新技術有限会社 CEO 曹祥東

同時期のフォーラム
•2018 国際レーザー技術サミットフォーラム
•2018 国際自動車レーザーレーダーイノベーションフォーラム

レーザー赤外線技術及
びスマート製造展

出展社の一部 ( 順不問 )



中国で初めて光電子を
主題にする展示会

• トップの学術機構の研究成果を集結し、光
電子に関する産学連携のプラットフォームを
構築

• 中国の国家級電子研究室＋５つもの光機所
＋多数のトップ学術機構や研究所がイノベー
ティブな研究成果を披露

• 発表される研究機構は、武漢光電國家實驗
室（籌）、中國科學院光電技術研究所、中國
科學院安徽光學精密機械研究所、中國成都光
電所、香港應用研究所、香港理工大學超精密
加工技術國家重點實驗室、哈爾濱工業大學（深
圳）、復旦大學超精密光學製造工程技術研究
中心、深圳大學等等を含む。

• こちらで、今研究段階のブラックテクノロジ
ーや未来の新技術やトレンドをみてとれる

长春理工大学
Changchun University of Science and Technology

中国科学院西安光学精密机械研究所
Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, CAS

光電センサフェア

展示範囲
• 生物光電子     • 医療イメージング 
• センサーシステムや計測設備  • 健康光電子 
• 光電子製造    • ロボット
• スマート医療及び介護   • 人工知能 
• 無人機     • 集成電路及び集成光電子 
• IoT、ビッグデータやクラウド計算

出展社の一部 ( 順不問 )



ライブ活動

新技術と新製品発表会は、 ブースの展示の外に、
会社の発展に寄与する重要なプラットフォームで
ある。新しいプレゼンテーションを鮮明にデモン
ストレーションし、顧客と意見を直接に交換する
ことができる。

VIP 特別バイヤーサービスというのは明確な購入
ニーズや購入計画のある業界高層や専門バイヤー
のため貿易交流の場でを構築することで、バイヤ
ーと出展者のため効率的で高品質で高水準のコミ
ュニケーションの場を提供することを目的にする。
スポンサーになり、VIP バイヤーにアクセスできる。

天文学のファン？天文学者の集いへようこそ。最新の
天体観測機器を体験する機会がある。活動には天文学
の写真大会、天文学知識の講義と経験の交流会も含ま
れる。

光学レンズユニットの設計革新者？光学レンズユニッ
ト応用設計大会に参加。光学レンズユニット業界を促
進するために、CIOE は Zemax を連携し、2018 年に第
二回の光学レンズ応用設計大会を開催。貴方がまだレ
ンズユニット革新者を探すれば、2018 年のイベントの
スポンサーになっていただく。

ベンダーになり、新しいもの
でお客様を感動させよう！

VIP バイヤーとお会いできる！

宇宙の秘密を探求しよう！

革新者を見つけよう！



貴方と光電子
の未来に繋がる

/ 5800

/ 270+

/ 21

/ 1

中国国際光電サミット（CIOEC）は、中国の光電産業
における最大かつ最高レベルの光電産業イベントだ。
CIOE の強力な政府資源、業界資源、企業資源、集客
力、中国の光電技術と開発に恵まれた情報交換の素
晴らしい場を提供。過去の参加ゲストは、中国及び
各地で光電分野のハイエンドの人々で、光電分野で
最新技術と研究方向、業界のフォーカスと市場動向、
業界発展の機会と投資機会について全面的に論議し、
業界発展の課題について一緒に解決策を探す。

国際業界協会共催

2017 国際レーザー技術サミットフォーラム
——新技術から新応用まで

1.5 日の会議はレーザー技術と市場動向、半導体
のレーザー加工、新興応用、レーザー精密加工に
フォーカスし、Trumpf，Coherent，ITRI などの
業界達人が集まり、そしてフランスの権威的機関
が発表する世界で独占のレーザー業界動向の分析
報告もある。

2017 国際赤外線画像サミットフォーラム
——非冷却型赤外線画像技術の大量応用

会議には二つの主題分会議が赤外線画像の応用
技術と赤外線技術の最新進歩にフォーカスし、
ULIS,HIKVISION, 湖北久の洋、Sunny などの企業
体表は演説に参加、100 名余りの来場者が引き付
けられ、最新の技術イノベーションと市場動向に
ついての情報が手に入れた。

中国国際
光電フォーラム

つの主題大会

の専門フォーラム

名余りの国内
外権威専門家

名余りの業界
関係の来場者



光通信技術と開発フォーラム 2017
今回のフォーラムはトップイベントで、“知能光イン
タネットとイノベーション発展、光通信業界全体の新
機会を迎え、新しい挑戦”を強調し、光通信業界全体
のチェーンを広くカバーしている。今回のフォーラム
は、超高速伝送、光レイヤネットワーク、光アクセス、
データセンターと光インタコネクト、ネットワーク要
素や光ケーブルなどに関連する主要技術と革新をめぐ
って展開する。

2017 光通信技術と開発フォーラム

フォーラムでは光通信産業が向かう機会と挑戦を全面
的に深く論議し解析する。中国移動、中国聯通、中国
電信、武漢郵政科学研究所、中国情報通信研究所、中興、
華為、Fiberhome、Shanghai Nokia、Broadcom など
の業界大手がすべて到着。

中国移動　5G 時代光ネットワーク開発・イノベーシ
ョンサミットフォーラム　

5G 時代で、光転送ネットワークワーキングにおける
直面している主なチャレンジ及び 5G ネットワークの
ネットワーキングとビジネス開発ニーズを満たすため
に、光転送ネット事業がどのように発展しているかを
論議し、中国移動通信、中国情報通信研究所、中興、
華為、などの大手企業が素晴らしい発表をした。

中国聯通　家庭 Wi-Fi サミットフォーラム WoLink 発表会

今回の会議は家庭 Wi-Fi 能力向上と Wolink 開発協力二つの主題が業界パートナの参加を引き付ける。聯通は会議で
正式的に中国聯通 ,Wolink 契約、「中国聯通家庭 Wi-Fi 白書」と Wi-Fi 体感指標。

三大のオペレーション  五大の機器ベンダー　



お問い合わせ
住所：広東省深セン市南山区海徳三道海岸ビル東座 607 室   郵便番号：518054

深セン賀戎博聞展覧有限公司
イギリス上場企業 UBM plc グループのアジア博
聞の合弁会社で、中国光博会（CIOE）
の主な経営機関だ。HERONG 博聞は UBM の全
世界国際インタネットとプロフェッショナルの
展覧管理に恵まれ、出展者とバイヤーたちによ
りよくサービスを提供。多年にわたって光電子
分野の企業と専門家の相互信頼との緊密な協力
を踏まえ、中国光博覧は引き続き業界の継続的
な成長と技術の進歩をサポートする。

詳細については、以下のサイトをご覧ください：

www.cioe.cn/en

中国光電市場
に進出するベストチャネル

電話番号： +86 755 86290891  ファックス： +86 755 88242599 
メールアドレス： shirly.yi@cioe.cn  /  erin.deng@cioe.cn


