掲載範囲： 2018年7月1日 ～ 2018年9月30日
展示会名
内容
URL

期間
時間

7/1(日)
10:00-17:00

2018年6月25日 作成
※●：30分前に終了 ▲：1時間前に終了 ■：2時間前に終了

インターンシップ＆仕事研究LIVE 東 京

利用施設
東1-3

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
無料

リクナビイベント事務局
03-5530-1180

大学生・大学院生・短大生・専門学生・高専生向けインターンシップ＆仕
事研究イベント
https://job.rikunabi.com/2020/

7/1(日)
11:00-15:00

赤ブーブー通信社主催イベント

西1-4

オンリー同人誌即売会

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

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

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第29回 国 際 文具・紙製品展 ISOT

東1-8

あらゆる文具・紙製品が一堂に出展する文具業界 日本最大の商談展

03-3349-8505

http://www.isot.jp

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第13回 ライフスタイル総合EXPO【夏】（旧GIFTEX）

東1-8

初回から13年連続で規模が拡大！ライフスタイルに関わる商材を網羅した
総合展

03-3349-8505

http://www.giftex-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第13回 国 際 雑 貨EXPO【夏】

東1-8

初回から13年連続で規模が拡大！あらゆる雑貨・小物が一堂に出展する
商談展

03-3349-8505

http://www.giftex.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第10回 国 際 ベビー＆キッズEXPO【夏】

東1-8

あらゆるベビー・キッズ商材が世界中から一堂に出展する日本最大の商談
展

03-3349-8505

http://www.bk-w.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第9回 国 際 ファッション雑貨EXPO【夏】

東1-8

あらゆるファッション雑貨が世界中から一堂に出展する日本最大級の専門
展

03-3349-8505

http://www.fa-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第9回 国 際 テーブル&キッチンウェアEXPO【夏】

東1-8

国内外の有名産地から一堂に出展する日本最大のテーブル＆キッチンウェ
ア専門展

03-3349-8505

http://www.tw-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第9回 DESIGN TOKYO -国際デザイン製品展-

東1-8

世界中から厳選されたデザイン製品だけが出展する商談展

03-3349-8505

http://www.designtokyo.jp/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第5回 国 際 ヘルス＆ビューティグッズEXPO【夏】
初回から5年連続規模が拡大！健康・美容商材に特化した大規模商談展
http://www.hb-expo.jp/summer/

東1-8

03-3349-8505

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第2回 国 際 インテリア&家 具EXPO【夏】

利用施設
東1-8

あらゆるインテリア・家具が世界中から一堂に出展する商談展

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

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

一般
無料

マイナビイベント東京運営事務局

03-3349-8505

http://www.interior-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第10回 販促・マーケティング総合展【夏】

西1-4

販促・マーケティングに関わる製品・サービスが一堂に出展する日本最大の
総合展

03-3349-8505

http://www.sp-world.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第10回 販 促EXPO【夏】

西1-4

ノベルティ、PB/OEM、印刷サービスなどが一堂に出展する日本最大の販促
専門展

03-3349-8505

http://www.spex.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第6回 店舗販促EXPO【夏】

西1-4

集客アップ、業務効率化に繋がる製品・サービスが一堂に出展する店舗向
けの商談展

03-3349-8505

http://www.tenpo-sp.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第5回 営業支援EXPO【夏】

西1-4

営業強化・効率化を支援するサービスが一堂に出展する日本最大の営業
に特化した商談展

03-3349-8505

http://www.ss-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第3回 広告宣伝EXPO【夏】

西1-4

企業のブランディング活動に必要な広告支援サービスが一堂に出展する業
界初の商談展

03-3349-8505

http://www.ad-expo.jp/summer/

7/4(水)-7/6(金)
10:00-18:00▲

第1回 Web販 促EXPO【夏】

西1-4

ITを駆使した販促・マーケティングシステムが出展するWeb領域に特化した
販促専門展

03-3349-8505

http://www.web-spex.jp/summer/

7/7(土)
11:00-17:00

マイナビインターンシップEXPO

西3・4

03-6267-4569

2020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://www.mynavi.jp/

7/7(土)-7/8(日)
11:00-19:00

ハンドメイドインジャパンフェス 2018

東7・8

全国各地のクリエイター3000名が一堂に会する、日本最大級のクリエイター
の祭典

一般
￥1500
(前売あり)
WEB参照

HMJ2018 運営事務局（Creema
内）

商談/一般
無料
(要登録)

