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2017年2月27日 作成
※●：30分前に終了 ▲：1時間前に終了 ■：2時間前に終了
展示会名
内容
URL

期間
時間

3/1(水)- 3/3(金)

スマートエネルギーWeek 2017

10:00-18:00▲

創エネ・蓄エネ・省エネ技術の総合展

利用施設
東1-6、西
1-4

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

スマートエネルギーWeek 事
務局
03-3349-8576

http://www.wsew.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第1 3回 FC EXPO 2017 ～[国際] 水素・燃料電池展
～ （スマートエネルギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

商談
無料
(要登録)

FC EXPO 事務局

商談
無料
(要登録)

PV EXPO 事務局

商談
無料
(要登録)

太陽光発電システム施工展
事務局

03-3349-8576

水素・燃料電池に関する材料、製造装置、システムが出展する、
世界最大の国際商談展
http://www.fcexpo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第1 0回 PV EXPO 2017 ～[国際] 太陽電池展～
（スマートエネルギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

03-3349-8576

太陽電池に関するあらゆる製品・技術が一堂に出展する、世界最
大級の国際商談展
http://www.pvexpo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第8回 太陽光発電システム施工展 （スマートエネル
ギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

03-3349-8576

太陽光発電システムに関するあらゆる製品・技術が一堂に出展す
る、日本最大の商談展
http://www.pvs-expo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第8回 [国際] 二次電池展 ～バッテリージャパン～
（スマートエネルギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

商談
無料
(要登録)

バッテリージャパン 事務局

商談
無料
(要登録)

スマートグリッド EXPO 事
務局

03-3349-8576

二次電池・蓄電システム・キャパシタの最新技術が集まる専門技
術展
http://www.batteryjapan.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第7回 [国際] スマートグリッド EXPO （スマート
エネルギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

03-3349-8576

日本最大！スマートグリッドの構築に必要な製品・技術が一堂に
出展する国際商談展
http://www.smartgridexpo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第5回 WIND EXPO 2017 ～[国際] 風力発電展～
（スマートエネルギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

商談
無料
(要登録)

WIND EXPO 事務局
03-3349-8576

日本最大の風力発電に関する国際商談展。世界の有力企業が一堂
に出展
http://www.windexpo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

商談
第3回 電力自由化 EXPO （スマートエネルギーWeek 東1-6、西
1-4
無料
2017内）
(要登録)

電力自由化 EXPO 事務局
03-3349-8576

日本最大、新電力ビジネスの商談展！新事業支援／電力小売りサ
ービスなどが一堂に出展
http://www.e-jiyuka.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第2回 [国際] バイオマス発電展 （スマートエネル
ギーWeek 2017内）

東1-6、西
1-4

商談
無料
(要登録)

[国際] バイオマス発電展
事務局
03-3349-8576

日本唯一！バイオマス発電に特化した商談展
http://www.bm-expo.jp/

3/1(水)- 3/3(金)
10:00-18:00▲

第1回 <次世代>火力発電EXPO （スマートエネルギ
ーWeek 2017内）
創エネ・蓄エネ・省エネ技術の総合展
http://www.thermal-power.jp/

東1-6、西
1-4

商談
無料
(要登録)

<次世代>火力発電EXPO 事務
局
03-3349-8576

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/4(土)- 3/5(日)
11:00-19:30

キャリタス就活フォーラム

Start UP

対象者
入場料

連絡先
TEL

西3・4

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事
務局

全

商談/一般

利用施設

大学３年生および修士1年生のための総合就活イベント
https://job.career-tasu.jp/2018/event/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

日経メッセ
開催】

街づくり・店づくり総合展 2017 【3月

流通小売業向け店舗装飾、建築デザイン、情報システム、セキュ
リティの総合展

日経メッセ

展示会事務局

￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

03-6256-7355

商談/一般

JAPAN SHOP 2017 主催者事
務局

http://messe.nikkei.co.jp/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

JAPAN SHOP 2017 -第4 6回 店舗総合見本市-

東4・5

￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

店舗装飾部材、商空間デザイン、店頭マーケティングなど流通小
売業向け店舗総合見本市
http://messe.nikkei.co.jp/js/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

建築・建材展 2017 -第2 3回-

東3・5・6 商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

店舗・ビル・住宅向け各種建材や、設備機器、関連サービスなど
を紹介する建築総合展
http://messe.nikkei.co.jp/ac/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

