掲載範囲： 2017年9月1日 ～ 2017年11月30日
展示会名
内容
URL

期間
時間

8/30(水)-9/2(土)

2017年8月29日 作成
※●：30分前に終了 ▲：1時間前に終了 ■：2時間前に終了

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN

利用施設
東7・8

10:00-18:00▲

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談/一般
無料
(要登録)

イノベーション・ジャパン2017運営
事務局

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN アクティブデザイン＆クラフトフェア

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN アクティブクリエイターズ

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN NIPPON BRAND FAIR

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN SOZAI展

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN リノベーションゾーン

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/30(水)-9/2(土)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2017LIFEXDESIGN LIFE STYLINGS

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/31(木)-9/1(金)
8/31 9:30～17:30,9/1 10:00～
17:00

イノベーション・ジャパン2017

東1

大学見本市＆ビジネスマッチング～大学等、中小企業等が研究開発の成
果を展示・発表

03-5649-6722

https://www.ij2017.com

8/31(木)-9/1(金)
8/31 9:30～17:30,9/1 10:00～
17:00

JSTフ ェ ア2017～科学技術による未来の産業創造展～
JST発の科学技術による研究開発成果の展示及びJST事業の紹介（約260
展示）
http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/index.html

東4

商談/一般
無料
(要登録)

JSTフェア2017運営事務局
03-6206-2556

展示会名
内容
URL

期間
時間

8/31(木)-9/2(土)
10:00-17:00

第59回サイン・アンド・ディスプレイショウ

利用施設
西1

サイン・ディスプレイの製作、施工に必要な資材・素材及び加工機器、工作
車両等関連品

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
￥500
(事前登録
者無料)
WEB参照

東京屋外広告美術協同組合

一般
￥1500
WEB参照
事務局へ

一般社団法人日本アマチュア無
線連盟

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

PIショー事務局

商談
無料
(要登録)

(株)ビジネスガイド社 GDS事務
局

03-3626-2251

http://www.tokobi.or.jp/sds2017/

9/2(土)-9/3(日)
10:00-17:00▲

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア2017

西3・4

科学する心・探求する心 はじめよう、アマチュア無線！

03-3988-8749

http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-3_Ham-Fair/Ham-Fair.htm

9/6(水)-9/8(金)
10:00-18:00▲

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017

東1-8、西
1・3・4

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

03-3843-9851

http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第56回インターナショナル・プレミアム・インセンティブショー
秋2017

西3・4

10:00-18:00▲

03-3847-9155

日本最大！販促マーケットの国際的な専門見本市
http://www.pishow.com

9/6(水)-9/8(金)
10:00-18:00▲

第22回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2017

東3

食卓を切り口に、新しいマーケットとライフスタイル・食文化を創造する見本市

03-3843-9851
http://www.gourmetdiningstyleshow.com/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 ヤ ン
グファッション＆キッズスタッフフェア

東1-3

10:00-18:00▲

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 ステ
ーショナリー＆ペーパーグッズフェア

東1-3

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 ホ ー
ムファニシング＆デコラティブフェア

東4-6

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 香 り
の商品フェア

東4-6

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 手
作りホビーメイキングフェア

東1-3

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 生
活雑貨フェア

10:00-18:00▲
日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

東7・8

03-3843-9851

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 お し
ゃれ雑貨＆レザーグッズフェア

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局

東6

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事務局

東1-8

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ダイエット＆ビューティーフェア事務
局

利用施設
東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 アパ
レルファッションフェア

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 ジ ュ
エリー＆ファッションアクセサリーフェア

東7・8

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 イ ン
ポートギフトフェア

東4-6、西1

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 ア ニ
メ・コミック＆キャラクターライセンスフェア

東1-3

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 Life
with Pets

東4-6

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 IT関
連＆エンターテインメントグッズフェア

東1-3

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/6(水)-9/8(金)

第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017 人 と
環境に配慮したEthical Styleフ ェ ア

東4-6

10:00-18:00▲

03-3843-9851

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市
http://www.giftshow.co.jp/

9/9(土)
11:00-18:00

キャリタス就活フォーラム インターンシップ＆仕事研究
大学1～3年生および修士1年生向けインターンシップ情報提供のための合
同企業説明会
https://job.career-tasu.jp/2019/event/

9/10(日)