住まい×介護×医療展2018in東
京 事務局（高齢者住宅新聞
社）

03-6447-0105

https://hmj-fes.jp/

7/10(火)-7/11(水)

住まい×介 護×医療展 2018in東京－介護産業が新しい
未来を創る－

東3

10:00-17:00
住まい・介護・医療に携わる人たちが集う専門紙主催の総合展示会

03-3543-6852

https://www.koureisha-jutaku.com/exhibition-2018/

7/10(火)-7/11(水)

介護・医療セミナー/介護事例発表会「ケアワンコンテス
ト」

10:00-17:00
介護・医療業界の有識者が登壇するセミナー/介護現場の事例発表会
https://www.koureisha-jutaku.com/exhibition-2018/

東3

商談/一般
無料
(要登録)

住まい×介護×医療展2018in東
京 事務局（高齢者住宅新聞
社）
03-3543-6852

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/11(水)-7/13(金)
10:00-17:00

施設園芸・植物工場展2018(GPEC)

利用施設
東1・2

国内唯一！「施設園芸」と「植物工場」に特化した「専門トレードショー」
http://www.gpec.jp/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-17:00

スマートアグリ・ソリューション2018

10:00-17:00

商談/一般
￥1000
(招待券持
参者無料)
WEB参照
事務局へ

GPEC事務局
03-3503-7703

商談/一般 スマートアグリ・ソリューション事務
￥1000
局
(招待券持
参者無料)
03-3503-7703
WEB参照
事務局へ

東4-6

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ホスピタルショウ事務局

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

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

デバイスからソリューションまでスマート農業のすべてが集う専門展

国際モダンホスピタルショウ2018

連絡先
TEL

東1・2

http://www.smagri.jp

7/11(水)-7/13(金)

対象者
入場料

保健・医療・福祉に関する最大規模の総合展示会

03-3403-8615

https://noma-hs.jp

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第13回 総務・人事・経理ワールド

東7・8、西
1-4

総務・人事・経理・経営が来場する日本唯一の展示会。

03-3349-8515

http://www.office-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第13回 オフィスセキュリティＥＸＰＯ

西1-4

セキュリティ関連製品・サービスが一堂に出展する展示会。

03-3349-8515

http://www.osec.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第12回 オフィス防災ＥＸＰＯ

西1-4

災害対策製品・サービスが一堂に出展する展示会。

03-3349-8515

http://www.bousai-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第9回 省エネ・節電EXPO

西1-4

省エネ・節電関連製品・サービスが一堂に出展する商談専門展

03-3349-8515

http://www.eco-expo.jp

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第8回 オフィスサービスＥＸＰＯ

東7・8

オフィス向けサービスが一堂に出展する展示会。

03-3349-8515

http://www.ofs-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)

第6回 HR EXPO（人事労務・教育・採用）

10:00-18:00

人事業務を支援するサービスが一堂に出展する展示会。

西1-4

03-3349-8515

http://www.hr-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第5回 ワークスタイル変革ＥＸＰＯ

東7・8

総務・人事・経理・経営が来場する日本唯一の展示会。

03-3349-8515

http://www.ws-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第3回 会計・財務EXPO

西1-4

経理向けサービスが一堂に出展する展示会。

03-3349-8515

http://www.acc-expo.jp/tokyo/

7/11(水)-7/13(金)
10:00-18:00

第1回 福利厚生EXPO
福利厚生サービスが一堂に出展する展示会
http://www.wel-expo.jp/tokyo/

西1-4

03-3349-8515

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/15(日)