リテールテックJAPAN 2017 -第3 3回 流通情報シス
テム総合展-

東1-3

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

流通業のサプライチェーンとマーケティングを進化させるITソリ
ューションの専門展

03-6256-7355

建築・建材展2017 主催者
事務局
03-6256-7355

リテールテックJAPAN 2017
主催者事務局
03-6256-7355

http://messe.nikkei.co.jp/rt/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

SECURITY SHOW 2017 -第2 5回-

東3・7・8 商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

防犯カメラや警備システムなど安全・安心を守る製品・サービス
を紹介する総合展

SECURITY SHOW 2017
者事務局

主催

03-6256-7355

http://messe.nikkei.co.jp/ss/

3/7(火)- 3/10(金)
10:00-17:00●

ライティング・フェア2017
展-

-第1 3回 国際照明総合

西1・2

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

最新照明製品や制御システム、測定装置などを紹介する国内最大
級のあかりの総合展

ライティング・フェア2017
主催者事務局
03-6256-7355

http://messe.nikkei.co.jp/lf/

3/8(水)- 3/10(金)
10:00-17:00●

（特別企画）最新－空間演出EXPO 2017

西3

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

公共・商業施設など街のにぎわいを演出する最新の各種製品・サ
ービスを総合的に紹介

空間演出EXPO 2017 主催者
事務局
03-6256-7355

http://messe.nikkei.co.jp/fe/

3/8(水)- 3/10(金)
10:00-17:00●

（特別企画）グッドデザイン Biz EXPO 2017

西3

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

グッドデザイン賞を受賞した、これからの社会をつくる製品を紹
介します

グッドデザイン Biz EXPO
2017 主催者事務局
03-6256-7355

https://messe.nikkei.co.jp/gd/

3/8(水)- 3/10(金)
10:00-17:00●

（特別企画）ヘルスケア＆スポーツ 街づくりEXPO
2017

西4

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

人口減少・超高齢時代に「ヘルスケアとスポーツ」による街づく
りを提案する特別企画

ヘルスケア＆スポーツ 街づ
くりEXPO 2017 主催者事務
局
03-6256-7355

http://messe.nikkei.co.jp/hs/

3/11(土)
11:00-17:30

マイナビ就職MEGA EXPO

全

一般
無料

2018年卒業予定者向けの合同企業説明会

マイナビ就職EXPO運営事務
局
0120-194-237

http://job.mynavi.jp/2018/

3/15(水)- 3/17(金)
9:30-17:00

第３回 CareTEX2017 （ケアテックス） 【国際】介
護用品展／介護施設産業展／介護施設ソリューション
展

東4-6

介護用品・高齢者施設向け設備／サービスの商談展

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

CareTEX事務局
03-6303-9801

http://caretex.jp/

3/15(水)- 3/17(金)
10:00-17:00▲

第1 5回国際オートアフターマーケットEXPO 2017
自動車のアフターマーケットビジネスの活性化を目的とした商談
型見本市
http://www.iaae-jp.com

西3・4

商談
国際オートアフターマーケッ
￥1000
トEXPO運営事務局
(事前登録
者無料)
03-5565-1642

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/17(金)- 3/18(土)
9:30-17:30●

3/19(日)
11:00-17:30

第3 7回ジャパン建材フェア

利用施設
東1-3

住宅建材総合展示即売会

マイナビ就職ＥＸＰＯ

対象者
入場料
関係者の
み
無料

HARU COMIC CITY 22

10:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

ジャパン建材株式会社
推進部

営業

03-5534-3712
東4-6

一般
無料

2018年卒業予定者向けの合同企業説明会

3/20(月)

