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6 つの展示会の連動共同効果、上
下流供給チェーンが同時期に展示
される
21 年の資源の蓄積を経て、同時期に共同で開催さ
れる 6 つのテーマの展示会が光電全産業チェーン
を集めています。各光電領域の資源が関連して浸
透し、上下流供給チェーンのクライアントが共同
で展示し、買い手の資源が手に触れることができ
ます。

第 21 回中国国際光電博覧会は、2019 年 9 月 4-7 日に深圳会展センターで開催されます。規模と影響力のあ
る光電産業総合的な展示会として、CIOE 中国光博会は、光通信、データセンター、レーザー、赤外線、精
密光学、レンズおよびモジュール、機械の視覚、光電伝感、光電子革新、軍民の融合などの産業チェーンの
プレートをカバーします。多くの光電企業の市場の開拓、ブランドの普及の第一位に選択するプラットフ
ォームです。同時に、光通信／情報処理と保管、消費電子、先進製造、国防安防、半導体加工、エネルギー、
伝感及びテスト測定、照明表示、医療などの九大応用分野に向いて、先方の技術及び革新的な解決プラン
を展示します。すでに業界の人々は、新しい技術と新製品の探し、市場の先機を知るワンストップの商業
貿易、技術および学術交流の専門のプラットフォームになっています。

光電領域をカバーする全産業チェーンプラットフォーム
光電応用に焦点を当て、産業相互連動を協力する

世界で最も影響力
のある光電フェア

9 つの応用分野の目標観衆が精確
にカバーし、全世界の優良品質の
買い手の資源を共有する
光電業から端末の応用分野に至るまで、光電子技
術発展の応用層は通信、消費電子、自動車、セキ
ュリティ、エネルギー、人工知能、医療などの多
岐の分野に広がり、プラットフォームの同期のテ
ーマ展の優良品質の買い手の群体を全方位で展示
します。

学術、業界及び応用分野の専門の
フォーラムを同時期に集め、大規
模の資源がドッキングする
同時期に開催された専門のフォーラムは、学術、
産業及び応用分野をカバーし、その議題は光通信、
光学、レーザー、赤外線、自動車の知能運転、携
帯電話、セキュリティなどの分野のホットスポッ
トとトレンドをカバーし、企業の未来の配置を協
力します。

多重カスタマイズ増値サービスを出
し、出展の投資収益率を向上させる
VIP の特別な招待購入者のサービスを通じて、購
入意向の優良品質の買い手の需要を深く掘り下げ
て、要求に合う展示商を推薦して購入取引ドッキ
ングを行います。また、オンラインとオフライン
で多くのルートのマーケティングを統合し、365
日間引き続きで企業のために業務の連絡とブラン
ドの普及をします。

2019年9月4-7日
中国深セン
コンベンションセンター
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先進製造

エネルギー

防衛 / 国防照明 / 表示

光通信、情報処理 / 保管

伝感及びテスト測定

消費電子

医療半導体加工 / 製造

CIOE 2019
展出サイズ 110,000m2 展示面積

来場者

70,000+
出展者

2,000+
フォーラム

60+

9つの光電応用分野



来場者の 9 つの応用分野の業界分析

* 以上のデータは CIOE2018 来場者 のデータからです

デバイス / モジュール
設備商
光ファイバケーブル
運営商
インターネットサービスプロバイダ
材料 / 部品
システム集積 / エンジニアリング
その他其他

28.64%
19.45%
16.26%
10.41%

9.58%
7.23%
7.19%
1.24%

光通信、情報処理 / 保管業界の
来場者の分析

携帯電話
自動車電子
視聴覚 / デジタル電子製品
平板 / コンピューター / 周辺
家庭用電気製品
ウェアラブル商品
AR/VR
ロボット / 無人機
その他

19.04%
16.48%
15.73%
12.81%
10.55%
10.21%

8.90%
5.11%
1.18%

消費電子 / 娯楽業界の来場者の分析

光学材料及びエレメント
インテリジェント装備 / ロボット
光学加工装置
レーザー加工装置
機械の視覚
工業レーザ
自動車ホストメーカー
3 D プリント
金物の金型
その他

