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出展申込と事前来場登録は
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2023年6月11日(日)~6月14日(水)

2023

二

2023

2021中国金型国際協力及び輸出入活動会議

中国国際自動車部品用金型マッチング大会

四

「金型産学研の連携および実用化サミット」

第四回「金型材料サミット」
第四回「金型加工デジタル化情報化推進会議」

先端製造技術、産業最適化及び高度化のために
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DMC2021  開催実績 

DMC2023  開催概要
DMC2023第二十二回中国国際金型技術と設備展示会
2023年6月11日(日) ～ 6月14日(水) 9：00～17：00 ( 最終日は15：00まで )
国家会展センター（上海 · 虹橋)NH/3H/4.1H(上海市青浦区崧沢大道333号）
中国金型工業協会 ／上海市国際貿易促進委員会
上海市国際展覧（グループ）有限会社／ 中国金型工業協会

中國兵器工業集團公司／中國商飛上海飛機製造廠
中國自動車工業協會／中國航空航天工具協會／中國橡膠工業協會／中国特殊鋼企業協会／
中國機電一體化技術應用協會／中國塑膠機械工業協會／中國熱處理行業協會
国際金型協会 ISTMA／アジア金型協会連合会 FADMA／イタリア 工作機械・ロボット・自動化工業会UCIMU／
日本貿易振興機構JETRO／日本金型工業会 JaDMA／日本鍛圧機械工業会JFMA／大韓貿易投資振興公社KOTRA／
台湾金型工業同業公会TMDIA／香港金型協会HKMDC（順不同・法人格略）
無料
100,000人
80,000㎡

名　　称
会　　期
会　　場
主　　催
運　　営 
特别協賛

協　　賛

海外協賛

入場料金
目標来場者数
会場面積

13カ国及び地域から合計723社が出展
（＊各項目の「比率」は小数点第二位までを表示）

22カ国及び地域から合計延べ46,411人が来場
（＊各項目の「比率」は小数点第二位までを表示）

IoT技術• CAD / 
CAM / CAE統合及
び情報化管理技術
14.00%

団体数 100 団体見学人数  8,000
団体見学

出展状況 来場者業種分類 展示面積

1986年 2017年

2018年

2019年

2020年

（平方メートル）

90,000m2 265,000m2

2021年

375,000m2

315,000m2175,000m2
累計

累計

累計

累計

中国金型工業協会事務局は各専門委員会、業界機関の推薦で権威ある専門家を招いて、国
内科学研究機関や大学と金型製造の基幹企業の専門家、教授と技術者がチームの「精模奨」選考
委員会を立ち上げ、半年間の申込と選別を経て、6月上海でＤＭＣ開催期間中、出展する申込会
社が提出する金型や金型標準部品を資料審査、現場で評定、投票表決して、技術水準や革新ポイ
ント及びコストダウン効率向上の経済かつ社会的利益を元に、技術力や総合評価を下します。一
等賞受賞は国際トップ水準、二三等賞は国内トップ水準に達するのが原則。

2018-2020年度中国金型工業協会発表
業界最高賞「精模奨（優秀金型賞）」（偶数年）

等賞 件。35
最終的に選出された 2018-2020年度「精模奨」は一等賞 件、二等賞 件、三23 34

2021年度「優秀金型供給者」評価･選考（奇数年）

結果発表は中国金型工業協会オフィシャルウェブサイトから
www.cdmia.com.cn 、diemouldchina.com.cn

  2021年度「優秀金型供給者」 社。29

今時の金型産業は、ハイテク背景下の技術密集・集積
融合・制造一体化の産業である。金型企業に向けて加工設
備、ソフトウェア、工具の使用效率を高め、材料使用のレ
ベルを高めることで、金型生産コストの削減と品質向上が
実現できます。それに基づくデジタル化設計、精確化生産、
デジタル化プロセス管理、一体化制造は、もはや金型産業
の核心分野となっています。金型企業に多様なサービスを
提供し、企業の金型設計、加工ソリューションを保障し、
更に金型及び金型関連産業の交流提携を推進するため、中
国金型工業協会は主催するDMC中国国際金型技術と設備展
覧会においてDMC出展物への評価と優秀サプライヤーへの
評定を行い、その評定の結果に基づいて金型企業の設備サ
ービス導入の参考として優先的に推薦し、業界にて推薦・
宣伝し、また中国金型工業協会の公式サイトにて公表して
います。二年に一度行われるこの表彰は金型業界に幅広く承認されています。
DMC2021  にて中国金型工業協会は中国金型協会装備委員会、デジタル化情報化委員会、材

