
アウトメカニカ ドバイ 2021
出展のご案内



アウトメカニカ ドバイ 2021

中東最大の自動車アフターマーケットに特化した国際見本市 「アウトメカニカ ドバイ」は、

中東、アフリカ、アジア、CIS諸国の市場ためのプラットフォームです。

会期: 2021年12月14日（火）－16日（木） 10:00 – 19:00 ※第18回目の開催

会場: Dubai World Trade Centre （UAE・ドバイ）

展示スペース:  63,329㎡（gross) 

出展者数:  1,880社／63カ国・地域

来場者数: 32,720人／146カ国・地域

主催： Messe Frankfurt Middle East GmbH

公式ウェブサイト： www.automechanikadubai.com

※2019年開催実績
（2020年は開催中止）

https://automechanika-dubai.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html


市場概況

*Survey conducted by Automechanika Dubai

中東における自動車の販売台数予測

2018年 2024年

中東 約2.9兆円（281億米ドル） 約4.2兆円（396億米ドル） 5.8% CAGR

アフリカ 約3.5兆円 （331億米ドル） 約5.1兆円（477億米ドル） 6.25% CAGR

アフターマーケットの市場規模予測

2018年 2024年

乗用車: 230万台
商用車: 43万台

乗用車: 307万台
商用車: 61万台

中東におけるアフターマーケットのシェア

※US$1=106円にて計算



出展者数

■ 過去5年間の出展者数推移

プロタクトカテゴリー 出展者数
（2019年開催実績）

パーツ＆ コンポーネンツ／
エレクトロニクス＆システム

1,181社

アクセサリ＆改造 246社

タイヤ＆バッテリー 226社

リペア＆ メンテナンス 155社

カーウォッシュ、ケア＆修復 72社

合計 1,880社

■ プロダクトカテゴリー別出展者数



■ 地域別来場者数の割合
（2019年開催実績）

来場者数

■ 過去5年間の来場者数推移



出展製品カテゴリー

【パーツ＆コンポーネンツ】
パワートレイン、シャーシ、ボディワーク、スタンダードパーツ、内装、
オリジナル機器ユニット、充電アクセサリ、再生パーツなど

【エレクトロニクス＆システム】
エンジンエレクトロニクス、車両用照明、オンボード電源システム、
高度道路交通システム／車両安全、コンフォートエレクトロニクス

【アクセサリー＆カスタマイズ】
関連アクセサリー、テクニカルカスタマイズ、ビジュアルカスタマイズ、インフォテイメント、
特殊車両・部品、ホイール、ホイールリム

【リペア＆メンテナンス】
工場向け用品、車両の上部構造のメンテナンス・リペア、廃棄物処理・リサイクリング、
ディーラーショップ向け設備など

【カーウォッシュ、ケア＆リコンディショニング】
洗車、カーケア、充電インフラ、給油など

【タイヤ＆バッテリー】
タイヤ、リム・チューブ、タイヤ修理関連商材、バッテリーなど



■■ 単独出展のご案内 ■■

出展予定の製品カテゴリーに応じて主催者より、対象ホール内にて小間位置をご提案させていただきます。

アウトメカニカ ドバイ 2021

ホールプラン



【A】出展料金 ※スペース代 （最小面積9㎡～）

1面開放: USD 485.00 /㎡ 2面開放: USD 495.00 /㎡
3面開放: USD 505.00 /㎡ 4面開放: USD 515.00 /㎡

【B】基本施工料金
基本施工 【Maxima（家具なし）】 USD 95/㎡

【Maxima plus（家具付）】 USD 115/㎡
※17㎡以下でのお申込みの場合、「Maxima」、または「Maxima plus」の使用が必須となります。

＜出展料例＞ 1面開放9㎡で基本施工 「Maxima plus（家具付き）」で出展した場合
（USD485.00＋USD115.00） × 9㎡× VAT5% ＝ 601,020円 ※USD1=106円にて計算

■■ 単独出展のご案内 ■■

【A】+【B】の合計を費用としてご計算ください。 ※下記の料金に付加価値税 VAT5%が課金されます。

※早期申込割引 2.5%オフ
2021年4月30日締切

【出展料】

※出展申込書の巻末の出展規定（EXHIBITION TERMS AND CONDITIONS）を必ずご一読のうえ、お申込みください。



■■ 第5回 ジャパンパビリオンのご案内 ■■
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【出展のメリット】
個別出展では難しい好ロケーションでの出展が可能になります。
ジャパンパビリオン独自のデザインでアップグレードされたパッケージブースの使用により “日本”の存在感を
打ち出します。初出展でも準備がスムーズな施工・家具込のパッケージブースです。

日本語での出展サポートが受けられます。

【ジャパンパビリオン出展申込締切】
2021年8月6日(金) ※但し、締切前でもスペースが埋まり次第募集を終了します。

＜提出書類＞
1) ジャパンパビリオン専用出展申込書
2) ご担当者様のお名刺情報（日本語）
3) 出展予定製品情報がわかる資料（カタログやウェブサイト等）

※ジャパンパビリオンはメッセフランクフルトジャパン（株）が運営するプロジェクトですが、アウトメカニカ・ドバイの出展は、見本市主催者である
Messe Frankfurt Middle East GmbHと出展者との契約となります。よって、出展規定は同社が定める出展規定（EXHIBITION TERMS 

AND CONDITIONS）が適用されます。出展申込書の巻末の出展規定を必ずご一読の上、お申込みください。

出展申込後の取消し：会期4カ月前までの出展取消： 出展料金の50%を申し受けます。
会期前4カ月以内の出展取消： 出展料金の100%を申し受けます。

＜提出先＞ メッセフランクフルトジャパン（株） 海外見本市チーム 担当：川津（かわつ）
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F

Email: info@overseas-fairs.com Tel: 03-3262-8444  



■■ ジャパンパビリオンのご案内 ■■

10

【ジャパンパビリオン・パッケージブースのご案内】

料金 （1㎡あたり)：

USD145.00  + 付加価値税 VAT5%

＜パッケージブースに含まれるアイテム（予定）＞

9㎡の場合
個
数

社名板
鍵付カウンター 1

テーブル 1

チェア（ホワイト） 3

棚板 3

ゴミ箱 1

LEDスポットライト 5

パンチカーペット 1

コンセント(UK 3-pin) 1

ジャパンパビリオン・パッケージブースのイメージ
（デザインに変更が生じる場合がございます）

通常のパッケージブースを
アップグレード！
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【A】+【B】の合計を費用としてご計算ください。

【A】出展料金 ※スペース代 （単独出展の料金と同様）
● 1面開放: USD 485.00 /㎡
● 2面開放: USD 495.00 /㎡
● 3面開放: USD 505.00 /㎡

※ ジャパンパビリオンは9㎡の倍数でのお申込みとなります。
※ 上記の料金に付加価値税VAT5%が課金されます。

【B】ジャパンパビリオン パッケージブース料金
1㎡ あたり： USD145.00  

※ 上記の料金に付加価値税VAT5%が課金されます。

＜ジャパンパビリオン出展料例＞ 1面開放／9㎡で出展した場合
（USD485.00＋USD145.00 ) × 9㎡× VAT5% ＝約 631,071円 ※USD1=106円にて計算

※早期申込割引 2.5%オフ
2021年4月30日締切

■■ ジャパンパビリオンのご案内 ■■

【出展料】



【出展・来場のお問合せ】

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

海外見本市チーム： 川津（かわつ）

Tel: 03-3262-8444  Email: info@overseas-fairs.com

世界各国で開催のアウトメカニカ関連見本市