GOOD COMIC CITY 24

10:30-15:00

オールジャンル同人誌即売会

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

9/11(月)-9/13(水)
10:00-17:00

ダイエット＆ビューティーフェア2017
最新の美容・健康製品が一堂に会するプロ向けトレードショー
http://www.dietandbeauty.jp/

西1・4

03-5296-1013

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/11(月)-9/13(水)
10:00-17:00

アンチエイジング ジャパン2017

利用施設
西3・4

最先端のアンチエイジングビジネスが集結する「アンチエイジング」専門展示
会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

アンチエイジング ジャパン事務局
03-5296-1013

http://www.dietandbeauty.jp/

9/11(月)-9/13(水)
10:00-17:00

スパ＆ウエルネス ジャパン2017

西1

スパ関連機器・粧材が集結するプロ向けトレードショー

商談
スパ＆ウエルネス ジャパン事務局
￥3000
(事前登録
03-5296-1013
者無料)

http://www.dietandbeauty.jp/

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

フードシステムソリューション(F-SYS)2017

東1-3

学校、病院、高齢者施設や惣菜工場など、大量調理に関わる厨房設備
機器の展示会

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

フードシステムソリューション事務
局

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照
事務局へ

フードファクトリー事務局

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

エヌプラス事務局

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照
事務局へ

フードセーフティジャパン事務局

商談
￥2000
(事前登録
者無料)

衛星測位技術展（SATEX）事
務局

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照

EVEX事務局

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照

フードディストリビューション事務
局

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

アグリ･ビジネス･ジャパン事務局

商談/一般
無料
(要登録)

フジサンケイビジネスアイ

商談/一般
無料
(要登録)

フジサンケイビジネスアイ 営業・
事業本部

03-3503-7319

http://www.f-sys.info

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

フードファクトリー2017 食品工場 改善設備展

東1-3

食品工場の施設・設備改善を訴求する専門展
http://www.f-sys.info/f-fac/

9/13(水)-9/15(金)

エヌプラス2017 ～新たな価値をプラスする材料と技術の複
合展～

東1-3

10:00-17:00
「高機能化」「高付加価値化」に特化した素材・部品・機械の展示会

03-3503-7807

03-3503-7621

http://www.n-plus.biz

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

フードセーフティジャパン(FSJ) 2017

東1-3

食の安全・安心に関わる製品・サービスの専門展
http://www.f-sys.info/fsj/

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

衛星測位・位置情報展（SATEX）2017

東1-3

Connecting seemless for out and indoor with GNSS and positioning
technology

03-3503-7827

03-3503-7661

http://www.satex.jp

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

EVEX（EV・PHV普及活用技術展）2017

東1-3

EV・PHVの「普及」「活用」「技術」に特化した専門展示会
http://www.evex.jp

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

フードディストリビューション2017

東1-3

食品の物流センター（DC、TC、PC）にフォーカスした展示会
http://www.f-sys.info/fd/index.html

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

アグリ･ビジネス･ジャパン(ABJ)2017

東2

『農×食』バリューチェーン展 ～新たな価値の創造～ 新たな農業生産と加
工・流通

03-3503-7660

03-3503-7623

03-3503-7611

http://www.agri-business.jp/index.html

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

センサエキスポジャパン2017

東4-6

センサコントロールとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専
門展示会

03-3273-6180

http://www.sensorexpojapan.com/

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

第25回フルードパワー国際見本市
フルードパワー（油圧・空気圧・水圧）全般を網羅した専門見本市
http://www.ifpex.jp/2017/

東4-6

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

測定計測展2017

対象者
入場料

連絡先
TEL

東4-6

商談/一般
無料
(要登録)

フジサンケイビジネスアイ 営業・
事業本部

東4-6

商談/一般
無料
(要登録)

（株）シー・エヌ・ティ

商談/一般
未定

（株）シー・エヌ・ティ

利用施設

進化するものづくりへ ＂品質＂にこだわる計測技術が集結する専門展
http://www.mt-expo.jp/

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

第14回総合試験機器展（TEST2017）
材料試験＆環境試験と計測、評価に関する国内唯一の総合展

03-5297-8855

http://www.cnt-inc.co.jp/test/

9/13(水)-9/15(金)
10:00-17:00

第19回自動認識総合展

東4-6

03-5297-8855

バーコード、RFID、画像認識などの自動認識製品・技術とソリューションの
専門展示会
http://www.autoid-expo.com/tokyo/

9/13(水)-9/15(金)