連絡先
TEL

マイナビ就職EXPO運営事務
局
03-6267-4569

全

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

一般
WEB参照

東京モーターサイクルショー
運営事務局

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

3/24(金)- 3/26(日)
10:00-18:00▲

第4 4回東京モーターサイクルショー

西1-3

国内最大級のモーターサイクルのビッグイベント

03-5638-6406

http://www.motorcycleshow.org/

3/28(火)- 3/30(木)
10:00-17:00

第1 3回スマート空調衛生システム展（MACS2017）

西3

「省エネ」「省コスト」を実現する、最新の空調衛生システム・
設備機器・資材の展示会

商談/一般 スマート空調衛生システム展
無料
(MACS)事務局 【アテック
(要登録)
ス(株)内】
03-3503-7611

http://www.macs-exh.com/

3/29(水)- 3/30(木)
9:00-18:00

Slush Tokyo 2017

東7

商談/一般
WEB参照

Slush Tokyo 2017 事務局

Leading international startup event in Asia.
http://tokyo.slush.org/

3/30(木)- 4/2(日)
10:00-17:00

Interpets（インターペット）～人とペットの豊か
な暮らしフェア～

東1-3

ペットと人のワンランク上のライフスタイルを提案する日本最大
のペット産業見本市。

商談/一般 メサゴ・メッセフランクフル
WEB参照
ト（株）
事務局へ
03-3262-8460

http://www.interpets.jp

4/1(土)- 4/2(日)
7:30-19:30▲

FCIジャパンインターナショナルドッグショー2017

東5・6

国内最大規模の犬の展覧会と各種競技大会の開催。

一般
￥1500
WEB参照

一般社団法人ジャパンケネル
クラブ
03-3251-1652

http://www.jkc.or.jp

4/2(日)
11:00-17:30

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

マイナビ就職ＥＸＰＯ

東7・8

一般
無料

2018年卒業予定者向けの合同企業説明会

第2 7回ファインテック ジャパン ～液晶・有機E L・
センサ技術展～

マイナビ就職EXPO運営事務
局
03-6267-4569

東1-8

商談
無料
(要登録)

ファインテック ジャパン事
務局
03-3349-8568

電子ディスプレイ、照明、センサをはじめとする電子デバイスの
専門展
http://www.ftj.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第8回 高機能フィルム展

東1-8

世界最大！機能性フィルムから成形加工設備までを網羅した国際
商談展

商談
無料
(要登録)

高機能フィルム展 事務局

商談
無料
(要登録)

高機能プラスチック展 事務
局

03-3349-8568

http://www.filmtech.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第6回 高機能プラスチック展

東1-8

樹脂、原料・添加剤、炭素繊維複合材を網羅！プラスチック材
料・加工機械の商談展

03-3349-8568

http://www.plas.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第4回 高機能 金属展

東1-8

日本最大！金属材料、加工設備、流通、成形品など鉄鋼・非鉄産
業を網羅した国際商談展

商談
無料
(要登録)

高機能 金属展 事務局

商談
無料
(要登録)

高機能セラミックス展 事務
局

03-3349-8568

http://www.metal-japan.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第2回 高機能セラミックス展
日本最大！高機能セラミックスの原料・材料から製造技術までを
網羅した商談展
http://www.ceramics-japan.jp/

東1-8

03-3349-8568

展示会名
内容
URL

期間
時間

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

利用施設
東1-8

第1回 接着・接合EXPO
自動車・電機・建築など、あらゆる分野で必要な「接着・接合技
術」に特化した商談展

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

接着・接合EXPO 事務局

商談
無料
(要登録)

高機能素材Week 事務局

商談
無料
(要登録)

Photonix - 光・レーザー技
術展 - 事務局

03-3349-8568

http://www.joining-expo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

東1-8

第8回 高機能素材 Week
フィルム・樹脂・複合材・金属・セラミックス 世界最大級の材料
総合展

03-3349-8568

http://www.material-expo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

Photonix 2017 - 第1 7回 光・レーザー技術展 -

東1-8

光・レーザー分野 日本最大！

03-3349-8568

http://www.photonix-expo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第1 7回 光通信技術展 - FOE2017 光通信業界

東1-8

アジア最大級！

商談
無料
(要登録)

光通信技術展 事務局

商談
無料
(要登録)

映像伝送EXPO 事務局

商談
無料
(要登録)

通信・放送 Week 事務局

商談
無料
(要登録)

ファッション ワールド 事
務局

03-3349-8568

http://www.foe.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

第1回 映像伝送EXPO - VCOM2017 -

東1-8

8K／4K伝送をはじめ、通信・放送インフラの専門展が誕生！

03-3349-8568

http://www.vcom-expo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00▲

東1-8

通信・放送 Week 2017
次世代の通信・放送インフラ技術に関するあらゆる技術が出展

03-3349-8568

http://www.vcom-expo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第４回 ファッションワールド東京 2017 【春】

西1・3・4

日本最大のファッション総合展！世界３５カ国から新作ウェア・
小物が75,000点

03-3349-8508

http://www.fashion-tokyo.jp/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第４回