料委員会に委託し、自主原則を踏まえ、サプライヤーの技術レベル、金型業界でのサービス能力、市
場シェア、金型業界でのサービス満足度等の業界貢献指標により、同時に金型企業の意見を参
考に、優秀サプライヤーの評定活動を続行しています。

3D積層造形技術及びレ
ーザー特種加工技術

11.00%

精密加工機械及び特種加
工機械、切削工具及び機械
工具など 35.00%

自動化統合生産技術及
び設備、ロボット
13.00%

プレス機及び
射出成形機
9.50%

金型及び加工技術、材料
及び金型製造（その中、自
動車型の比率は18％）

41.50%

金型製造
62.62%

自動車製造・オートバイ部品
23.46%

27.40%機械工具

15.23%
ゴム・プラスティッ
ク製品

測定器具　7.37%

宇宙航空　7.88%
コンピューター 
電子製品  14.94%

医療器械　8.57%
家電製造　6.80%
国防軍需　5.15%

包装・繊維機械　2.49%
その他　3.55%



中国金型産業の現状

世界各国の団体との国際間連携

DMC2023について

「十四五」2020-2025年は中国金型産業構造の最適化が迫る時期。中国金型産業は国内消費「循環」の
強化と国際消費「循環」の複雑化の変化期に入り、国際産業チェーンの深いレベルの調整に直面し、産
業内競争が白熱化しています。国内消費循環と消費構造の多元化で供給品質が明らかに上昇したこと
と、中国金型産業は川上から川下産業の圧迫をも受け、未曾有の変化に直面しています。2022年中国金
型産業は「付加価値の高い製品」の発展段階にも重要な一年でもあり、デジタル化加速とグローバル市
場のニーズに沿って、中国金型企業は製品のグレードアップの加速、設備能力高め、産業協同能力がよ
り完全に整備されることで、より高精度で川下産業に絞った国際総合競争力を備えます。
中国金型消費額は3100億元、全国35万億元規模の製品生産を支えました。2021年中国金型総生産額は

3246億元で、世界金型総生産額の三分の一以上を占めました。2021年中国金型の輸入総額の14.6億ドルで前年比8％減に対して、2021年中国金
型の輸出総額は前年比19％強の大幅増加して74.8億ドルになり、そのうち江蘇省・浙江省・上海市の都市圏の金型輸出額が全国輸出額の37.85 
％を占めました。中国金型の貿易黒字は60億ドルに達しました。2022年1~9月の中国輸入額は前期比20％減少したが、同期輸出額は5％増で好
調。中国金型の自給自足能力は更に高まり、国内と国際的な2つの消費循環「双循環」が相互に作用し合う発展構造がより明らかになりまし
た。「中国製造」を支えてきた中国金型産業は世界金型産業にますます重要な役割を発揮しています。

DMC中国国際金型技術と設備展示会は30年以上の歴史を歩き、DMC2023は6月11－14日国家会展セン
ター（上海）に開催されます。DMC2023は引き続き中国最大の金型産業技術発信と貿易交流のプラット
フォームとして、「十四五」国内消費循環の拡大と国際消費循環の促進の「双循環」を構築する新たな強
みを生かそうと努めます。DMC2023のテーマは「先端製造技術、産業最適化及び高度化」。消費多元
化、産業チェーンの融合、金型製造と製品製造の高精度化、デジタル化や情報化、技術多角化、産業チェ
ーンのサービス重視の製造レベル向上、新材料応用が加速する今日、DMC2023は産業チェーンの協力に
重点を置き、金型業界の質の高い発展に寄与します。
DMC2023の金型加工設備機械関連の実機展示・実演では、「先端製造技術、産業最適化及び高度化」を
重点的に扱い、精密金型加工設備のほか、３D積層造形やレーザー加工機、ロボット自動化統合新技術など
が高品質・コストダウン・高効率の金型加工を提案します。また、DMC2023では二年に一度、「優秀金型
加工設備・ソフトウェア・材料企業」の選考を行います。
DMC2023の金型関連の実物展示・実演では、「中国の最先端技術を代表する高効率・複合金型」と「軽
量化とスマート化が進み金型技術の応用」が注目のポイントです。自動車・電子・包装・家電などの応用
分野を絞り込み、国内消費循環の金型供給拡大と中国製造の巨大金型市場の活発に寄与します。金型と成
形機やプレス機械の連動出展は技術と設備の面で金型及び製品の品質
向上を促し、金型新技術と新応用の交流を広めます。DMC2023では二
年に一度、中国金型業界の最高峰「精模奨（優秀金型賞）」の選考を
行い、金型設計の高精度化、構造の最適化、加工の精密化、金型製品
生産制御のスマート化を促進します。
DMC2023は協力・Win-Winの姿勢で先進国・地域の金型学界・業界の専門家や企業家多くの方を現地に
招き、中国金型の優位性を発信し、全世界との交流を促します。区域別金型展示エリアは中国金型集積地の
融合発展の成果を発表し、国内外の金型部品（標準部品）も重要展示分野でB2Bマーケティングを強化しま
す。「低炭素外出・スマート移動展示会」と「上海国際カーボンニュートラル展示会」も同時開催、
DMC2023は金型産業と自動車産業、環境保護、カーボンニュートラルを連結します。
金型・関連機器・加工技術・サービス技術が一堂に会する DMC2023は専門分野の展示会で、各業界技術
に造詣の深い来場者様が多く訪れます。是非、関係各位のご出展を心よりお待ち申し上げます。（詳細はオ
フィシャルサイトwww.dmcexpo.comへ） 

オーストラリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、スペイン、インド、アラブ首長国連
邦、トルコ、インドネシア 、イタリア、チェコ、日本、韓国、ポーランド、シンガポール 、香
港、スイス、タイ、アメリカなど
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◆出展申込書送付先
「DMC2023」事務局（上海市国際展覧（グループ）有限会社）
TEL: 86 21 62472781  FAX: 86 21 65124191

E-mail:zhangshuyuan@siec-ccpit.com

所属・役職 氏名

Aタイプ（約9㎡）
CNY21，600（税込み）

装飾備品料別途請求

申込小間(税込)

所在地
〒　　　　　－

TEL E-mail

複数ブースをお申込みの場合は、出展申込書を必要分ご提出ください。1枚につき1出展ブース分となります。

CNY

出展責任者

所属・役職
出展責任者

氏名
以下は出展担当者情報をご記入ください。（事務局からご連絡差し上げる方の情報）

出展規定を了承し、下記の通り申し込みをいたします。

※太枠の部分は招待状および公式Webサイト公開時の原稿となります。

フリガナ
社名・団体名

出展者情報

出展分野

DMC2023中国国際金型技術と設備展示会 出展申込書
■会期:2023年6月11日（日）～6月14日（水）　■会場:国家会展センター（上海）

※公式刊行物に掲載予定です。 現在の文字数

該当するものすべて☑を付けてください。ゾーニングの際に参考にさせていただきます。

小間

展示内容∙製品（200文字以内)

和文
英文

公開用URL

必要事項をご入力のうえ、申込書データをメール添付にて下記送付先までお送りください。
また、ご検討に際しご不明な点などございましたら、事務局までお問い合わせください。

出展申込期限:2023年5月12日(金)　※展示会終了まで必ず控えを保管してください。

別添の出展規定をご一読のうえ、以下に☑をつけてお申し込みください。

（任意）来場者からの問い合わせ先として公開されます

公開用
メールアドレス （任意）

公開用所在地
〒　　　　　－

小間料合計

CNY24，000（税込み）
標準（*）装飾備品付（*明細別添）

小間

Bタイプ（約9㎡） CNY

申込小間数小間タイプと料金

展示小間形態 2小間以上お申込みの場合は、いずれか1つ☑をしてください。

自動化設備・ロボット
プレス機・射出成形機

金型、金型部品
IoT技術、CAD・CAM・CAE技術

切削工具

計測機器

3D積層造形・レーザー特殊加工技 金型材料
精密加工機械、特殊加工機械

横列小間 複列小間（4小間以上の偶数小 島小間（6小間以上） 縦（ ）ｍ×横（ ）ｍ

自動化設備・ロボット
プレス機・射出成形機

金型、金型部品
IoT技術、CAD・CAM・CAE技術

切削工具

計測機器

3D積層造形・レーザー特殊加工技 金型材料
精密加工機械、特殊加工機械

横列小間 複列小間（4小間以上の偶数小 島小間（6小間以上） 縦（ ）ｍ×横（ ）ｍ