SUBSEA TECH JAPAN 2017 （海洋産業技術展）

10:00-17:00

海洋技術、海洋ビジネスに関する専門展示会

9/18(月)

キャリタス就活フォーラム【面接会】

12:00-17:00

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

東4-6

商談
無料
(要登録)

フジサンケイ ビジネスアイ

西3

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事務局

西3

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

FISMA TOKYO 事務局

商談
￥1500
(招待券持
参者無料)
WEB参照

SCAJ展示会事務局

商談/一般
￥1300
(前売あり)
WEB参照
事務局へ

ツーリズムEXPOジャパン推進室

商談
無料
(要登録)
WEB参照
事務局へ

ツーリズムEXPOジャパン推進室

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)

UBM Japan 株式会社 ファッショ
ン事業部

03-3273-6180

https://job.career-tasu.jp/2018/event/

9/20(水)-9/21(木)
10:00-17:00

54th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展
アパレル生産に関連する機器・技術を網羅した、東京で開催する唯一の専
門展示会

03-3503-7611

http://www.fisma.tokyo/

9/20(水)-9/22(金)

SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス&エキシ
ビション 2017

西4

10:00-17:00▲
スペシャルティコーヒーに特化したアジア最大規模の国際トレードショー

03-3831-2698

http://www.scajconference.jp

9/21(木)-9/24(日)
10:00-18:00▲

ツーリズムEXPOジャパン2017

東1-8

この日のためだけに世界各国・地域から国・地域の魅力を来場の皆さんに
発信します！

03-5510-2004

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

9/21(木)-9/23(土)
10:00-18:00

9/26(火)-9/28(木)
10:00-18:00▲

インバウンド・観光ビジネス総合展

東6

これからの「観光ビジネス」、「訪日向け事業」に関わる商談ができる総合展
です

IFF MAGIC Japan 2017 Autumn

西1・3・4

幅広い層のブランド、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

03-5510-2004

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

9/26(火)-9/28(木)
10:00-18:00▲

EDIT 2017 Autumn

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

9/26(火)-9/28(木)
10:00-18:00▲

SOURCING 2017 Autumn at IFF MAGIC JAPAN
テキスタイル・パーツ・OEM/ODMなど世界中から優れた製品・技術が集まる
展示会
http://www.iff-magic.com

西4

03-5296-1026

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/27(水)-9/29(金)
10:00-17:00

第44回 国際福祉機器展 H.C.R.2017

利用施設
東1-6

社会福祉、介護などに関する機器や製品の展示、シンポジウムやセミナー
などの開催

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
無料
(要登録)

第44回国際福祉機器展
H.C.R.2017事務局
03-3580-3052

http://www.hcr.or.jp

9/29(金)-10/1(日)

第57回全日本模型ホビーショー

東7・8

9/29 9:00~17:00, 9/30 9:30~18:00, 魅力的なステージイベント、体験イベント、ジオラマ展、ジャンク市を開催いた
10/1 9:30~16:30
します。

商談
￥1000
WEB参照

事務局
03-3851-8830

http://hobbyshow.co.jp/

10/3(火)-10/6(金)
10:00-17:00

JAPAN PACK 2017

東1-6

商談
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

「JAPAN PACK 2017」事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

アグロ・イノベーション事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

食品開発展事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

食品開発展事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

食品開発展事務局

西4

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事務局

東1-8

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

包装を軸に製品の製造から流通までのあらゆる分野の新製品・新技術が
一堂に集結
http://www.japanpack.jp/

10/4(水)-10/6(金)
10:00-17:00

アグロ・イノベーション 2017

東7

＊

03-6222-2277

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/ai/ja/

10/4(水)-10/6(金)
10:00-17:00

ヘルスイングリディエンツ ジャパン（食品開発展2017）

西1・3・4

健康・機能性食品素材の展示会＆会議

03-5296-1017

http://www.hijapan.info/

10/4(水)-10/6(金)
10:00-17:00

セーフティ＆テクノロジー ジャパン（食品開発展2017）

西1・3・4

食品の安全性、品質向上を目指す技術展＆会議

03-5296-1017

http://www.hijapan.info/info/s-tec.php

10/4(水)-10/6(金)
9:00-17:00

フード・テイストジャパン（食品開発展2017）

西1・3・4

新しい味・香り・テクスチャー・色など食品の美味しさを追求する展示会＆会
議

03-5296-1017

http://www.hijapan.info/info/fit.php

10/7(土)