国際

アパレル

EXPO

【春】

西3・4

アパレルの専門展。世界21カ国から新作ウェアが26,000点出展

商談
無料
(要登録)
事務局へ

国際

アパレル EXPO 事務
局
03-3349-8508

http://www.apparel-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第4回

国際

バッグ

EXPO 【春】

西1

バッグの専門展。世界１５カ国から新作バッグが11000点出展

商談
無料
(要登録)
事務局へ

国際

バッグ EXPO 事務
局
03-3349-8508

http://www.bag-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第4回

国際

シューズ

EXPO

【春】

西1

日本最大のシューズ専門展。世界17カ国から新作シューズ27,000
点が出展

商談
無料
(要登録)
事務局へ

国際

シューズ EXPO 事務
局

商談
無料
(要登録)
WEB参照

国際 アクセサリー EXPO 事
務局

商談
無料
(要登録)
事務局へ

国際 メンズファッション展
事務局

商談
無料
(要登録)
事務局へ

国際 ＯＥＭ ＥＸＰＯ 事務
局

商談
無料
(要登録)
事務局へ

テキスタイル東京 事務局

03-3349-8508

http://www.shoes-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第２回 国際 アクセサリー EXPO

【春】

西3

アクセサリーの専門展。世界12カ国から新作アクセサリーが
14,000点

03-3349-8508

http://www.ac-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第3回 MEN'S TOKYO 国際 メンズファッション展
【春】

西4

メンズファッション専門展。世界15カ国からメンズウェア・小物
が23,000点出展

03-3349-8508

http://www.mfs-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第2回 国際 ＯＥＭ ＥＸＰＯ 【春】

西3

OEM・ODM受注専門の展示会。世界13カ国からOEMメーカー・商社
350社が出展

03-3349-8508

http://www.oem-expo.jp/spring/

4/5(水)- 4/7(金)
10:00-18:00

第2回 テキスタイル東京 -国際 生地・素材展【春】
「生地・素材」専門展。世界11カ国の生地・素材14,000点が出展
http://www.textile-expo.jp/spring/

西3

03-3349-8508

展示会名
内容
URL

期間
時間

4/8(土)
11:00-17:00

キャリタス就活フォーラム

対象者
入場料

連絡先
TEL

東6

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事
務局

西3

一般
無料

株式会社エス・エム・エスキ
ャリア

利用施設

大学4年生、修士2年生および卒後３年以内を対象とした合同企業
説明・就活支援セミナー
https://job.career-tasu.jp/2018/event/

4/8(土)
12:00-17:00

ナース専科

就職ナビ

合同就職説明会2018

看護学生を対象とした合同就職説明会

0120-979-500

http://recruit.nurse-senka.com/

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

第2 0回 ファベックス2017／スマイルケア食提案ゾー
ン

東1・2

惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界の向けの業務用
専門展

商談
￥4000
(招待券持
参者無料)

（株）日本食糧新聞社 ビジ
ネスサポート本部

商談
￥4000
(招待券持
参者無料)

（株）日本食糧新聞社 ビジ
ネスサポート本部

商談
￥4000
(招待券持
参者無料)

（株）食肉通信社

商談
￥4000
(招待券持
参者無料)

ケルンメッセ（株）

商談
￥4000
(招待券持
参者無料)

麺産業展実行委員会

03-3271-4816

http://www.fabex.jp

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

第1 4回 デザート・スイーツ&ベーカリー展／カフェ
＆ドリンクExpo

東2・3

和洋菓子・中食・外食業界商品開発専門展

03-3271-4816

http://www.fabex.jp

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

第4 2回 食肉産業展2017

東4

国内唯一の食肉、食肉加工品・食肉加工設備の専門展示会

03-3663-2011

http://www.shokuniku-sangyoten.jp

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

ワイン＆グルメ ジャパン2017

東3

国内外の上質なワイン、グルメ食品に特化した業界関係者向けの
商談見本市

03-5793-7770

http://www.koelnmesse.jp/wgj/

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

2017麺産業展

東4

麺類店の繁盛に必要な食材・機械設備・販促用品・最新情報等が
一堂に集まる専門展示会

03-3262-5206

http://www.mensanten.com

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

第4回ハラールマーケットフェア

東1・2

海外イスラム市場と、国内ムスリムインバウンド市場開拓をサポ
ート

商談
ハラールマーケットフェア運
￥4000
営事務局（株式会社ファース
(事前登録
ト）
者無料)
03-3545-9811

http://www.jhfp.jp/

4/12(水)- 4/14(金)
10:00-17:00

第5回 食品＆飲料OEMマッチングEXPO

東3

委託先と受託先を結ぶ、食品と飲料のPB・OEM専門商談展

商談
￥4000
(事前登録
者無料)

