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大手企業が集まり、ベスト商業貿易のプラットフォームを構築

出展企業総数

第一回 第二回 第三回

一部ブランド出展者

出展企業の評価

「今年のシルバー博は弊社が三回目の参加です。ここ三年間、展示会の規模、
ランク、レベルは全て大きくアップしました。出展者タイプと製品品種はす
でにオール産業チェンに網羅しているし、プラットフォームもますます広く
建てられるし、私たち出展者に絶好の展示チャンスと客資源をもたらしまし
た。将来、シルバー博と続いて長い提携を期待し、中国老齢産業の発展をと
もに推進したいです。」

――TOTO中国地区責任者 李晋

「今回は三回目にシルバー博を参加しました。シルバー博は三つの特徴があ
ると思います。一つ目はテーマ性。シルバー博は老齢産業の発展にめぐり、
テーマが非常に鮮明です。二つ目は連結性。シルバー博は業界のエリート、
出展者を招くことで、同業者をみんな一緒に繋ぎました。三つ目はプラット
フォーム性。展示会は同業者のために１つ共通の話題が見つかりました。展
示会を通じて、さらに友達が増え、将来養老の動向もわかってきました。」

――中国人寿保険股份有限公司団体事業部総経理　唐威

「シルバー博は非常に専門的で、バイヤー様の多くは養老機構であり、我々
にとって、必要な顧客セグメントであります。展示会の国際化レベルは非常
に高いと思います。沢山のオーストラリア、日本、台湾、香港からきた来場
者 が 見 ら れ ま す し 、 弊 社 ブ ー ス に 来 る お 客 さ ん は 、
80%以上我々の目標顧客です。」

滙―― 嘉健康科技生活有限公司董事長　楊淑貞

「今年のシルバー博はIT+スマート要素が更に多く増えたと思います。人気
であれ、科学技術的な要素であれ、今までの展示会よりさらに良くなりまし
た。今回の展示会より、沢山のパートナーと出展者は我々と長期的な協力関
係を成立し、収穫が大きいと思います。」

――中国電信悠々楽康プラットフォーム運営センター総経理　覃政仁 
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出展企業の地域分類