キャリタス就活フォーラム インターンシップ＆仕事研究

11:00-18:00

大学1～3年生および修士1年生向けインターンシップ情報提供のための合
同企業説明会
https://job.career-tasu.jp/2019/event/

10/8(日)

COMIC CITY SPARK 12

10:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第8回 ファッション ワールド 東 京 2017 【秋】

東1-3

日本最大のファッション総合展！世界３８カ国から １，１５０社が出展！

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第5回 国 際 アパレル EXPO 【秋】

東1

日本最大のファッション展内で開催するアパレルの専門展

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第6回 国 際 バッグ EXPO 【秋】
日本最大のファッション展内で開催するバッグの専門展
http://www.bag-expo.jp/autumn/

東2

03-3349-8508

展示会名
内容
URL

期間
時間

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第6回 国 際 シューズ EXPO 【秋】

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

利用施設
東3

日本最大のファッション展内で開催するシューズの専門展

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第8回 国 際 アクセサリー EXPO 【秋】

東1・2

日本最大のファッション展内で開催するアクセサリーの専門展

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)

第4回 国 際 メンズファッション EXPO - MEN'S TOKYO 【秋】

東1

10:00-18:00
日本最大のファッション展内で開催するメンズファッション専門展

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第3回 国 際 アパレル ＯＥＭ ＥＸＰＯ 【秋】

東3

日本最大のファッション展内で開催するOEM・ODM受注専門の展示会

03-3349-8508

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

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00

第3回 国 際 生地・素材 EXPO -テキスタイル東京- 【秋】

東3

日本最大のファッション展内で開催するテキスタイル「生地・素材」の専門展

03-3349-8508

http://www.textile-expo.jp/autumn/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

ITpro EXPO 2017
情報システムやネットワークの構築・活用のための製品・サービスが集結する
IT総合展
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

Cloud Days 2017
クラウド・コンピューティングに関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/cloud/2017fall/exhibition/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

Security 2017
情報セキュリティに関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/security/2017/exhibition/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

IoT Japan 2017
IoT(Internet of Things)に関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/iot/2017/exhibition/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

FACTORY 2017
製造業のデジタル化、スマートファクトリー実現のための製品・技術が集結す
る専門展
http://expo.nikkeibp.co.jp/factory/2017/exhibition/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

デジタルヘルスDAYS 2017
医療・健康・介護のデジタル化に関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/dh/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

FinTech 2017
“金融×IT”イノベーションを推進する技術・サービスの専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/fintech/2017/

展示会名
内容
URL

期間
時間

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

ビジネスAI 2017

対象者
入場料

連絡先
TEL

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東4-6

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日経BP社 ITイベント事務局

東7・8

商談
￥5000
(招待券持
参者無料)

主催者 リード エグジビション ジ
ャパン株式会社

商談
￥2000

RISCON TOKYO事務局

利用施設

AI（人工知能）のビジネス利用に関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/ai/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

ビジネスVR 2017
VR（仮想現実）やAR（拡張現実）のビジネス利用に関する専門展
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/vr/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

デジタルマーケティング 2017
デジタルマーケティングに関するソリューション専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/dm/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:30

働き方改革 2017
スマートワーク実現のためのIT活用に関する専門展示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/itpexpo/hk/2017/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-18:00▲

第30回 国際メガネ展 -iOFT 2017最新アイウェア・眼鏡関連製品などが世界中から一堂に出展。アジア最大
級の国際商談展

03-3349-8508

http://www.ioft.jp/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:00

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2017

西

03-3503-7641

災害、犯罪、あらゆるリスクに対処する危機管理総合トレードショー
http://www.kikikanri.biz/

10/11(水)-10/13(金)
10:00-17:00

テロ対策特殊装備展（SEECAT）'17

西

治安関係者限定の「国内唯一のテロ対策専門展」

関係者の
み
WEB参照
事務局へ

SEECAT事務局

一般
無料

マイナビイベント運営事務局

03-3503-7641

http://www.seecat.biz/

10/14(土)