（株）日本食糧新聞社 展示
会運営事務局

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

インターモールド振興会

商談
￥1000
(招待券持
参者無料)
WEB参照

インターモールド振興会

商談/一般
無料
WEB参照

EXE2017 事務局

商談
無料
(要登録)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

03-3523-2755

http://www.pboemfair.com

4/12(水)- 4/15(土)
10:00-17:00▲

INTERMOLD2017 / 金型展2017

東5・6

「最先端の金型加工と成形加工技術」の専門見本市

06-6944-9911

https://www.intermold.jp/

4/12(水)- 4/15(土)
10:00-17:00▲

金属プレス加工技術展2017

東5・6

最新の金属プレス加工技術の見本市。プレス加工機や周辺機器、
プレス加工サンプル。

06-6944-9911

http://www.intermold.jp/

4/14(金)- 4/15(土)
10:00-17:00▲

エクステリアエキシビション2017 （EXE2017）

東7・8

主要エクステリアメーカーが集合する、日本最大級のエクステリ
ア＆ガーデン総合展示会

03-6826-4128

http://www.ex-exhibition.jp/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

ジャパン ライフ サイエンス ウィーク 2017

東1-6

医薬品製造・研究・開発のための原料から製造機器までが一堂に
会する国際医薬品開発展

03-5296-1020

http://www.cphijapan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

C PｈI Japan 2017 国際医薬品原料・中間体展
医薬品の研究・開発のための原料・中間体が一堂に会する国際医
薬品開発展
http://www.cphijapan.com

東1-3

03-5296-1020

展示会名
内容
URL

期間
時間

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

ICSE Japan 2017 製薬業界受託サービスエキスポ

利用施設
東1-3

製薬業界に特化した受託サービスの国際イベント

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン株式会社

03-5296-1020

http://www.icsejapan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

P-MEC Japan 2017 医薬品原料・機器装置展

東1-3

医薬品原料の研究・開発・製造のための装置・機器に特化した国
際展示会

03-5296-1020

http://www.pmec-japan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

BioPh Japan 2017 バイオファーマジャパン2017

東1-3

医薬品市場の未来を担うバイオ医薬品の研究開発から製造をサポ
ートする国際イベント

03-5296-1020

http://www.biophjapan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

InnoPack Japan 2017 DDS・医薬品包装展2017

東1-3

医薬品の新たな可能性を創るDDSと医薬品包装に特化した国内唯
一の本格的イベント

03-5296-1020

http://www.innopackjapan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

ヘルスケアIT 2017

東6

ヘルスケアに特化した待望の本格的ITイベント

03-5296-1020

http://www.healthcarejapan.com/

4/19(水)- 4/21(金)
10:00-17:00

ファインケミカルジャパン2017

東1

新製品開発・改良のための次世代化学技術展

03-5296-1020

http://www.finechemicals-japan.com/

4/21(金)- 4/22(土)
4/21 10:00～18:00, 4/22
9:00～17:00

第4 3回

ジャンボびっくり見本市

東7

電設資材、照明、工具、電子・制御、空調・住宅設備等の展示即
売会

商談/一般 ジャンボびっくり見本市協催
無料
委員会事務局
(要登録)
06-6533-6266

http://www.jumbo-fair.jp/

4/22(土)- 4/23(日)
4/22 13:00～19:00, 4/23
10:00～18:00

フラワードリーム2017 in 東京ビッグサイト

東2・3

国内最大級の花き関連イベント！見る・知る・買う・体験できる
楽しいイベントです。

商談/一般

一般社団法人JFTD

￥1500
(前売あ
り)

03-5496-0369

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社 ファッ
ション事業部

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社 ファ
ッション事業部

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

LEJ運営事務局

一般
￥1500
(前売あ
り)

日本ホビーショー運営担当室

一般
￥1500
(前売あ
り)