その中、国際出展者数は前回に比べて

25%増でした。アメリカ、オーストラリア、日

本、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ

、イタリア、メキシコ、スペイン、ハンガリ

ー、韓国、香港、台湾、マカオなど十数カ国

と地域からの百社近く国際有名企業とブラン

ドの出展を引きつけました。

華南

華東

華北
東北

海外

バリアフリー

高齢者介護のスマート化

リハビリおよびケア用品

高齢者サービス業

生活用品

高齢者向け不動産

協会機関

展示品割合

保健養生

出展企業が展示参加による

効果に満足

出展企業が参観者の質に満足

出展企業がその場で次回の

展示ブースを予約

出展者は目標達成

出展者は有力来場者との打ち合

わせに満足
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良質バイヤーが集まり、ともに商機、

ブルー・オーシャンを開拓

来場者総数

人

有力来場者

一部ブランドバイヤー

来場者の評価

「今回のシルバー博は今まで中国で規模最大、レベル最高、出展者数最多、

国際化レベル最高な老齢産業博覧会であり、老齢産業のトップブランドと企

業が集まり、全面的に養老サービス、養老健康から養老環境までの製品成果

を展示し、業界のウインドペーン盛会となりました。」

刁――全国老齢弁宣伝部主任　 海峰

「私は二回連続このシルバー博を参観しました。ここでは、世界各国からの

来場者と中国からの来場者を沢山見られ、展示会規模の向上も見られまし

た。シルバー博は、オーストラリアの企業に多くのビジネス商機を持ってき

たと思います。同時に、最新政策と情報を調べられるプラットフォームだと

思います。」

――オーストラリア駐広州総領事館商務処商務領事　林英華

「シルバー博は多くの専門企業が参加していることで、今年提携することに

しました。それにより、日本の製品とシルバー産業の関連サービスをより良

くローカル企業に推薦することにができました。今後も続いて日本企業を連

れて、シルバー博の企業間の交流に参加したいと思います。」

――JETRO日本貿易振興機構広州代表処所長　天野真也

「シルバー博は業界異なるバイヤーを集め、例えば不動産、デベロッパー、

それに民政局、運営静養センターの同行、業界有力者がお互いに交流できる

チャンスであります。よって、このプラットフォームはとても推進し続ける

価値があり、収穫も多いです。」

――台湾新北市中華老齢産業発展促進会理事長　黄景瑞

来場者の購買決定

に対する影響力 決定権を所持 決定者へ提案を行う
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中国不動産業協会老年住区委員会

中国プロパティ・マネジメント協会

全国障害者用品開発供給総ステーション

国家リハビリ補助具研究センター

広東省民政局

広東省医学会

広東省サプリメント業協会

広東省養老サービス協会

広東省不動産業協会

広東省社会従事者連合会

広東省家庭医師協会

広東省養生文化協会

広東省医療器械業協会

広東省老幹部活動中心

広州市民政局

広州チェーン経営協会

広州家庭サービス業協会

広州市社区在宅介護サービス協会

香港安老コンサルティング委員会

台湾長期照顧関懐協会

新北市中華老齢産業発展促進会

中日韓経済発展協会

オーストラリアニューサウスウェールズ州中国人コミュニティ協会

日本電気株式会社

香港保良局

リハビリ及びケア用品

高齢者介護のスマート化

高齢者向け不動産

バリアフリー

生活用品

高齢者サービス業

保健養生

来場者が興味を持つ製品とサービス

一部バイヤー団体名簿 来場者の参観目的

新たなサプライヤー、

製品を探し、注文を出す

代理店・販売店など

の小売店探し 

最新マーケット・業界

あるいは製品情報の収集

博覧会のサミットフォー

ラム（研究討論会）への参加 

養老機関

不動産業

医療リハビリ

政府機関

貿易機関

金融投資

社会組織

科学研究機関その他

来場者の業種分類
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多彩な同期イベント　産業革新の将来を切り開く

名 

国内外の講演ゲスト

人 

参加した代表 

回 

専門フォーラム

2016中国国際シルバー産業サミットフォー

ラムではメインフォーラム、サブフォーラ

ム、専門フォーラム、調達商談大会、オー

プンフォーラムなど20余りの専門フォーラ

ムを開催され、アメリカ、フランス、オー

ストラリア、オランダ、香港、台湾及び中

国本土からの99名業界エリート学者、専門

家が集まり、業界のホット話題を深く探求

し、極めて革新理念の産業発展見抜き力を

もたらし、一度の思想と知恵がぶつかる盛

宴を作り出しました。

ゲストの評価 

「私は一号館のフォーラムを参加しました。非常に実践的であると感じまし

た。政策の解析を含み、非常に具体的、全面的で、出展者や参観者にとって必

ず大きな収穫であると思います。シルバー博はこのように長年の発展を経て、

非常に良く、専門になり、国際スタイルも備えてきました。我々のブランド戦

略にぴったり合い、同時にソースも多いと感じました。」

――親和源集団有限公司社長 張昊岩

「ここで私は多くの業界の知り合いに出会いました。高齢化、高齢者の製品、

業界及びサービスに対する異なる需給の関心を持つ業界関係者が集まり、一緒

に注目される点、見解を交流・シェアし、これは一つのとても良い集まり場所

だと思います。この集まりチャンスだからこそできます。」

――香港聖公會麥理浩夫人中心幹事長 梁敬文
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メインフォーラム

