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口igital Economy Leads the Future 

中国のデジタル工コノミー産業政策の宣伝及び実施

グロ ーバルデジタル工コノミーで新技術、新製品、新ソリュ ーションを展示

中国と海外デジタル工コノミー業界のコミュニケ ー ションや提携を促進

ビッグデータ、Al 、 loT、クラウドと実体経済との融合を深める

デジタル工コノミー業界のインダストリーチェーンをカバー

中国国際デジタル工コノミーサミットを行う

デジタル工コノミー年次報告書を公表

第2回フォ ーブス世界デジタル工コノミーTop100ランキングを発表

50国の企業からのデジタル工コノミーサミットを行う

Platform for the publicity and implementation of China's digital economy industry policy 

Display and promotion platform for new technology, new products and new services of global digital economy 

Promoting the communication and cooperation between China and foreign digital economy industry 

Facilitating a deep integration of big data, Al, mobile internet, cloud computing and real economy 

Covering the whole industry chain of digital economy 

Holding China International Digital Economy Summit 

Releasing annual digital economy white paper 

The 2" Forbes Top 100 Global Digital Economy List 

SO-country Enterprises Digital Economy Summit 1D50) 

中国石家荘
SHIJIAZHUANG CHINA 

2019年10月1 1 日ー13日
www.cide-expo.com 



2019 
中国国際デジタル工コノミ ー EXPO
China International Digital Economy Expo 2019 

展示会日期： 10月11日 13日
ブース予測： 1800個
展示面積： 40000平方メートル
来客予測： 100000人
展示会場所：中国•石家荘
Dates: October 11-13, 2019 
Booths:1800 
Floorage: 40,000 sq. m. Visitors: 
100,000 
Venue: Shijiazhuang,China 

展示会組織【Organizing Committee】 | 
主催者：
中華人民共和国工業情報化部
河北省政府

実務執行者：
中国阿絡社会組銀朕合会
中国電子商会
中国国際電子商務センタ ー

中国阿絡槻明市目服努tか会
石家荘市政府

執行者：
河北数博会展有限公司

Hostors : 
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China 
The People's Government of Hebei Province 

Organizers: 
China Federation of Internet Societies 
China Electronics Chamber of Commerce 
China International Electronic Commerce Center 
China Netcasting Services Association 
Shijiazhuang Municipal People's Government 

Show Management: 
Hebei Digital Exhibition Co., Ltd. 

12018年の展示会の回顧【Background】 | 
河北省で石家庄行われた2018年国際デジタル工コノミ ー E X P Oは2018年9月2日に成功裏に終了した。この展示
会は現在の国内景気悪化と国際情勢の複雑化による不安定で不確実な情勢にも関わらず画期的なものとなった。この
成功は習近平総書記の方針である、デジタル工コノミ ーの促進、デジタル産業のスピー ドアップ、新しい産業形態ヘ
の参入、新しいエネルギー開発を具体的に実践したものである。
2018 International Digital Economy Expo., the world's first comprehensive exhibition with the theme of digital economy, success
fully closed On September 22, 2018 in Shijiazhuang, the capital of Hebei province. This fair has become a milestone successfully 
under unsure and difficult situation caused by domestic economy downward pressure and foreign economy complex. The success
ful holding of the expo is a concrete practice of implementing President Xi」inping's instruction "to develop the digital economy, 
speed up the digital industrialization, speed up the emergence of a new industrial pattern, and use new kinetic energy to promote 
new development." 

第二回目のデジタル工コノミ ーEXPOが石家荘市国際展示場で2019年10月11-13日に開催される。 ‘‘デジタル工コ
ノミ ーが将来を牽引する” というテ ー マと、デジタル産業の統合、伝統的な産業の発展、中小企業の転換、というビ
ジョンを、2019年の今回の拡大した展示会において貝体化する。全河北省、北京ー 河北省ー大連地域の経済的な促
進の架け橋となるべく、国内と海外の先端技術とそのアプリケ ー ションを紹介する。この展示会では、国内外の展示
社及びビジタ ーの利益を優先し、international vision, strategic height, industrial dimension, enterprise posi
tionのガイドラインに準拠する。
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The 2nd China International Digital Economy Expo is scheduled to be held at Shijiazhuang International Convention and Exhibition 
Center from October 11 to 13, 2019. With the theme of "Digital Economy Leads the Future" and the vision of promoting the 
integration of digital industry, enhancing the development of traditional industries and boosting the transformation of small & 
medium-sized enterprises, the 2019 Expo, as a big platform, will attract domestic and international leading technologies and 
display typical applications, serving as a bridge of accelerating the economic integration development of Pan-Hebei and Beijing-
Tianjin-Hebei region. The 2019 Expo will continue to adhere to the guideline of "international vision, strategic height, industrial 
dimension、enter prise position", to serve the international and domestic exhibitors as well as participants. 