ホビークッキングフェア実行
委員会

一般
￥1500
(前売あ
り)

minneのハンドメイドマーケ
ット2017 事務局

http://www.flowerdream-tokyo.net

4/26(水)- 4/28(金)
10:0-18:0▲

IFF MAGIC Japan 2017 Spring

西1・3・4

世界中のブランド、バイヤーが集まる日本最大級のスタイリッシ
ュなファッション展

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

4/26(水)- 4/28(金)
10:0-18:0▲

EDIT 2017 Spring

西1

Luxury & Contemporaryファッションの厳選されたスタイリッシ
ュな展示会

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

4/26(水)- 4/28(金)
10:00-18:00▲

ライセンシング エキスポ ジャパン 2017

西4

ライセンス業界最大のライセンス業界のB2Bイベント「Licensing
Expo」の日本版

03-5296-1020

http://www.licensingexpojapan.com

4/27(木)- 4/29(土)
10:00-18:00▲

第4 1回 2017 日本ホビーショー

東4-6

手づくりホビー・ハンドメイドに関する企業、個人作家、講師等
が一堂に会するイベント

03-5206-5499

http://hobbyshow.jp/

4/27(木)- 4/29(土)
10:00-18:00▲

第1 0回ホビークッキングフェア2017

東4

作ることや食べることの楽しさをふくらませる、消費者参加型の
マーケティングフェア

03-6450-1294

http://www.hobbycook.jp/fair/overview

4/28(金)- 4/29(土)
10:00-18:00▲

minneのハンドメイドマーケット2017
作り手のみなさまとファンのみなさまが語らい、お気に入りの作
品と出会える場。
https://minne.com/handmade-market

東7

03-5261-4617

展示会名
内容
URL

期間
時間

4/30(日)
11:00-17:00

character1 2017 （キャラクターワン 2017）

対象者
入場料

連絡先
TEL

東7・8

一般
無料
WEB参照

character1 JAPAN事務局

全

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

一般
￥1500
事務局へ

トレジャーフェスタ実行委員
会

利用施設

キャラクターコンテンツ総合見本市（キャラクターPR・グッズ物
販イベント）
http://www.character1.jp/

5/3(水)- 5/4(木)

SUPER COMIC CITY 26

10:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

5/5(金)
11:00-17:00

トレジャーフェスタ

in

有明17

東1

当日版権やオリジナルによるアマチュアディーラー製作フィギュ
アの展示、販売

045-412-6580

http://www.treasure-festa.com/

5/6(土)
11:00-16:00

COMITIA120

東4-6

一般
￥1000
WEB参照

（有）コミティア

西1・3・4

一般
未定

株式会社ブシロード ユーザ
ーサポート係

自主制作漫画誌展示即売会
http://www.comitia.co.jp/

5/6(土)- 5/7(日)
時間未定

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

大ヴァンガ祭×大バディ祭2017
株式会社ブシロード創立10周年記念イベント

Japan IT Week 春 2017

03-5348-0852
東1-8、西
1・3・4

IoT、クラウド、モバイル、セキュリティ等を網羅した、日本最
大のIT専門展示会

商談
無料
(要登録)

Japan IT Week 事務局

商談
無料
(要登録)

ソフトウェア＆アプリ開発展
事務局

03-3349-8504

http://www.japan-it.jp/

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第2 6回 ソフトウェア＆アプリ開発展（旧称：ソフト
ウェア開発環境展）

東1-8、西
1・3・4

03-3349-8504

ソフトウェアの開発・保守・運用のための製品・技術が一堂に出
展する日本最大の専門展
http://www.sodec.jp/

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第2 2回 ビッグデータ活用展【春】

東1-8、西
1・3・4

ビッグデータを活用した、あらゆる製品・サービスにフォーカス
した専門展

商談
無料
(要登録)

ビッグデータ活用展 事務局

商談
無料
(要登録)

組込みシステム開発技術展
事務局

03-3349-8504

http://www.data-m.jp/haru/

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第2 0回 組込みシステム開発技術展

東1-8、西
1・3・4

組込みシステム開発に必要なハード・ソフト・開発環境が一堂に
出展する専門展

03-3349-8504

http://www.esec.jp

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第1 9回 データストレージ EXPO

東1-8、西
1・3・4

膨大な情報の管理・保護に不可欠な「データストレージ」が一堂
に出展する専門展

商談
無料
(要登録)

