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展示会規模最大、今までのない新記録を出した

展示会概要

2017中国国際福祉博覧会と中国国際リハビリテーション博覧会は中国身体障害者連合会が主催した我が国唯一の国家部委レベルの身体

障害者補助具博覧会であり、中国最大級の福祉及びリハビリテーション博覧会でもあります。産業の未来発展をリードし、企業に無限

な商機開拓を支援するため、展示会では、全面的に補助具、リハビリ医療など最先端な技術、製品とソリューションを展示しました。

出展企業 展示面積

専門的来場者 専門フォーラム
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国際出展者約三割

出展企業のエリア構成

国際 国内
今回の博覧会は、ドイツ、アイスランド、イタリア、スイス、スウェーデ

ン、デンマーク、日本、イギリス、アメリカ、韓国、フランス、ベルギー、

オーストリア、オーストラリア、香港、台湾及び中国本土など22カ国と地

域からの300社が集まり、出展しました。

一部ブランド出展者
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出展者満足度

出展企業が展示会参加による 

効果に満足
出展企業は目標達成

出展企業がその場で次回の 

展示ブースを予約

出展企業の評価

「今年の展示会は規模、レベル、規格の面において大幅に向上しており、

身連会系統、医療衛生、リハビリ機構からの専門的来場者も例年より増え

ました。これは私がここ10年間の参加体験から深く感じたことです。」

――常州市銭璟康複股份有限公司 マーケティング部長 柳青

「国際有名補聴器ブランドとして、スターキーは中国市場の素晴らしい将

来性を見込んでおります。福祉博覧会は国内一番の展示会として、国内市

場開拓とブランド宣伝において重要なルートになります。」

――スターキー聴力技術（蘇州）有限公司市場部マネージャー盧言慶

「国内老舗補助具生産企業として、長年で蓄積した多々販売代理業者は展

示会を通じて、直接に弊社の新製品、新発展を理解し、今後緊密な協力を

進めるため、よい基礎を築きました。また、我々はたくさんのエンドユー

ザーとも触れ合い、向かい合ってコミュニケーションを行うことで、より

よい消費者の個性化ニーズを満足でき、更なる快適なユーザー体験を構築

でき、出展の効果はとてもいいと思います。」

――佛山市東方医療設備厰有限公司 副総経理 趙鍵栄

「今年の展示会はとても人気高いです。博覧会この国家級のプラットフォ

ームを借り、我々は全国身連系統、民政系統、各大医院と特殊学校から来

た沢山の専門的来場者と触れ合いことができました。これにより、会社の

ブランド宣伝がよくでき、収穫は大きいと思います。」

――北京国宏康医療電子儀器有限公司 総経理 譚朝康

「中国の聴覚障害者の数は非常に多く、過去の聴覚サービスは、児童に偏

重し、高齢化プロセスの加速は絶えず進行するにつれ、高齢者の潜在的な

市場ニーズはブルー?オーシャンになっています。博覧会とのプラットフォ

ームを通して、新製品、新技術を展示し、リハビリ新理念を提唱し、「政

産学研用」各方面を一か所に集め、産業発展に極めて促進役割をもたらし

ました。」

「ここ数日間全国各地の身連、リハビリ医院から来た、たくさんの治療師

、調達者を応対しました。これらの人々と話し合いや製品体験の参加によ

り、傅利葉が北エリアの知名度を向上し、弊社ブランドの宣伝、普及にと

って、とても良い促進役割を果たすことができました。来年も続けて出展

し、ブース面積を拡大する予定です。」

――中国聴力言語リハビリ研究センター 副主任 梁巍

――上海傅利葉智能科技有限公司 高穎華
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来場者構成

来場者参観目的

製品調達、業界情報の収集 

新しいサプライヤーを探す

次回の出展検討に評価 

 

