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◼DICECは国際空港から車で15分ほどの場所に位置し、メトロの駅も隣接される等、良好なアクセスが確保
されている場所に位置している。

◼展示面積が約12万平米と東京の国際展示場（9.5万平米）よりも広大で、3フロアで21のホールと40以上の
会議室が整備されている。

◼WTCでは、年間約400～500の展示会が開催されており、2015年には約270万人の訪問者があった。

１．ドバイにおける展示会会場

ドバイにおいて開催される主要展示会の大半がDubai World Trade Center 内のDubai 
International Convention and Exhibition Centre（DICEC）で開催されている。
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ドバイ国際空港

DICEC

ドバイモール

WTCの位置と外観の完成予定図

出所：Googlemap, Hopkins Architect
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Gulfoodの概要とイベントの様子

概要

開催時期 毎年2月～3月

対象業種 ✓農林水産・食品：
食・飲料、農林水産物、食品加工

✓サービス：
ホテル、レストラン、ケータリング

企業ごとのブースの他、各国が自国のパビリオ
ンを設置し、自国の製品を展示するスペースや、
肉類、魚類といった食品の種類で分かれている
展示スペースも併設している。

主催者 Dubai World Trade Centre

公式URL https://www.gulfood.com/

JETROによる出店支援 有
JETROがジャパンパビリオンを設置し、日系企
業に出展スペースを提供

過去の実績
(2018年)

来場者数 97,000人
出展社数 5,000社

次回日程 2019年2月17日～2019年2月21日

２．ドバイにて開催される主要展示会：Gulfood

Gulfoodは毎年2月～3月にかけて開催されており、世界各国から10万人近い来場者が
訪れる、世界最大級の食品・飲料関連の展示会である

2出所：Gulfood公式ウェブサイト
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Gulfood Manufacturingの概要とイベントの様子

概要

開催時期 毎年10月～11月

対象業種 ✓農林水産・食品：
食品加工の原料

✓物流・包装：
包装資材・機器

✓機械：
食品加工用産業機器

企業ごとのブースが設置され、小規模なデモ機
等の展示も行われている。

主催者 Dubai World Trade Centre

公式URL http://www.gulfoodmanufacturing.com

JETROによる出店支援 無

過去の実績
(2017年)

来場者数 35,000人
出展社数 1,600社

次回日程 2018年11月6日～2018年11月8日

２．ドバイにて開催される主要展示会：Gulfood Manufacturing

Gulfood Manufacturingは毎年2月～3月にかけて開催されており、世界各国から3万人前
後の来場者が訪れる、食品・飲料製造関連の機器及び原料に関する展示会である
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出所：Gulfood Manufacturing 公式ウェブサイト
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Arab Healthの概要とイベントの様子

概要

開催時期 毎年1月～2月

対象業種 ✓医療・健康：
医療・病院用機器、医療技術、ヘルスケア、
保険用品、医薬品、製薬・製剤、薬学、福祉・介
護、リハビリ用機器、用具 等

企業ごとのブースが設置され、小規模なデモ機等
の展示も行われている他、各国が自国のパビリオ
ンを設置し、自国の製品を展示するスペースも設
けられている

主催者 Informa Life Science Exhibitions

公式URL https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html

JETROによる出店支援 有
JETROがジャパンパビリオンを設置し、日系企業
に出展スペースを提供

過去の実績
(2017年)

来場者数 97,000人
出展社数 4,700社

次回日程 2019年1月28日～2019年1月31日

２．ドバイにて開催される主要展示会：Arab Health

Arab Healthは毎年1月～2月にかけて開催されており、世界各国から10万人前後の
来場者が訪れる、医療関連に関する展示会である

4
出所：Arab Health 公式ウェブサイト
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GITEXの概要とイベントの様子

概要

開催時期 毎年10月頃

対象業種 ✓情報通信：
通信、情報処理、コンピューター 等

✓機械・工業技術：
先端技術、R&D、産業用機器・設備 等

同時開催で複数の異なる分野の展示も行われて
おり、AI、VR、Industry 4.0、ドローン等、幅広い最
先端技術／製品が展示されている

主催者 Dubai World Trade Centre

公式URL https://www.gitex.com/

JETROによる出店支援 一部の分野の展示は有
2018年はGITEX Future Stars（ブロックチェーン、
人工知能、農業技術等に関する技術の展示）にて
JETROがジャパンパビリオンを設置し、日系企業
に出展スペースを提供

過去の実績
(2017年)

来場者数 100,000人
出展社数 4,700社

次回日程 2019年1月28日～2019年1月31日

２．ドバイにて開催される主要展示会：Gulf Information Technology Exhibition(GITEX)

GITEXは毎年10月頃に開催されており、世界各国から10万人前後の
来場者が訪れる、情報通信技術(ICT)に関する展示会である

5出所：GITEX 公式ウェブサイト
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２．ドバイにて開催される主要展示会：Big 5