データストレージ EXPO 事
務局
03-3349-8504

http://www.dse-expo.jp

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第1 4回 情報セキュリティ EXPO【春】

東1-8、西
1・3

情報セキュリティ対策のためのあらゆる製品が一堂に集まる専門
展

商談
無料
(要登録)

情報セキュリティ EXPO 事
務局
03-3349-8504

http://www.ist-expo.jp/haru

5/10(水)- 5/12(金)

第1 1回 Web&デジタル マーケティング EXPO【春】

10:00-18:00▲

Webマーケティング・デジタルマーケティングのソリューション
が一堂に集まる専門展

東1-8、西
1・3・4

商談
無料
(要登録)

Web&デジタル マーケティン
グ EXPO 事務局
03-3349-8504

http://www.web-mo.jp/haru

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第9回 データセンター展【春】

東1-8、西
1・3・4

データセンター構築、運用に関わるソリューションを一堂に集め
た専門展

商談
無料
(要登録)

データセンター展 事務局

商談
無料
(要登録)

クラウド コンピューティン
グ EXPO事務局

03-3349-8504

http://www.dc-expo.jp/haru

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

第8回 クラウド コンピューティング EXPO【春】
クラウドコンピューティングに関する製品・サービスが一堂に集
まる日本最大の専門展
http://www.cloud-japan.jp/haru

東1-8、西
1・3・4

03-3349-8504

展示会名
内容
URL

期間
時間

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

利用施設

第7回 モバイル活用展（旧称：スマートフォン＆モ
バイル EXPO）

東1-8、西
1・3・4

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

モバイル活用展 事務局

商談
無料
(要登録)

IoT/M2M展 事務局

商談
無料
(要登録)

通販ソリューション展 事務
局

03-3349-8504

モバイルを業務に活用するためのソリューションが集まる専門展
http://www.smart-japan.jp/haru

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

東1-8、西
1・3・4

第6回 IoT/M2M展【春】
IoT/M2Mシステムを構築するためのあらゆる製品が一堂に集まる
専門展

03-3349-8504

http://www.m2m-expo.jp/

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

東1-8、西
1・3・4

第5回 通販ソリューション展【春】
通販業務をサポートする製品・サービスが一堂に集まる専門展

03-3349-8504

http://www.ts-expo.jp/haru/

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

東1-8、西
1・3・4

第3回 モバイル端末・周辺機器展
タブレット・スマホ端末や周辺機器・アクセサリが一堂に集まる
専門展

商談
無料
(要登録)

モバイル端末・周辺機器展
事務局
03-3349-8504

http://www.c-pex.jp

5/10(水)- 5/12(金)
10:00-18:00▲

東1-8、西
1・3・4

第1回 店舗I Tソリューション展【春】
店舗のIT化に関する製品・サービスが一堂に集まる専門展

商談
無料
(要登録)

店舗ITソリューション展 事
務局
03-3349-8504

http://www.storex.jp/

5/13(土)- 5/14(日)
9:00-20:00■

ジャパンセミナーコングレス

西1

S1

一般
￥3000
事務局へ

株式会社ライブクレイト

一般
￥1000
WEB参照

ゲームマーケット事務局

西3

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事
務局

東3-8

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ビューティーワールド ジャ
パン事務局

商談/一般
無料
(要登録)

JECA FAIR 事務局

商談
無料
(要登録)
WEB参照

教育ＩＴソリューション
EXPO （EDIX エディック
ス）事務局

世界クラスのスピーカー、成功者が集いお金持ちになる方法を大
公開

03-4405-6391

http://s1-2017.com/

5/14(日)
10:00-17:00

東1・2

ゲームマーケット2017 春
国内海外のボードゲームなどの販売と体験会

03-5283-9955

http://gamemarket.jp

5/14(日)
11:00-17:00

キャリタス就活フォーラム
大学4年生、修士2年生および卒後３年以内を対象とした合同企業
説明・就活支援セミナー
https://job.career-tasu.jp/2018/event/

5/15(月)- 5/17(水)