老齢産業

――億万庶民の社会福祉新紀元を開く

政府部門、業界協会、社会組織、業界専門家などリード企業や各方面

の業界エリートが集まり、将来を見通す最もの眼力で業界最新発展状

況、政策、動向を解読し、ルート変革と産業発展を注目し、業界革新

を協力推進し、将来老齢産業の発展のため、大計を話し合います。

サブフォーラム

養老不動産、投資金融、スマート化及び養老運営、社区サービス四大分野に分け

られ、養老不動産、リハビリ医療、養老運営、社区サービス、人材育成、養老ス

マート化など人気話題にめぐり討議・シェアします。

養老不動産、投資金融、スマート化分野

住宅と都市と農村建設部科技及び産業化発展中心、全国老齢工作委員会弁公室、

万科集団、珠海和品、フランス百塔威建築設計、深圳一格、陝西瑞泉養老、上

海邁動協会など企業の関係者、責任者がすばらしい講演を発表しました。

養老運営、社区サービス分野

国際リハビリ機構品質認証委員会、オランダ「生命ファンド」養老機構、湖南

普親養老機構、広東祥利百悦、北京楽齢社会工作サービスセンター、台湾樺鈺

国際、華寿之家などからの来賓が講演を発表しました。
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専門フォーラム

オーストラリア貿易投資委員会、日本貿易振興機構、広州市民政局、

中国不動産業協会老年住区委員会、広東省医学会など機構を携え、政

府機構、業界協会、不動産・不動産管理、医療リハビリ各業界分野と

共同に、世界養老産業各細分分野の最新発展現状、政策及び動向を深

く解読しました。

調達商談大会

養老不動産調達商談大会

恒大健康産業集団、頤和集団、越秀地産、珠江投資、中鉄四局集団、広
東股份集団、珠江実業、美林基業、谷豊健康、世聯興業養老、家和集団

など不動産開発業者は現場で養老プロジェクト情報及び製品ニーズ情報
を発表し、サプライヤーと一対一にマッチング商談をしました。

チェンデパートスーパー調達商談大会及び保利和院健康生活館
&若比鄰購買マッチング会

保利和院健康生活館、保利若比鄰スーパー及び広東家康チェン有限公司
、広州健民医薬チェン有限公司、佛山佛霊大薬房チェン有限公司など広
佛地区有名ドラグストアチェン店数軒が特別な購買会を行い、調達責任
者が現場で高齢者向け製品の購買内容及び基準を発表し、保利不動産社
区養老体系に供給者側の資源を募集・貯蓄しました。

オーストラリア・中国老齢産業フォーラム

オーストラリア駐广州総領事館総領事、安里提頤養集団、皇澳頤養など機構
と企業はオーストラリア養老分野の最前線技術、経験・解決案を展示するこ
とで、オーストラリアの製品とサービスのサプライヤーが中国養老市場の動
きと主な動向に理解を促進し、お互いに見解と経験をシェアするプラットフ
ォームを提供しました。一方、中澳の企業が向かい合って商談と交流をする
ことで、中澳両国が養老産業発展中の提携チャンスとチャレンジを共同に検
討しました。

中日（広東省）老齢産業交流会

介護福祉サービス、補助用品、養老施設、人材育成、保険などいくつか養老
分野からの一流日本企業とサプライヤーが集まり、出展者とハイエンドフォ
ーラム及び「一対一」商業貿易マッチング会などVIPイベントを構築し、中日
養老産業の国際化交流と提携を促進しました。
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呉玉韶 
全国老齢工作委員会弁公室