23.16%
15.34%
12.89%
12.86%

9.52%
8.03%
7.50%
5.95%
3.25%
1.50%

先進的な製造業の来場者の分析

太陽光
電力網
リチウム電池
石油石化
石炭
その他

25.69%
22.65%
22.28%
13.64%
13.27%

2.47%

エネルギー業界の来場者の分析

監視装置及びシステム
赤外線製品
航空 / 宇宙飛行
消防 / 警用
海洋 / 船舶
その他

38.76%
19.50%
17.27%
13.66%

8.05%
2.76%

セキュリティ / 国防業界の来場者の分析

半導体設備
半導体材料
パッケージとテスト
チップ製造
回路設計
その他

23.85%
21.58%
20.89%
17.96%
13.16%

2.56%

半導体加工 / 製造業界来場者の分析

測定器をテストする
センサー
ネットワーク
その他

41.82%
36.41%
20.76%

1.01%

伝感及びテスト測定業界の
来場者の分析

LED パッケージ / 照明
タッチパネル / タブレット表示
LED ディスプレイ
その他

37.44%
33.23%
25.73%

3.60%

照明 / 表示業界の来場者の分析

医療映像
生物医療
美容 / 健康
その他

38.49%
34.26%
24.00%

3.25%

医療業界の来場者の分析

前回の視聴者
データ分析

視聴者の職位の分析
企業の上級管理

購入 / 供給チェーン管理

デザイン / 研究開発

販売

生産製造 / 工芸

普及 / 市場

品質 / 品質管理

その他

22.18%
21.31%
20.86%
12.11%

9.72%
8.32%
3.42%
2.08%

見学目的の分析

市場情報を理解する

新製品を求める / 新しい技術情報

製品の購入

代理と協力の機会を求める

業務関係の維持 / 開拓

セミナーに参加する

次回の出展のために準備する

その他

26.61%
23.08%
21.34%
10.93%

9.03%
5.56%
2.93%
0.52%

79視聴
者は

の国と
地域から

68,310 来場者



   

展示品の範囲
赤外線材料とデバイス、赤外線設備及び応用、ヘル
ツ監視と結像、紫外線技術

中国、ひいてはアジア太平洋地域の完全な赤外産業チェーン商貿
購入、展示、ヘルツ監視と結像、紫外線技術及び学術交流のプラ
ットフォーム、赤外材料、デバイス、設備及び応用製品を全面的
に展示し、赤外線産業発力応用分野を推進します。

国内外の優良な通信デバイス商、機器サプライヤー、システムイ
ンテグレータ、運営者及びサービス業者を集め、光通信産業の材
料、光ファイバケーブル、光デバイス、コンポーネント、モジュ
ール、生産設備、計器計装、光ネットワークデバイスを全面的に
展示します。データセンターエリアを開設し、クラウドコンピュ
ーティング、ビッグデータ、データセンターサービス、ICT シス
テム設備及びインフラなど、産業チェーンを深く拡張します。

Optical Communications Expo

Infrared Applications Expo

THE 11TH RESEARCH INSTITUTE OF CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

展示品の範囲  
光通信システム設備、光通信デバイス ( 有源デバイ
ス / 無源デバイス )、光ファイバケーブル / 光ファイ
バセンサー、計器計装の光学テスト、光デバイス生
産設備、広電光伝送装置、データセンター、クラウ
ドコンピューティング / ビッグデータ

光通信展示会

赤外線技術及び応用展



展示品の範囲
光学材料、光学デバイス、光学の結像測定及び光学
機器、光学レンズ及び撮像モジュール、光学メルク
技術及び設備、光学加工設備、機械視覚システム及
び応用、ブルー宝石及びタッチパネル製造

展示品の範囲
光電センサー、光ファイバーセンサー、視覚伝感（機
械視覚）、レーザーレーダー、モノのインターネ
ット

アジアの大規模及び影響力のある光学専門の展覧会は光学業
界の生態チェーンのプレートをカバーし、全世界 850 余りの
光学企業の支持を獲得し、商業貿易の購入、技術交流と業界
のトレンドを集めています。

光電伝感は、消費電子、自動車工業、通信電子、機械、化学
及び医薬などの分野における応用に焦点を当て、3 D 伝感展示
エリアを特設し、同期に展示された光通信、光ファイバセン
シング、赤外線、光学カメラ、機械視覚などのプレートを組
み合わせ、光電伝感産業チェーンの商業貿易の購入、展示、
技術、学術交流プラットフォームを全面的に作成します。

