
アウトメカニカ 上海 2021
出展のご案内



アジア最大級の自動車産業総合見本市

アウトメカニカ上海 2021 開催概要

▶ 会 期： 2021年11月24日（水）-27日（土） ※毎年開催

▶ 会 場： 国家会展中心（中国・上海）
（以下、2020年開催実績）

▶ 出展者数： 3,845社／29カ国・地域 ※2019年は6,590社

▶ 出展面積:  280,000㎡ （計15ホール） ※2019年は360,000㎡

▶ 会場への来場者数： 79,863名／53カ国・地域 ※2019年は159,728名

▶ オンライン来場者数： 578,000PV／150カ国・地域

▶ 特別企画： 62イベント

▶ AMS Liveでの配信数： 49プログラム

▶ 出展ゾーン: パーツ＆コンポーネンツ エレクトロニクス＆コネクティビティ アクセサリ 改造

診断&リペア／ボディ&ペイント タイヤ＆ホイール 次世代サービス＆モビリティ

再製造 自動車製造 サービス＆サプライチェーン

▶ 主 催： Messe Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd.

Sinomachint -China National Machinery Industry International Co., Ltd.

▶ 公式サイト: www.automechanika-shanghai.com

https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html
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アウトメカニカ上海 2021 
ホールプラン



2019年 開催実績 【出展者数】

6,590社／46カ国・地域 （前年比 +5%）
出展面積： 360,000㎡ （前年比 +3%）

【2019年開催 日系出展者一覧】

※ 2020年開催は、新型コロナウイルスの影響により、通常とは異なるハイブリッド開催となったため、
2019年の通常開催の実績を掲載しております。



2019年 開催実績 【来場者数】

159,728名／149カ国・地域 （前年比 +6%）
※うち299名がプレミアムバイヤーとして来場

※全体の25%が中国国外からの来場

※全体の88%が購入決定に影響力を持つと回答

【中国を除く来場国・地域トップ10】

台湾、韓国、ロシア、マレーシア、イラン、タイ、インド、日本、トルコおよび米国
※中国国内は49%が中国東部からの参加

【来場者の業態】
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※出展料金は主催者であるMesse Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd.に、中国元または米国ドルにてお支払いいただきます。
※メディアパッケージには、公式ウェブサイトや公式モバイルアプリ等への貴社情報掲載料が含まれます。

＜出展料例＞ Zone Aにて、12㎡ 「Standard Package」で出展した場合

（RMB2,700 x 12㎡）＋ RMB1,500＝ 542,400円 ※RMB1=16円にて計算

Standard Package （スペース + 施工）の場合:
出展料金＝Standard Package料金（以下参照） ＋メディアパッケージ料金（RMB1,500）

■■ 単独出展のご案内 ■■

出展ホール
料金

（RMB)/㎡
最小面積

最小面積12㎡の
料金（RMB)

Zone A (キーブランド・国際ホール） 2,700 12 32,400 

Zone B 2,000 12 24,000 

診断＆リペア／ボディ＆ペイントホール 1,400 12 16,800 

アクセサリ & 改造ホール 1,400 12 16,800 

12㎡のStandard Packageに含まれるもの
▶テーブル x 1

▶チェア x 3

▶スポットライト x 4 (100w)

▶インフォメーションカウンター x 1

▶棚板 x 2

▶コンセント x 1

▶ゴミ箱x 1

▶仕切り壁（H2500）
▶社名・小間番号の表示用社名板
▶小間内カーペット

Raw Space （スペースのみ）の場合:
出展料金＝ スペース料金（以下参照） ＋ メディアパッケージ料金（RMB1,500）

出展ホール
料金

（RMB)/㎡
最小面積

最小面積36㎡の
料金（RMB)