マイナビインターンシップEXPO

12:00-17:00

2019年卒業予定者向けのインターンシップ合同企業説明会

東2・3

03-6267-4569

https://job.mynavi.jp/2019/

10/15(日)

chara1 oct.2017

11:00-17:00

アニメ・ゲーム・コミックのオフィシャルグッズの物販イベント

東6

一般
無料
WEB参照

character1 JAPAN事務局

西4

商談/一般
無料

（株）ビル経営研究所

http://www.character1.jp

10/16(月)-10/17(火)
11:00-17:30

不動産ソリューションフェア

03-3543-7421

最新トレンドや商品が勢ぞろい、不動産経営に役立つ業界最大級の総合
展示会
http://biru-mall.com

10/19(木)-10/20(金)

レジャー＆サービス産業展2017／レジャーホテルフェア2017

10:00-17:00

レジャー・サービス産業の最新設備機器・システム・ビジネスモデル展示＆経
営セミナー

西3・4

商談
無料
(要登録)

レジャー＆サービス産業展／レジ
ャーホテルフェア2017事務局
03-3563-0420

http://www.sogo-unicom.co.jp/lsi/

10/27(金)-11/5(日)

第45回東京モーターショー2017

10/27 12:30～18:00, 10/28 10/30 乗用車、商用車、二輪車、カロッツェリア、車体、部品などを含む国際モー
～11/4 10:00～20:00, 10/29 11/5 ターショー
10:00～18:00
http://www.tokyo-motorshow.com/

東1-8、西
1・3・4

一般
WEB参照

東京モーターショー 東京ビッグサ
イト事務局

展示会名
内容
URL

期間
時間

11/9(木)-11/10(金)
9:30-18:00

地方自治情報化推進フェア2017

利用施設
西3・4

地方公共団体の情報システムに関する展示会やセミナーを行う電子行政
総合展

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
無料
(要登録)

地方公共団体情報システム機
構 情報化支援戦略部
03-5214-8004

https://www.j-lis.go.jp/

11/9(木)-11/10(金)

地方銀行フードセレクション2017

11/9 11:00~18:00, 11/10
10:00~17:00

全国の地方銀行が自信を持っておすすめする地方の 『逸品』を紹介する食
の商談会

東4・5

商談
無料
(要登録)
WEB参照
事務局へ

リッキービジネスソリューション株
式会社

一般
無料

冬スポ事務局

03-3282-7712

http://food-selection.com/

11/11(土)-11/12(日)

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA Season17

東1

0120-98-5377

11/11 11:00～19:00 11/12 11:00～ スキー、スノーボード用品の販売
18:00
http://www.fuyusupo.jp

11/11(土)-11/12(日)

東京デンタルショー2017

11/11 11:00~19:00 11/12
9:00~17:00

東京から発信！最新の歯科医療 最新の歯科器材、情報が一堂に会す
る展示会

東2・3

関係者の
み
無料
(要登録)

東京デンタルショー2017運営事
務局

商談/一般
￥1000
WEB参照

デザインフェスタオフィス

商談/一般
未定

東京ネイルエキスポ2017事務局

03-5546-0480

http://www.tokyo-dentalshow.com/

11/11(土)-11/12(日)
11:00-19:00

デザインフェスタ vol.46

東4-8

オリジナル作品の展示・販売、表現のパフォーマンスなどジャンル複合型アー
トイベント

03-3479-1433

http://designfesta.com/

11/12(日)-11/13(月)
時間未定

東京ネイルエキスポ2017

西1・3・4

03-3500-1580

世界最大級のネイルイベント
https://www.nail.or.jp/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

新価値創造展2017

東7・8

商談/一般
無料

新価値創造展事務局
03-5786-3170

新事業展開を目指す中小企業の製品・サービス等を展示するビジネスマッ
チングイベント
http://shinkachi.smrj.go.jp/tokyo/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-18:00▲

産業交流展2017

西1・3・4

中小企業にビジネスチャンスのフィールドを提供する国内最大級の総合展示
会

商談/一般
無料
(要登録)

産業交流展2017運営事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
／ジャパンホームショー事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
／ふるさと建材・家具見本市事
務局

03-3263-8885

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

Japan Home & Building Show 2017

東1-3

住まいに関する建材・部材・設備・サービスが一堂に会する専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/homeshow/

11/15(水)-11/17(金)

Japan Home & Building Show 2017 第39回 ジャパンホー
ムショー

東1-3

10:00-17:00
住まいに関する建材・部材・設備・サービス一同に会する専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/homeshow/

11/15(水)-11/17(金)