Precision Optics, Lens & Camera Module Expo

全欧光学

Optoelectronic Sensor Expo

精密光学展
レンズやモジュール展

光電センサフェア展



展示品の範囲
生物光子、医療結像、健康光電子、光電表示及び
モジュール、光電のチップ、知恵医療と養老、集
積回路及び集積光子、モノのインターネット、ビ
ッグデータ及びクラウドコンピューティング、ロ
ボット、人工知能、軍民融合

展示品の範囲
レーザー材料、レーザーコンポーネント及び装置、
レーザー機、レーザー設備、レーザーの特種応用、
ハイエンドインテリジェンス装備、3 D 印刷 / 増材
製造

　光電子分野の技術革新に焦点を当て、光電子分野の革新チ
ェーン、産業チェーン、資金チェーン、人材チェーンの有機
的な融合を実現します。生物光子、医療結像、伝感及び検出、
量子通信、柔軟性表示、AR / VR、光子製造、人工知能など
の新興の応用分野に重点を置いて、科学研究院と新創造企業
の強力なサポートを得ました。

展覧会は華南、全国をカバーし、レーザーの精密加工と
革新的な応用に専念し、レーザー技術は、電子製造、集
積回路、通信、医療、エネルギー、自動運転などの分野
における革新的な応用に焦点を当てています。

Lasers Technology & Intelligent Manufacturing Expo

中国科学院
长春光学精密机械与物理研究所

中国科学院
西安光学精密机械研究所

中国科学院
苏州生物医学工程技术研究所

中国科学院
上海技术物理研究所

中国科学院
光电技术研究所

中国科学院
深圳先进技术研究院

武汉光电工业技术研究院武汉光电国家研究中心 重庆绿色智能技术研究院 北京大学东莞光电研究院

长春理工大学 华南理工大学西安工业大学 上海大学山东大学

レーザー技術及
びスマート製造展

光電センサフェア



マルチチャンネルマルチファセット産業の最大化のドッキングを促進する     

1 つの主題大会
800 のプレゼン
テーション

技術テーマ大会
2018 世界光電産業技術大会
中国科学技術部の元副部長の曹健林氏、工業と情報化部通
信科学技術委員会常務副主任、中国電信グループ会社科学
技術委員会主任の韦楽平氏、中国科学院アカデミシャン、
中国科学院上海分院院長の王建宇氏、アメリカの国家工事
院のアカデミシャンの汪立宏氏は 4 つのハイエンドテーマ
大会の報告をしました。

学術会議
OGC 世界光電大会
8 つの特定の方向には、レーザー技術、光通信とネット
ワーク、赤外線技術と応用、精密光学、照明と表示、光
電装置及び応用を覆われました。そして、特別に 1 つの 
workshop（中瑞空分多重伝送用光ファイリングセミナー）、
1 回の特別テーマセミナー（光ファイバ技術は内視鏡の応
用）などを行い、テーマを細分します。3 日間で 10 回の特
定のテーマの学術会議は 390 余りの国内外の光電専門の視
聴者が参加することを引きつけました。

2018 年フォーラム

同期のハイエンドのフォーラム   
業界の発展とトレンドを精確に把握する

55 の専門フォーラム



光通信産業会議

光 + 応用分野サミット

光学業界会議

レーザー業界会議

赤外線業界会議

光通信技術と発展フォーラム / 中国移動 SPN——5 G を開き、新時代を
積載する / 中国聯通 5 G + ビデオ生態大会 / 光電子デバイスと光電集積技
術産業発展フォーラム / ビッグデータ時代クラウドデータセンターと光
インターコネクト技術発展フォーラム /「新光ファイバー　新未来」専
門フォーラム

グリーンデータセンター革新フォーラム / アジア太平洋エリア
チェーンと人工知能フォーラム光＋携帯電話サミットフォーラ
ム / 光 + 自動車インテリジェント補助運転サミットフォーラム　　
ミリ波レーダー技術及び応用 / 光電技術軍民融合大会

中国光学智造 2025（深圳）ハイエンドフ
ォーラム / AR 表示及び 3 D 感覚測定技術
セミナー / 人工知能と工業 4.0 セミナー /
光学検出技術と応用セミナー