Big5は毎年11月頃に開催されており、世界各国から7万人前後の
来場者が訪れる、建築関係に関する展示会である
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概要

開催時期 毎年11月頃

対象業種 ✓建築：
デザイン、建築・建設、不動産、衛生設備、空
調、照明

特にMEPサービス、建築インテリア、建築設計、
特殊建築、建材、建機・ツール、建設技術等に特
化しているイベントである。

主催者 dmg events

公式URL https://www.thebig5.ae/

JETROによる出店支援 無

過去の実績
(2017年)

来場者数 65,000人
出展社数 2,600社

次回日程 2018年11月26日～2018年11月29日

Big5の概要とイベントの様子

出所：Big5 公式ウェブサイト
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概要

開催時期 毎年10月頃

対象業種 ✓エネルギー：
造水、発電、送電、鉱業

✓環境：
環境、廃棄物処理、リサイクリング

✓機械・工業技術：
精密・測定・試験機器

2018年にはDubai Solar Showも併行して開催さ
れる予定としている。

主催者 Dubai Electricity & Water Authority (DEWA)

公式URL https://www.wetex.ae/

JETROによる出店支援 無

過去の実績
(2016年)

来場者数 25,000人
出展社数 2,000社

次回日程 2018年10月23日～2018年10月25日

２．ドバイにて開催される主要展示会：WETEX 

WETEXは毎年10月頃に開催されており、世界各国から25,000人前後の
来場者が訪れる、水・エネルギー・石油・ガスに関係に関する展示会である
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WETEXの概要とイベントの様子

出所：WETEX 公式ウェブサイト
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２．ドバイにて開催される主要展示会： Middle East Electricity

Middle East Electricityは毎年3月頃に開催されており、世界各国から63,000人前後の
来場者が訪れる、エネルギー産業に関する展示会である
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概要

開催時期 毎年3月頃

対象業種 ✓エネルギー：
発電、再生可能エネルギー

電力、照明、新·再生可能エネルギー、原子力、
水産業における製品・サービスを提供する企業
が多く出展する展示会。
太陽光発電製品、技術、サービスに特化した
Solar at Middle East Electricityも併せて開催さ
れる

主催者 Informa Exhibitions

公式URL https://www.middleeastelectricity.com/

JETROによる出店支援 無

過去の実績
(2017年)

来場者数 63,000人
出展社数 1,600社

次回日程 2019年3月5日～2019年3月7日

Middle East Electricityの概要とイベントの様子

出所：Beautyworld Middle East公式ウェブサイト
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２．ドバイにて開催される主要展示会： Beautyworld Middle East

Beautyworld Middle Eastは毎年4月～5月頃に開催されており、世界各国から37,000人
前後の来場者が訪れる、化粧品に関係に関する展示会である
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概要

開催時期 毎年4月～5月頃

対象業種 ✓生活産業：
化粧品、美容関連用品、香水

✓医療・健康：
ヘルスケア、保健用品

化粧品やスキンケア用品をはじめ、ヘア・ネイル
サロン向け商品、香水の他、原料や製造機器も
展示される大規模な展示会

主催者 Messe Frankfurt

公式URL https://www.beautyworldme.com/

JETROによる出店支援 無

過去の実績
(2018年)

来場者数 37,000人
出展社数 1,700社

次回日程 2019年4月15日～2019年4月17日

Beautyworld Middle Eastの概要とイベントの様子

出所：Beautyworld Middle East公式ウェブサイト
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２．ドバイにて開催される主要展示会： その他

その他の主要な展示会一覧
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展示会名 対象業種 出展社数 来場者数 公式URL

Autotechnika

Dubai
パーツ＆コンポーネント、アクセサリ＆カスタマイ
ズ、洗車、ケア＆リコンディショニング、管理＆デ
ジタルソリューション、エレクトロニクス＆システム、
修理・メンテナンス、タイヤ＆バッテリ

約2,000社 約30,000人 http://www.automec

hanikadubai.com/

Dubai Airshow 航空機・航空機機器部品・空港関連製品・関連
サービス

約1,200社 約79,000人 http://www.dubaiairsh

ow.aero/

Middle East

Film and

Comic con 

(MEFCC)

コミック、マンガ、映画、コスプレ、e-スポーツ、コ
ンソールゲーム、カードゲーム等

約400社 約45,000人 https://www.mefcc.c

om/en/homepage.ht

ml

MEDLAB 研究室、IVD、試験装置、試薬および化学品、ク
リーンルーム、実験室サービス、実験装置等

約600社 約26,000人 https://www.medlab

me.com/en/home.ht

ml

ARABLAB 研究所＆計装機器、バイオテクノロジー、エネル
ギー、食品安全性、法科学、医療、ナノテクノロ
ジー、石油化学製品、特殊化学等

約100社 約10,000人 https://www.arablab.

com/

※ 本資料に掲載されていない展示会もドバイで多数開催されておりますので、
ご興味のある分野がございましたら、是非一度お問い合わせください。