Japan Home & Building Show 2017 第12回 ふるさと建材・
家具見本市

10:00-17:00
地域振興、地場産業の育成、ブランド力向上のための見本市
http://www.jma.or.jp/homeshow/

東1-3

03-3434-1988

展示会名
内容
URL

期間
時間

11/15(水)-11/17(金)

Japan Home & Building Show 2017 第2回 トイレ・バス・キ
ッチン空間・設備フェア

利用施設
東1-3

10:00-17:00
住宅向け水まわり空間・設備”の専門展示会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
／トイレ・バス・キッチン空間・設
備フェア事務局
03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/homeshow/

11/15(水)-11/17(金)

Japan Home & Building Show 2017 第1回 団地・マンショ
ンリノベーション総合展

東1-3

10:00-17:00
室内リフォームから大規模修繕・改修、建替・解体技術に焦点をあてた専
門展示会

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
／団地・マンションリノベーション
総合展事務局
03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/homeshow/

11/15(水)-11/17(金)

Japan Home & Building Show 2017 第1回 景観・ランドス
ケープ総合展

東1-3

10:00-17:00
外構まわりから景観形成まで、屋外空間資材に焦点をあてた専門展示会

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

Japan Home & Building Show
／景観・ランドスケープ総合展事
務局
03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/homeshow/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

The 36th JAPANTEX 2017

東4・5

日本最大級の国際インテリアの専門展示会

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JAPANTEX事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

S-design ／ 店舗・商業空間デ
ザイン展事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ビルメンヒューマンフェア ＆ クリー
ンEXPO 事務局

03-3433-4521

http://japantex.jp/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

S-design ／ 店舗・商業空間デザイン展 2017

東5

魅力的な店舗・商業空間を実現する「空間デザイン」に関する専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/shop/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

ビルメンヒューマンフェア ＆ クリーンEXPO 2017

東6

清掃・施設メンテナンス関連の製品、情報、サービスが一堂に会する専門展
示会

03-3434-1988

http://www.humanfair-cleanexpo.org/2017/

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

第2回 アジア ・ファニシング・フェア 2017 東 京

東3

商談
アジア・ファニシング・フェア事務局
￥3000
(事前登録
082-231-5555
者無料)

東6

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

トイレ産業展事務局

東7

一般
無料

キャリタス就活フォーラム事務局

東1-3

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO事務局

住空間をトータルで提案する専門展示会
http://www.aff-forum.com

11/15(水)-11/17(金)
10:00-17:00

トイレ産業展 2017
＊

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/toilet/

11/18(土)

キャリタス就活フォーラム インターンシップ＆仕事研究

11:00-18:00

大学1～3年生および修士1年生向けインターンシップ情報提供のための合
同企業説明会
https://job.career-tasu.jp/2019/event/

11/20(月)-11/22(水)
10:00-18:00▲

INCHEM TOKYO 2017
化学およびプロセス産業用プラントの専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/INCHEM/

11/20(月)-11/22(水)
10:00-18:00▲

INCHEM TOKYO 2017 第31回 プラントショー
化学およびプロセス産業用プラントの専門展示会
http://www.jma.or.jp/INCHEM/outline/plant.html

東1-3

03-3434-1988

展示会名
内容
URL

期間
時間

11/20(月)-11/22(水)

INCHEM TOKYO 2017 第9回 先端材料展イノベーショ
ン・プロダクツ

利用施設
東1-3

10:00-18:00▲
最先端の高機能材料・素材の展示会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

INCHEM TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HOSPEX Japan 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HOSPEX Japan 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HOSPEX Japan 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ジャパンシルバーEXPO事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

和食産業展 事務局

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

IFFT/インテリア ライフスタイル リビ
ング事務局

一般
無料

マイナビイベント運営事務局

03-3434-0587

http://www.jma.or.jp/inchem/outline/products.html

11/20(月)-11/22(水)
10:00-18:00▲

INCHEM TOKYO 2017 第2回プロセス産業とIoT

東1-3

プロセス産業のIot、AI、ビッグデータ活用を推進する専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/INCHEM/outline/iot.html

11/20(月)-11/22(水)
10:00-17:00

INCHEM TOKYO 2017 第7回 水イノベーション

東1-3

水処理技術・サービスの専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/INCHEM/outline/water.html

11/20(月)-11/22(水)

INCHEM TOKYO 2017 工場の省エネ・環境対策コーナ
ー

東1-6

10:00-18:00▲
資源・エネルギー・環境対策と再生利用技術開発及び普及促進を目的と
する集中展示

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/inchem/outline/eco.html

11/20(月)-11/22(水)