フランスの権威機関の Yole と共同で開
催——第 2 回国際レーザー技術ハイエンド
フォーラム / 中国レーザー応用革新サミ
ット

フランスの権威機関の Yole と共同で開
催——第 3 回国際赤外線結像ハイエンド
フォーラム / 赤外線技術の発展と応用革
新フォーラム

1つのテーマのフォーラム | 5つのサブフォー
ラム | 82回の特定テーマ報告 | 80名の業界の
有名者 | 300 +参加企業 | 2000 +参加代表

1000 +プロの視聴者 | 73回スピーチ共有

7つの会議の特別テーマ | 50 +回
の業界報告 | 60+業界専門家の光
電有名者及びリーダー

400 +プロの視聴者 | 20＋回の応
用報告 | 40+業界の専門家と有名
な企業

300+プロの視聴者 | 13回の応
用報告 | 40+業界の専門家と有
名な企業

2019　もっと多くの会議活動は素晴らしい



429場
現場ペアリング

715人
VIP特別招待購入者

200社
現場商談出展者

光電業界で購入需要や購買計画を明確にする業界
の管理の上級者および専門家を指します。すなわ
ち、購入権、決定権、提案権を持っています。或
いは以下の職位の人：企業の高層管理、技術及び
研究開発部門の上級者、購入部門の人員など。

•  VIP 特別招待購入者サービスチームを設定し、1 対 1 で招待する
•  特別招待購入者のご購入意向を深く掘り出す　
•  特別招待購入者のカスタマイズ製品パンフレットを出し、需要製

品の資料を推薦する　
•  展示会の前に特別招待購入者の興味ある展示商にドッキングし、

現場の面会を促す　
•  個人化カスタマイズスケジュールを設置し、展覧会の効率を高める　　
•  無料で打ち合わせ空間を提供し、私密面会を楽しむ　
•  VIP 休憩室のすべてのサービスを楽しむ　
•  通年供給者　通年供給先の推薦サービス

CIOE は展示会の前に VIP 特別招待購入者の購入需要によって、、
要求と一致する展示商と製品のリストを推薦し、最終的には現場
で双方のために商談と会議の補助を提供し、精確一致することを
実現します。現場には、一時的に購入需要のある買い手にサービ
スと会議空間を提供します。2018 年に VIP 特別招待購入者は 715
人、現場ペアリングは 400 回、特別招待購入者の満足度は 98 %
に達しました。

VIP 特別招待購
入者サービス

一对一
購入ドッキング会

VIP 特別招待購入者



WeChat プラットフォームのオンライン授業＋リアルタイムお話合いのコミュニティ活動に基づき、非定期的に
有名な専門家の技術達人を招待します。光通信、光学、レーザー、赤外線、伝感、自動車、携帯電話などの業界に対し

て、オンラインでの授業の技術を共有し、企業の疑惑に答え、人脈を構築します。

100,000+ 

新メディア普及

• ソーシャルメディア         • ネットワーク中継　
• セルフメディアプラットフォーム　
• フォーラムプラットフォーム

光電マイクロ教室
精確な人の群れ、効率のあるドッキング

新製品新技術発表会
新商品発表、ブランドのプロモーション

1,100,000+ 
データベース精確なプロモーション

•　メールマーケティング　
•　SMS マーケティング　
•　電話マーケティング　
•　ダイレクトメールのプロモーション

80+ 
オフラインでのプロモーション

•　協会協力　•　現場活動　
•　専門会議　•　業界展示会

2,000+ 

プロのメディアは全方位カバー

•　雑誌新聞広告　•　アウトドア広告　
•　プレスリリースプッシュ　
•　ネットマーケティング

オンラインとオフラインで統合マーケティング
光電企業のために全方位の普及サービスを提供する

光電業界の関係者に、製品のトレンド、
新技術、新製品、政策方向の交流プラッ
トフォームを提供し、全産業に貴社のブ
ランドと製品を展示し、露出度と知名度
を向上させ、影響力を拡大します。

WeChat プラットフォームのオンライン授
業＋リアルタイムお話合いのコミュニテ
ィ活動に基づき、非定期的に有名な専門
家の技術達人を招待します。光通信、光学、
レーザー、赤外線、伝感、自動車、携帯
電話などの業界に対して、オンラインで
の授業の技術を共有し、企業の疑惑に答
え、人脈を構築します。



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。

WWW.CIOE.CN/EN

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

中国光電市場
に進出するベストチャネル

電話番号： +86 755 88242571  ファックス： +86 755 88242546  
メールアドレス：derek.deng@cioe.cn/  erin.deng@cioe.cn