目的【Purpose】

デジタル工コノミ
一
ーに関する新製品、新技術を提示することによリ、情報の発信と人と技術が一同に介する場とする。又、

持続的なサ
ミレニアム計画の

ービス提供が、ビッグデータの転換の実現と、北京
つである雄安新区（国家級新区で深セン経済特区、浦束新区に次

ー大連ー河北地域でのデジタル工コノミ
ぐ国 ー

家プロジェクトの対象区）からの
推進拠点となる。

北京がイノベーションの主要拠点、大連が包括的なサポート、そして河北省が変換の推進役を担う。
Promote cooperation and exchange in global digital economy, display new products and new technologies. Meanwhile, provide 
sustainable services for "Xiongan New Area" which is a part of the "millennium strategy", accelerate application demonstration 
and achievement transformation of Big Data, realize the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei area in digital economy, 
and form a big data industry integration, taking Beijing as a core of innovation, Tianjin as a comprehensive support, and Hebei as an 
undertaker of transformation. 

位置づけ【Positioning】 | 
EXPOは、中国デジタル工コノミーポリシーのパブリシティと推進の基盤、デジタル工コノミー関連の新技術、新製品、新
サービスの掲載とプロジェクトの基盤、中国と海外産業とのコミュニケーション及び協調の推進基盤へと変化しつつある。
In accordance with the principle of marketization, specialization, and internationalization, the Expo will be gradually turned into a 
platform for publicity and implementation of China's digital economy industry policy, cooperation and exchange of global digital 
economy industry, and promotion and display of global digital economy's new technology, new products and new services. 

展示紹介【Introduction of Exhibition Areas】 | 
技術のアプリケーションで分割し、関連産業の上下の産業チェーンも考慮した展示とする。

Exhibition Scope: divide according to the technology application and scene application of digital economy, around the upstream 
and downstream industry chain of the related industry, give consideration to the professional technology display and the general 
public participation experience. 

デジタル交通'} ― ン
無人運転
スマート交通システム
スマート流通
新エネルギー車
インテリジェントネットワークカー
及び関連部品 など

Digital Transportation 
Driverless 
Intelligent Transportation 
Intelligent Logistics 
New Energy Vehicle 
Intelligent Network Car and 
Related Parts 

デジタル商務ゾーン
Eコマー ス、無人販売
テレビショッピング
プロパ一マーケティング、移
動電子商取引
スマート物流 など

Digital Business 
E-commerce 
Self-Service 
TV Shopping 
Precision Marketing 
M-Commerce 

デジタル生活ゾーン
デジタル商品
ウエアラブル
loT(lnternet of Things) 
スマート家電
スマートホウス など

Digital Life 
Digital Products 
Wearable Devices 
Internet ofThings 
Smart Appliances 
Smart Home Furnishing 

デジタル都市ゾーン
スマートエイジング
スマート地区
Al認識商吊
VR&AR など

Digital City 
Smart Ageing 
Smart Community 
Intelligent Identification Prod
ucts 
VR&AR 

デジタルエンター

テインメントゾーン
VR 
オンラインビデオ、オーディオ
インタラクテイブエンターテイ
メント
電子競技、音響設備 など

Digital Entertainment 
Virtual Reality 
Internet Video/Audio 
Interactive Entertainment 
Electronic Spo『ts
Audio/Visual Equipments 

デジタル
セキュリティゾーン
セキュリティソフトゥェア
ターミナルソリューション
識別システム
デジタル証書

Digital Security 
Data Company Security Soft
ware 
Terminal Solutions 
Information Identification 
Digital Certificates 

デジタル金融ゾーン
ブロックチェ ーン技術
支払う技術
ネットバンキング
ビッグデータの応用 など

Digital Finance 
Blockchain Technology 
Payment Technology 
〇nline Banking 
Online Factoring 

デジタル製造ゾーン
ロボット
人とロボットー体化
インテリジェント（スマート）
技術
計測制御装置

Digital Manufacturing 
Robots 
Human-Machine Systems 
Intelligent Technology 
Measurement and Control De
vices 
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