党組成員、副主任

郝福慶 
国家発改委社会発展司副司長

何炤華 
国家衛計委家庭発展司副司長

烏丹星　
民政部養老服務業専門家委員会委員

中国社会工作聯合会常務理事兼社会

工作職業認証中心主任、中国老齢産

業協会理事、国家開放大学社工学院

執行院長

宋広菊　
中国保利集団公司党委常委、副総経理

保利房地産（集団）股份有限公司董事長

琦曾 　
中国老齢産業協会副会長兼秘書長

婁乃琳 
住房和城郷建設部科技与産業化発展中心

副総工程師、中国工程建設標準化協会養

老服務施設専業委員会主任委員

江書平　
中国房地産業協会老年住区委員会秘書長

中国老年宜居住区試点工程弁公室主任

傅林江 
中国房地産業協会副会長

中国房地産業協会老年住区委員会主任

藍城集団副社長

方炎松　
広東省民政庁副巡視員

広東省老齢工作弁公室主任

聶元松　
広東省民政庁社会福利和慈善事業処処長

陸松濤　
影視金融風情小鎮投資基金投資総監

中国老年宜居試点工程専門家

三亜市政府養老専門家

清華同衡養老専門家委員会専門家

元国家発改委『中国養老』雑誌編集長

肖灧旻　
中国房地産業協会副会長

龐濤　
全国老齢工作委員会弁公室

事業発展部主任、湖南省郴州市

市委常委副市長

德戴 明　
オーストラリア駐広州総領事

德赫特 特蕾莎・馮
特蕾莎快楽護理国際集団董事長

高級総監

天野真也  
日本貿易振興機構広州代表処所長

（首席代表）

国際リハビリ機構品質認証委員会 

(CARF)責任者、リハビリ医学及び

高齢者サービス機構国際マーケット総経理

黄麗君 
皇澳頤養（中国）副社長

Hans Becker　
オランダ養老不動産機構「ライフファンド」

創立者の一員である取締役会長

Ray Miller　
オーストラリア駐上海領事館商務処領事（教育）

オーストラリア貿易投資委員会北アジア区教育専門員

飚王永   
万科集団養老事業パートナー、深圳市万頤健康管理

有限公司董事長

巫智健  
フランス百塔威建築設計事務所　

PADW中国地域業務執行取締役

徐学文　
広東祥利百悦養老事業股份有限公司総経理

張昊岩　
親和源股 有限公司社長、上海財経大学EMBA

全経聯養老住区優秀トレーダー

中国工程建設標準化協会養老服務施設専業委員

第一回委員会委員

份

フォーラムのゲスト
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メディア報道

大衆メディア
新華社、人民日報、21世紀経済報道、中国経済時報、第一財経日報、毎日経済新聞、中国不動産報、羊城地下鉄報、広州日報、南方日報

南方都市報、新快報、信息時報、老人報

テレビ局 亜洲健康互聯、日本ＮＨＫテレビ、第一財経ビデオ、広東テレビ局、広州テレビ局、南方テレビ局

海外メディア 香港大公報、大公網、日本貿易振興機構（ジェトロ）、日本朝日新聞、 China Daily、 Ability Magazine、 Practical Patient Care

インターネッ
ト・メディア

新華網、人民網、中国網、鳳凰網、搜狐、新浪、網易、界面、21CN、環球網、PRニュースワイヤー、高新網、南方網、国家養老網、

中国文化交流網、大洋網、動脈網、医械創新網、養老産業週刊

専門新聞・雑誌
『環球老齢』『第一財経』『中国社会報』『MHS』『グローバルピープル』、『国家人文歴史』『養老産業週刊』『亜洲健康互聯』

『神州養老』『観点』



SICinfo@polycn.com

+86 (0)20 8989 9600 

xialingxu@polycn.com

www silverindustry.cn.
2017. 11. 16-18

第四回中国国際シルバー産業博覧会
thThe 4  China International Silver Industry Exhibition

2017

+86 (0)20 8989 9111

 +86 (0)20 8989 9605

展示会問合せ

展示会Wechat 展示会オフィ
シャルサイト

Tel:

E-mail:

E-mail:

中国・広州・保利世貿博覧館

に再会を楽しみに
しております

共催者：広州市保利錦漢展覧有限公司

Add：   広州市海珠区新港東路1028号

        保利世貿センターＦ棟11階

Fax：   

お問合せ
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