販売業者、代理店探し

フォーラム、調達大会など同期イベントに参加

全国各地身連系統

全国各地民政系統

各地軍隊、体育と教育系統

医療リハビリ及び関連機構

養老機構

金融機構

貿易機構

社工組織

普通消費者

来場者の業種分類

提携業者とプロジェクトについて商談

リハビリ施設設備

医療用補助具

生活補助具

義肢、矯正器及び関連製品

歩行補助具

視聴補助具 

在宅用補助具

高齢者向け用品

バリアフリー設計サービス

養老健康サービス

情報コミュニケーション補助具

移動補助具

サービス型ロボット

健康管理システム

高齢者向け建築部材

養老不動産 

来場者が興味を持つ製品とサービス



専門的団体来場者（一部）

今回の団体来場者は市級以上の身体障害者連合会345社を含む

世界保健機関（WHO）

国際身体障害者連盟

中国身体障害者リハビリ協会

中国医療機器業界協会

中国医学装備協会

中国医薬保健品進出口商会

中国保健協会

中国医薬商業協会

中国体育用品業連合会

中国健康養老産業連盟

北京生命科技産業協会

北京聴力協会

北京市老年志願者協会

康楽年華養老産業集団

北京市過来高齢者サービスセンター

北京市英智康高齢者介護センター

高齢者マンション

中資誠通頤年山庄養老院

燕達金色花健康ケアセンター

北京保利安平養老産業投資管理有限公司

中国人民解放軍総医院

北京協和医院

北京博愛医院

北京リハビリ医院

北京大学第三医院

中南大学湘雅医院

遼寧中医院

国家リハビリ補助具研究センター附属リハビリ医院

河南省人民医院

山東泰安栄軍医院

南方医科大学第三附属医院

ハルピン医科大学附属第一医院

河北邯鄲市中心医院

陝西省リハビリ医院

合肥市第二人民医院

首都医科大学附属北京リハビリ医院

重慶市建設医院

山西晋城市リハビリ医院

山西太原市社会福利精神康寧医院

北京福万康医療器械有限公司

上海市共進医療科技有限公司

江蘇蘇宏医療器械有限公司

北京鶴逸慈老年生活用品有限公司

天津市九安医療電子股份有限公司

北京世紀康爾医療器械有限公司

浙大網新科技股份有限公司

仁愛無疆（中国）老年事務有限公司

日本貿易振興機構

北京康複之家医療器械チェン経営有限公司

北京聆聴自然助聴器専業験配センター

北京北大医療脳健康産業投資管理有限公司

在中国オランダ大使館

在中国カンボジア大使館

Protibondhi Nagorik Shangathaner Parishad

International Society For Prothetics And Orthotics

Japen Care Association

The Mentors

International Disability Alliance

Sapura Technical Centre Sdn Bhd

Medisurr Trading Corporation

Honda Motor Co.,Ltd.

METIZ IMPEX Ltd.

Times Corporation

北京大学

清華大学

首都医科大学

中国人民大学

北京機械設備研究所

国家体育総局体育科学研究所体医融合センター

中国リハビリ研究中心

国家リハビリ補助具研究センター

北京師範大学認知神経科学と学習国家重点実験室

（*順不同）
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来場者満足度

の来場者が満足 決定権を所持 決定者へ提案を行う

来場者の評価

「これまでの展示会と比べて、展示品はより豊富で、科学技術の含有量がよ

り高いです。専門的来場者数も明らかに多くなり、特に補助具サービス業の

従事者は尚更です。同時に、調達商談会は、弊所の製品カタログの更新作業

によい基盤を築いました。」

――江蘇省身体障害者補助具サービスセンター副主任王興嶺

「今回特に感じたのは、バイオニクス技術、スマート化、ウェアラブルディ

バイス関連のハイテク製品がこれまでより多くなり、また多くの介護ベッド

のトップブランドもあり、これらは我が総合サービスセンターにとって、差

し迫った必要であり、参観後にたいへん収穫があったと思います。」

――深セン身体障害者総合サービスセンター呂延可

「この展示会は初めて参加し、ちょうど何かリハビリ設備を購入しようと思

っていました。展示会はすごく専門的で、リハビリ設備の種類とブランドも

完備し、我々のニーズに基本的に満足できます。また、現場で展示されたス

マートウェアラブルロとサービスロボットも我々に驚きと喜びをもたらしま

した。福祉展は、美しいハイテクだけではなく、更に小さいかつ優れた適合

製品を展示し、たいへん成果があったと思います。」

――湖北欧姆莱貿易有限公司 総経理 李咏徳

「現時点、高齢者、高齢身体障害者に適合する製品とサービスのニーズは比較的

に差し迫っており、福祉博覧会での出展者数が多く、品質が高いおかげて、選別

範囲が縮小するようになり、調達の効率が大いに高められたと思います。」

国際身体障害者連盟は、全世界の身体障害者たちを支援することに力を尽くし

、今までの中国は重要な立場にある役をつとめています。今回の展示会、規模

の大きさ、参加者?団体の広さ、どれも深い印象を与えてくれました。お互いの

コミュニケーションを高めるため、互いに勉強するため、将来はこのようなイ

ベントが更に多く開催されることを希望し、更なる提携チャンスがあるよう期

待しています。

中国に来るたびに、より多くの新製品、より多くの技術進歩、より多くのソリ

ューションを目に入ることができ、毎回新しいものを勉強しました。これらの

いずれは希望をもたらし、皆さんがより多くの選択肢を与えられ、製品も個性

化に沿ったものになるようと思います。より多くの国際化的な色を目に入るこ

とを期待し、これらの積極的なインタラクティブは、更によいソリューション

をもたらし、異なる経験をシェアすることができ、将来博覧会はきっとより良

くなると思っています。

――中国老齢事業発展基金会秘書長 柳自強

――国際身体障害者連盟執行主任 Vladimir Cuk

――Chapal Khasnabis, Global Cooperation on A.T. WHO
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素晴らしい同期イベント

回 専門フォーラム    名 国内外の講演ゲスト 人 参加した代表

「一帯一路」身体障害者提携テーマイベントの一つとして、展示会は一連のハイレベル国際イベントと同時に開催されます。アメリ

カ、フランス、イスラエル、ベルギー、韓国、日本、オーストラリアおよび中国からの千名以上の専門学者と企業代表は、補助具、

リハビリ医療、聴覚言語リハビリ、AI、養老等最先端の注目点を深く探究し、一度の思想と知恵のぶつかる盛会を作り出します。

北京市補助具サービス政策とサービスプラットフォーム

2017医療リハビリ向けウェアラブルロボット国際討論会

老年住区高齢者向け産業チェン及び資源統合国際養老サロン

2017中国国際福祉博覧会及び中国国際リハビリ博覧会調達商談会

2017中国国際福祉博覧会及び中国国際リハビリ博覧会新製品新技術発表会

国際高級リハビリ補助具技術フォーラム
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