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ファイナルレポート 

第 10 回 国際建設機械・建設資材製造機械・鉱業機械・建設車輌・関連機器専門見本市 
2020 年 11 月 24 日～27 日 
中国・上海新国際見本市会場（SNIEC） 

 
2020 年 12 月 1 日 

bauma CHINA 2020 上海にて通常の形態で開催され 
業界全体に自信と希望を与える 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 

 34 カ国から 2,867 社が出展 
 中国全土から 80,000 人の業界関係

者が来場 
 出展規模は 300,000 ㎡ 
 2020 年において数少ないフェイス・

トゥ・フェイスのビジネスプラットフォー

ム 
 
Facts & Data 
 

会 期 2020 年 11 月 24 日（火）～27 日（金） 9 時～17 時 （最終日のみ 15 時まで） 
会 場 中国・上海新国際見本市会場（SNIEC） 
主 催 Messe München GmbH - メッセ・ミュンヘン 

Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd. – メッセ・ミュンヘン 上海 
CCMA - 中国建設機械工業会 CNCMC - 中工工程机械成套有限公司 
CCPIT-MSC - 中国国際貿易促進委員会・機械工業分会 

インターナショナル 
パ ー ト ナ ー 

CEMA - 日本建設機械工業会 JCMA - 日本建設機械化協会 
AEM - 米国機器製造業協会 ANMOPYC - スペイン建設・鉱業機械製造協会 
CEA - 英国機器製造協会                 CECE - 欧州建設機械工業連合会    
iMDER – トルコ建設機械製造協会   SOBRATEMA - ブラジル建設鉱業技術協会 
KOCEMA - 韓国建設機械工業会     UNACEA - 建設機械組合全国協会（伊） 
VDMA - ドイツ機械工業連盟建設機械・建設資材製造機械工業会 

規 模 300,000 ㎡（2018 年度 330,000 ㎡） 
出 展 社 数 34 ヶ国から 2,867 社（2018 年度 38 ヶ国から 3,350 社） 
来 場 者 数 80,000 人（2018 年度 94 ヶ国から 212,500 人） 
主 な 出 展 製 品 建設機械、建設車輌、リフト、コンベヤー、建設機器・工具、特別システム、コンク

リート・モルタル処理・製造、型枠、足場、建設現場施設、原料抽出機械、原料処

理、材料調整技術、建材用セメント・石灰・石膏製造、コンクリート・コンクリート製

品・プレハブ構成材製造機械・システム、アスファルト製造機械・システム、予混合ド

ライモルタル・漆喰・スクリード製造機械・システム、石灰砂岩・発電所残渣使用建

材機械・システム、その他装置・付属品製造機械・システム、建材輸送・包装、駆

動・流体技術、発電ユニット、付属品、摩耗部品、サービス、検査、測定、制御、コン

トロールシステム技術、通信、ナビゲーション、作業安全  など 
専 用 U R L  www.bauma-china.com （英語 / 中国語） 

http://www.bauma-china.com/
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2020 年 11 月 24 日から 27 日まで、上海で開催された bauma CHINA 2020 は、コロナ渦中にもかか

