
3 – 6.12.2019
中華人民共和国　国家会展中心（上海）

未来の自動車エコ
システムは、ここ
から始まる



15 回目の記念開催！ぜひご来場ください。

おかげさまでアウトメカニカ上海は今年で開催１５回目を迎えることができました。初回開催より、このショー

はビジネスの成長と自動車の変革を育むプラットフォームになるべく、自動車業界の広範なネットワーク構築を

拡大し続け、業界内から高い評価を得ています。サプライチェーン全体の最新動向や最先端技術に触れ、世界中

の自動車産業界のリーダーと出会える、またとない機会です。

未来燃料フリンジイベント

来場者は業界のエキスパートによる将来の動向をハイラ

イトした 50 以上のイベントに参加できます。

• 自動車アフターマーケット•サミット

• ボディ＆ペイント世界選手権

• 中国国際タイヤ産業会議

• コネクテッドモビリティ会議

• トゥモローズサービス＆モビリティ•サミット

• 国際ボディショップ産業シンポジウム

18 カ国•地域のパビリオン
フランス、ドイツ、インド、インドネシア、 

イタリア、日本、 韓国、マレーシア、パキスタン,  

ポーランド、シンガポール、スペイン、台湾、タイ、 

トルコ、アラブ首長国連邦、英国とアメリカ合衆国

あなたの2019年のフォー
カスを見つけよう

プリプロダクションからアフターマー

ケットまで、デジタルトレンドが自動

車のバリューチェーン全体をリマップ

セクターテーマが業界の新しいサービ

スモデルを反映

40 カ国•地域から 6,320 社が出展
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ショーフロアのキープレイヤーを探す

パーツ＆コンポーネンツ 

1.1H 国＆地域パビリオン / パワー
トレイン

2.1H 国＆地域パビリオン

2.2H パーツ＆コンポーネンツ

3H パーツ＆コンポーネンツ

7.1H シャーシ（車台） / 車体

8.1H パワートレイン / 車台（シャ
ーシ）/　エアコン 

8.2H パーツ＆コンポーネンツ

エレクトロニクス＆システム

4.1H エレクトロニクス＆システム

REIFEN（タイヤ＆ホイール）

7.2H タイヤ＆ホイール / リム

トゥモローズサービス＆モビリティ

NH eモビリティ / コネクティビティ / 
軽量化 / モビリティサービス

WH  メインミーティングルーム（WH）、
国家会展中心

スペシャルゾーン

6.1H 自動車製造ゾーン

7.2H サプライチェーン＆チェーンストア
ゾーン

8.1H リマニュファクチャリングゾーン

最新のタイヤ、ホイール、リム製品を見つける； 

高性能車両用のセルフシールタイヤ、軽量タイヤ、

電気自動車用タイヤ。

中国で活況のモータースポーツ、カーインテリア•エク

ステリアのアクセサリ、照明、高性能カスタマイズ市

場とレーシング市場における成長ビジネスについてご

紹介します。

この業界で最も人々に衝撃を与えた開発の一例とし

て、代替ドライブ、電気自動車、カーコネクティビ

ティ、自動運転、新しいモビリティサービス、軽量

化などが含まれます。

REIFEN（タイヤ＆ホイール）

2019年のキープレイヤー*

*リスト（一部抜粋）

カスタマイズ

トゥモローズサービス＆モビリティ

アクセサリ

5.2H カーケア＆潤滑剤 / コン
シューマー•エレクトロ
ニクス / アクセサリ

カスタマイズ

6.2H カスタマイズ / モーター
スポーツ＆高性能

7.2H 車両用照明

リペア＆メンテナンス

5.1H 修理＆検査診断機材 / 工
具

6.1H 工場設備 /車体と塗装/工
具/ カーウォッシュ

新



更なる特典をお望み
ですか？

ビジターグループとして参加する

15人以上の団体での参加には、追加優待特典がございます。

詳細は auto@hongkong.messefrankfurt.com 
までお問い合わせ下さい。

ご来場に関するヒント

ビザ情報
lucien.chen@shanghai-vision.com

宿泊
www.automechanika-shanghai.com/travel

交通 / 会場への行き方
www.automechanika-shanghai.com/travel

通訳サービス
chloie.zhang@china.messefrankfurt.com

出展社リスト*
www.automechanika-shanghai.com/exhibitor

フリンジプログラム*
www.automechanika-shanghai.com/events

*モバイルアプリ対応

OEM供給業界にいる私にとって、アウトメカニカ
上海で製品を探すのは非常に重要です。また、自
動車業界における電動モビリティ、自動運転、コ
ネクティビティといった新開発がないか探しに来
たのですが、このフェア会場ではそれらすべてが
反映されています。

2018 年来場者：ドイツ連邦共和国の
Automotive Nord社ジェネラルマネージャー
Oliver Schrader氏

今すぐ事前登録する

オンライン事前登録された方への特典 

ファストトラック•サー
ビス （待ち時間短縮エントリー）

会場にてギフトを進呈 

電子版オフィシャルカタ
ログを無料進呈

或いは www.automechanika-shanghai.com/vor 
をご覧ください。

私たちのモバイルアプリのダウンロードは、
このQRコードをスキャンして下さい
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この住所をタクシー運転手にお見せください。

请带我去

国家会展中心 (上海)
上海浦西崧泽大道333号北大厅

連絡先

Messe Frankfurt (HK) Ltd
+852 2802 7728
auto@hongkong.messefrankfurt.com

www.automechanika-shanghai.com

フェア詳細

会期 2019年12月3 − 6日

開催時間 09:00 – 17:00 (12月3−5日)
 09:00 – 15:00 (12月6日)

会場 国家会展中心（上海）

 中国上海浦西崧泽大道333号 
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最新情報を
受け取ろう