ビューティーワールドジャパン

10:00-18:00▲

日本最大の国際総合ビューティ見本市

03-3262-8456

http://www.beautyworldjapan.com

5/17(水)- 5/19(金)
10:00-17:00●

JECA FAIR 2017

東1・2

第6 5回電設工業展

電気設備に関する最新情報を発信する国内最大の電気設備総合展
示会

03-5413-2163

http://www.jecafair.jp/

5/17(水)- 5/19(金)
10:00-18:00

第8回 教育ＩＴソリューション EXPO （EDIX）

西1・3・4

教育現場の課題解決のための製品やツールが一堂に展示！教育分
野 日本最大の専門展

03-3349-8510

http://www.edix-expo.jp/

5/19(金)- 5/20(土)
9:30-17:00

5/20(土)- 5/21(日)
11:00-17:30

5/21(日)
10:00-16:00

東5・6

みらい市2017
7つのみらいをキーワードに、より快適な社会へ
拡大を

４位一体で事業

マイナビ就職ＥＸＰＯ

西4

商談
未定
事務局へ

みらい市2017実行委員会

一般
無料

マイナビ就職EXPO運営事務
局

2018年卒業予定者向けの合同企業説明会

私立小中高教員採用説明会＆選考会
2018年4月着任の教員を募集する私立学校による合同採用説明会
＆選考会
https://kyoin-saiyo.jp/

03-3665-9165

03-6267-4569
西3

一般
無料

株式会社ブレインアカデミー
教員採用説明会事務局
03-6455-5320

展示会名
内容
URL

期間
時間

5/23(火)- 5/26(金)
10:00-17:00▲

2017 NEW環境展

利用施設

商談
２０１７ＮＥＷ環境展事務局
￥1000
(事前登録
03-3262-3562
者無料)
WEB参照

西1

商談
日本イージェイケイ株式会社
￥3000
(事前登録
03-6459-0444
者無料)

西1

商談
日本イージェイケイ株式会社
￥3000
(事前登録
03-6459-0444
者無料)

西1

商談
日本イージェイケイ株式会社
￥3000
(事前登録
03-6459-0444
者無料)

西1

商談
日本イージェイケイ株式会社
￥3000
(事前登録
03-6459-0444
者無料)

西3

商談
無料
(要登録)

自治体総合フェア事務局

商談
無料
(要登録)

企業立地フェア事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

日本イージェイケイ(株)

一般
￥1000
(前売あ
り)
WEB参照

デザインフェスタオフィス

商談/一般
無料

建築再生展 組織委員会
2017 事務局

廃棄物処理からリサイクル、環境保全に関わる機器展示

10:00-18:00▲

ワイヤレスジャパン2017

連絡先
TEL

東1-6

http://www.nippo.co.jp/n-expo017/

5/24(水)- 5/26(金)

対象者
入場料

IoTビジネスの核となるワイヤレス/モバイル技術、製品、サービ
スが一望する展示会
http://www8.ric.co.jp/expo/wj/

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-18:00▲

ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2017
『IoT』『ITS』など『5G』の最新動向と測位技術の必要性をPRす
る展示会
https://www.wt-park.com/index.html

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-18:00▲

運輸・交通システムEXPO 2017
運輸・運送・交通事業の安全・省エネ、ドライバーの健康管理に
注力した展示会
http://www.truckexpo.jp/2016/index.html

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-18:00▲

ドローンソリューション＆技術展 2017
ロボット/ドローンにとって必要不可欠な、無線技術・ソリューシ
ョンの展示会
http://dronesolution-expo.com/

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-17:00

自治体総合フェア2017（第2 1回）
自治体経営の革新推進、魅力ある地域社会を実現するための機
器・サービスの見本市

03-3403-1338

http://www.noma.or.jp/lgf/2017/

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-17:00

企業立地フェア2017（第1 0回）

西3

自治体・団体による企業誘致などのサービス・施策を紹介する展
示会

03-3403-1333

http://www.noma.or.jp/bcd/2017/

5/24(水)- 5/26(金)
10:00-17:00

第2 2回国際食品素材/添加物展・会議

東7・8

食品原料・添加物・機能性素材が一堂に会する食品開発者・技術
者のための展示会

03-6459-0444

http://www.ifiajapan.com/

5/27(土)- 5/28(日)
11:00-19:00

デザインフェスタ vol.43

東4-8

世界中から1万2千人のアーティストが一堂に会するアジア最大級
のアートイベント

03-3479-1433

http://www.designfesta.com/

5/31(水)- 6/2(金)
10:00-17:00●

第2 2回R&R展 リフォーム＆リニュアル 建築再生展
2017
建築の再生に関するあらゆる分野の優れた技術・工法・製品等の
情報を提供する
http://www.rrshow.jp/

西1

03-3228-3401