Zone A (キーブランド・国際ホール） 2,400 36 86,400 

Zone B 1,700 36 61,200 

診断＆リペア／ボディ＆ペイントホール 1,100 36 39,600 

アクセサリ & 改造ホール 1,100 36 39,600 

＜出展料例＞ Zone Aにて、36㎡ 「Raw Space」出展した場合

（RMB2,400 x 36㎡）＋ RMB1,500＝ 1,406,400円 ※RMB1=16円にて計算



2021年8月6日（金）
＜提出書類＞
1) ジャパンパビリオン専用出展申込書
2) ご担当者様のお名刺情報（日本語）
3) 出展予定製品情報がわかる資料（カタログやウェブサイト等）

【出展のメリット】
▶ 個別出展では難しい好ロケーションでの出展が可能になります。
▶ 単独出展のスタンダードパッケージと同価格にて、ジャパンパビリオン仕様のデザインにアップグレードされ、“日本”の存在感を

打ち出します。 初出展でも準備がスムースな施工・家具込のパッケージブースです。
▶ 日本語での出展サポートが受けられます。

※締切日前でもスペースが無くなり次第、キャンセル待ちのご案内とさせていただきます。
※最小申込み小間数は9㎡（W3000 x D3000）となり、9㎡単位でのお申込みとなります。
※小間位置は弊社にて決定させていただきます。
※出展料金は主催者であるMesse Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd.に、中国元または米国ドルにてお支払いいただきます。
※ジャパンパビリオンはメッセフランクフルト ジャパン（株）にて取りまとめさせていただきますが、出展契約は、見本市主催者であるMesse 

Frankfurt (Shanghai) Co., Ltd.と出展者との契約となります。よって、出展規定は同社が定める出展規定が適用されます。
キャンセル規定 については、出展申込書巻末の「Specific Terms and Conditions」の[6. Cancellation] を参照ください。
▶ 2021年8月23日以前に出展申込を取消され、且つ空いた小間が他出展者によって埋まった場合：手数料として8,000中国元を申受けます。
▶ 2021年8月23日以前に出展申込を取消されたが空いた小間が他出展者によって埋まらなかった場合、または、

2021年8月24日以降に出展申込を取消される場合： 出展料全額を申受けます。

※ジャパンパビリオン全体のお申込みが一定の小間面積に満たない場合、出展形態を単独出展に切り替えさせていただきます。
その際に出展を取消される場合は、上記の出展取消料の対象となりますので予めご留意ください。
また、単独出展に切り替わった場合、出展小間位置は出展製品の対象ホールにてご案内いたします。

■■ ジャパンパビリオンのご案内 ■■

【ジャパンパビリオン出展申込締切】

＜提出先＞ メッセフランクフルト ジャパン（株） 海外見本市チーム 担当：川津（かわつ）
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F

Email: info@overseas-fairs.com Tel: 03-3262-8444  



出展ホール： Hall 2.1 （Country & Region Pavilions）
出展最小面積： 9㎡ （3000 W x 3000 D)

出展料金 ： 1小間 （9㎡）の場合

※2019年開催のブースイメージ

（デザイン、家具・備品の種類や個数は変更になる可能性がございます。）

※ 9㎡のStandard Packageに含まれるもの

▶ パンチカーペット

▶ 社名板

▶ 鍵付キャビネット x 1

▶ 棚（平） x 2 

▶ 丸テーブル x 1

▶ 肘掛チェア x 3 

▶ ロングアームスポットライト x 3

▶ 電源 x 1 (500W max)

▶ ゴミ箱 x 1

■■ ジャパンパビリオンのご案内 ■■

ジャパンパビリオン
料金

（RMB)/㎡
最小面積

合計
（RMB）

日本円換算
（RMB1=16円）

スペース&施工・家具 2,700 9 24,300 388,800円

メディアパッケージ 1,500 1 1,500 24,000円

出展料金 合計 25,800 412,800円



アウトメカニカ上海 2019 会場の様子



世界各地で開催のアウトメカニカ関連見本市

海外販路開拓を目指す企業の皆様は、ぜひ出展をご検討ください。

【出展・来場のお問い合わせ】
メッセフランクフルト ジャパン株式会社

海外見本市チーム 川津（かわつ）

Tel:  03-3262-8444   

Email: info@overseas-fairs.com