INCHEM TOKYO 2017 プラント補修・保全・長寿命化コ
ーナー

東1-6

10:00-18:00▲
プラントの補修・保全・メンテナンス技術と製品の集中展示

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/inchem/outline/plantrepair.html

11/20(月)-11/22(水)
11/20 12:00～18:00,11/21～22
10:00～17:00

HOSPEX Japan 2017 第42回 病院・福祉設備機器展

東4-6

病院・福祉設備機器が一堂に集う専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/hospex/

11/20(月)-11/22(水)
11/20 12:00～18:00,11/21～22
10:00～17:00

HOSPEX Japan 2017 第7回 病院・福祉給食展

東4-6

病院・福祉設備機器が一堂に集う専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/hospex/

11/20(月)-11/22(水)
11/20 12:00～18:00,11/21～22
10:00～17:00

HOSPEX Japan 2017 第4回医療・福祉機器開発テクノロ
ジー展

東4-6

病院・福祉設備機器が一堂に集う専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/hospex/

11/20(月)-11/22(水)
11/20 12:00～18:00,11/21～22
10:00～17:00

ジャパンシルバーEXPO2017

東6

健康、長寿に関する全製品、サービスを一堂に会する専門展示会

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/hospex/jsexpo/index.html

11/20(月)-11/22(水)
11/20 12:00～18:00,11/21～22
10:00～17:00

和食産業展2017 秋

東6

国内外で需要の高まる和食の専門展示会

03-3434-3453

http://www.jma.or.jp/washoku/

11/20(月)-11/22(水)
10:00-18:00▲

IFFT/インテリア ライフスタイル リビング

西1・3・4

インテリア・デザイン市場のための国際見本市
http://ifft-interiorlifestyle-living.jp.messefrankfurt.com/

11/23(木)

マイナビインターンシップEXPO

12:00-17:00

2019年卒業予定者向けのインターンシップ合同企業説明会
https://job.mynavi.jp/2019/

東1

03-3262-8453

03-6267-4569

展示会名
内容
URL

期間
時間

11/23(木)

COMITIA122

11:00-16:00

自主制作漫画誌展示即売会

利用施設
東4-6

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
￥1000
(前売あり)
WEB参照

（有）コミティア

一般
無料

一般社団法人 日本自動車整
備振興会連合会

03-5953-3872

http://www.comitia.co.jp/

11/25(土)

第21回全日本自動車整備技能競技大会

8:30-15:00

プロの自動車整備士が日本一を目指して技術と知識を競う大会

東5・6

03-3404-6141

11/29(水)-12/1(金)
10:00-17:00

2017洗浄総合展

東7

全国から産業用洗浄機・洗浄剤・関連機器などが一堂に会する日本最大
級の洗浄の専門展

商談
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

商談
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

商談
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)

システム コントロール フェア／計
測展 TOKYO 運営事務局(日
経BP社)

03-5644-7221

http://biz.nikkan.co.jp/eve/senjyo/

11/29(水)-12/1(金)
10:00-17:00

SAMPE JAPAN 先端材料技術展2017

東7

自動車、航空、ロボットなど様々な分野で利用される先端材料、技術を一
堂に展示

03-5644-7221

http://biz.nikkan.co.jp/eve/sampe

11/29(水)-12/1(金)
10:00-17:00

モノづくりマッチングJapan2017

東7

「3D造形」や「加工技術」を中心にモノづくりの今後を見据えた製品・技術を
展示

03-5644-7221

http://biz.nikkan.co.jp/eve/match

11/29(水)-12/1(金)

システム コントロール フ ェ ア 2017／計測展2017 TOKYO

10:00-17:00

オートメーションと計測の先端技術総合展 ～IoTで未来を拓くものづくり新
時代～

西1・3・4

03-6811-8084
http://scfmcs.jp/

11/29(水)-12/2(土)
10:00-17:00

2017国際ロボット展

東1-6

産業ロボットからサービスロボットまで、世界最大規模のロボット専門展
http://biz.nikkan.co.jp/eve/irex

11/29(水)-12/2(土)
10:00-17:00

2017部品供給装置展
国内唯一の部品供給装置及び関連機器の専門技術展
http://biz.nikkan.co.jp/eve/pfe

東3

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

商談
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

03-5644-7221

03-5644-7221