わらず、出展企業 2,867 社と来場者 80,000 人以上を集め、4 日間の会期を終了した。このような大変な

時期に、bauma CHINA 2020 は業界全体に対して、来年度への自信と希望をもたらした。 
 
主催者メッセ・ミュンヘンのマネージング・ダイレクターであるシュテファン・ルンメルは、「2020 年は特別な

難題を抱える年となった。しかし、建設機械業界とその関連経済は、新型コロナウイルス流行の影響を回

避しながら、従来どおりの成長を維持している。革新的な技術、インテリジェントで高効率な機械、そして統

合化されたデジタルソリューションを具備した建設車両に対する幅広い需要が増加している。このような厳

しい状況にあっても、多くのパートナーの協力を得て、業界にビジネスの場を提供できたことに非常に満足

している」と話した。 
 
メッセ・ミュンヘン上海のグレーターチャイナ最高責任者のシュ・ジァは、「bauma CHINA の成功は、すべ

てのパートナー、出展社、そして来場者による支援の賜物だ。今後も、強固な bauma CHINA チームとし

てこの困難を克服していきたい」と感謝の意を述べた。 
 
中国建設機械協会会長の Su Zimeng 氏は、「bauma CHINA 2020 は、業界にとって非常に重要なイベ

ントであり、中国が、新型コロナウイルス感染の予防と管理において的確な戦略的成果を挙げたことによ

り開催が実現した。景気は安定した回復を見せている。また bauma CHINA は、今年開催された見本市

の中で、世界で最も成功した建設機械関連の見本市といえるだろう」と、非常に前向きな感想を述べた。 
 
世界各国から参加 
様々な制約を受けるなか、bauma CHINA は 300,000 ㎡の規模で開催され、出展企業 2,867 社が最新

製品や革新技術を紹介し、80,000 人を超える業界関係者の来場があった。会場には、Caterpillar 社、

Volvo 社、Bauer 社、Terex 社といったグローバル企業が広範囲のスペースで出展したほか、ドイツ、イタ

リア、スペインによる個別パビリオンの出展もあり、中国産業の確かなる成長と発展が国際的に認識され

ることとなった。 
 
Volvo Construction Equipment Region Asia 社のブランドマーケティング・コミュニケーションズ副会長

Chen Ting 氏は、「専門的見地と行き届いた配慮の基で運営され、展示範囲も豊富かつ多様であり、さら

に、デジタルプラットフォームも同時開催されて、bauma CHINA は建設機械関連企業にとって欠かせな

い重要なビジネスの場となった」と語った。 
 
また、Tarex (Changzhou) Machinery 社の地域ダイレクターBin Qi 氏は、「このような特別な状況にあっ

て、bauma CHINA が成功裏に収められたことは、建設機械業界、メーカー各社、そして業界に関わりの

あるすべての人々に自信を取り戻させることにつながった。開催結果は当初の期待以上であり、来場者

の質も非常に高かった」と付け加えた。 
 
存在感を増す中国企業  
中国の主要メーカーである XCMG 社、SANY 社、ZOOMLION 社、SHANGDONG LINGONG 社、

ZHEJIANG DINGLI 社は、今回出展スペースを大幅に拡大して存在感を強調した。 
XCMG 社の担当者は、「このような特別なときに bauma CHINA が成功したことは非常に喜ばしい。当社

のハイエンド機種や主要技術を紹介することができ、多くの新旧の顧客に会って商談を進めることができ

た」と話した。 
 
また、Sany Group 社の取締役 Yu Hongfa 氏は、「bauma CHINA 2020 では展示スペースを拡大し、お

よそ 10,000 人が自社を訪れてきてくれた。これこそが bauma CHINA ならではの重要なビジネスなのだ」

と指摘した。 
 
Zoomlion 社の Shi Weizhi 氏は、「このような厳しい状況下でも、bauma CHINA に出展することによって、

当社の技術力や新製品を、業界とか顧客に、また世の中にアピールすることができた。次回もブースサイ

ズを拡張して参加したい」と前向きな感想を述べた。 
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Zoomlion 社の Shi Weizhi 氏は、「このような厳しい状況下でも、bauma CHINA に出展することによって、

当社の技術力や新製品を、業界とか顧客に、また世の中にアピールすることができた。次回もブースサイ

ズを拡張して参加したい」と前向きな感想を述べた。 
 
デジタルプラットフォーム「bauma CHINA Community」でバーチャル参加を可能に 
会場での実物展示に加えて、bauma CHINA では、特に中国に渡航することができない参加者向けに、

様々なオンラインソリューションを提供した。オンラインのプラットフォーム「bauma CHINA Community」に
は、世界各国から誰もがオンラインで参加することができ、出展社の検索、企業情報の交換、製品情報や

業界動向情報の入手などを行うことができた。また、出展社とライブチャットやビデオ会議機能を使って、

バーチャルで商談することもできた。 
 
調査によると、bauma CHINA Community には 100 万人を超えるオンライン参加者があった。

Herrenknecht 社の Rainer Hirsch 氏は、この新しいサービスに非常に感銘を受けて、「bauma CHINA
は会場に来ることができない人と bauma 会場の出展社とをオンラインでつなぐ新しいコミュニケーション

ツールを提供した。オフラインとオンラインの組み合わせは、コミュニケーションの幅を広げ、商談の促進と

成功に大いに役立った」と話した。 
 
ビジネスマッチング機能やライブチャットを併せた bauma CHINA Community プラットフォームは、2020
年 12 月 20 日までアクセス可能である。 
 
 
次回の bauma CHINA は、2022 年 11 月 22 日から 25 日まで中国・上海で開催される。 
bauma CHINA についての詳細は www.bauma-china.com まで。 

 

 

bauma CHINA 2020 主な日系出展社（50 音順） 
IDEC㈱、㈱アンテックス、㈱愛光通商、いすゞ自動車㈱、ENEOS ホールディングス㈱、㈱カワサキプレシ

ジョンマシナリ、㈱幸手スプリング、㈱三協リール、㈱ジャパンエナジー、高橋金属㈱、中越合金鋳

工㈱、㈱ティラド、東海カーボン㈱、ナブテスコ㈱、日工㈱、日東工器㈱、フローバル㈱、北越工

業㈱、㈱前田製作所、三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ㈱ ほか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料請求、出展申込み、各種お問い合わせ先： 
メッセ・ミュンヘン日本代表部 

株式会社メッセ・ミュンヘン・ジャパン 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-20-3 ノアーズアーク虎ノ門 5 階 

Tel.: 03-6402-4583 Fax: 03-6402-4584 E-mail: info@messe-muenchen.jp  
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