民間医局レジナビフェア2018東 京 ～臨床研修プログラム
～

利用施設
西1・2

10:00-17:00
医学生のための初期臨床研修病院合同説明会

対象者
入場料

連絡先
TEL

関係者の
み
無料
(要登録)

レジナビフェア事務局

商談
無料

リフォーム産業フェア事務局

03-6858-6300

https://www.residentnavi.com/

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

リフォーム産業フェア 2018

西1・2

03-6252-3450

リフォーム業界のプロ向け最新建材・設備などの見本市。セミナー150講座
も開催
http://the-bars.com

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

ビル・マンションメンテナンス展

西1・2

商談/一般
無料

リフォーム産業フェア事務局
03-6525-3450

ビルやマンションのメンテナンスに役立つ最新商材を多数展示。
http://the-bars.com/

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

オフィス空間リノベーション展

西1・2

商談/一般
無料

リフォーム産業フェア事務局
03-6525-3450

最新のオフィスリノベがここに！オフィス空間のリノベーションに焦点を合わせた
展示会
http://the-bars.com/

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

店舗・商業施設リニューアル展

西1・2

商談/一般
無料

リフォーム産業フェア事務局
03-6525-3450

店舗・商業施設リニューアルに向けたデザイン性や施工性の高い建材がずら
り
http://the-bars.com/

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

ホテル＆旅館改装展

西1・2

商談/一般
無料

リフォーム産業フェア事務局
03-6525-3450

同展示会では宿泊施設改装のための各種商品・サービスが並びます
http://the-bars.com/

7/17(火)-7/18(水)
10:00-17:00

住まい×テクノロジー展

西1・2

商談
無料

リフォーム産業フェア事務局
03-6525-3450

住まいとテクノロジーをテーマにした展示会
http://the-bars.com/events/tech/

7/17(火)-7/19(木)
10:00-18:00▲

P&B JAPAN2018 ベーカリージャパン2018

東7

ベーカリー・洋菓子店向け素材・レシピ・技術・サービスなどを一堂に集めた
専門展

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

日本イージェイケイ株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンス
TOKYO 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

03-6459-0444

http://www.bakery-expo.com/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

メンテナンス・レジリエンス ＴＯＫＹＯ 2018

東1-5

＊

03-3434-1988

http://www.jma.or.jp/mente/index.html

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンスレジリエンスTOKYO 2018 第42回プラントメン
テナンスショー

東1-5

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018 第10回 インフラ検
査・維持管理展

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会
https://www.jma.or.jp/mente/

東1-5

03-3434-1988

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018 第3回 建設資材
展

利用施設
東1-5

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO
事務局

03-3434-1998

https://www.jma.or.jp/mente/

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018 第5回 事前防災・
減災対策推進展

東1-5

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018 第5回 労働安全
衛生展

東1-5

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/

7/18(水)-7/20(金)

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018 第2回 iConstruction推進展

東1-5

10:00-17:00
製造業・建設業の生産性向上、レジリエンス向上を目指す専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

第10回 生産システム見える化展

東1-5

商談
生産システム見える化展 事務局
￥3000
(事前登録
03-3434-1988
者無料)

東1-5

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

生産ロボット展 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

工場内物流自動化展 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

ものづくりにおける品質、コスト、納期の革新、改善を対象にした専門展示
会
https://www.jma.or.jp/seisan/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

第10回 生産システム見える化展 第1回 生産ロボット展
＊

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/seisan/outline/robot.html

7/18(水)-7/20(金)

第10回 生産システム見える化展 第1回 工場内物流自
動化展

東1-5

10:00-17:00
＊

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/seisan/outline/factory.html

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

スマートエンジニアリングTOKYO 2018

東1-5

工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会

03-3434-1988

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

7/18(水)-7/20(金)

スマートエンジニアリングTOKYO 2018 第1回 プラントエン
ジ・設備機器展

東1-5

10:00-17:00
工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会

03-3434-1988

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

7/18(水)-7/20(金)

スマートエンジニアリングTOKYO 2018 第8回 水イノベー
ション

10:00-17:00
工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会
http://www.jma.or.jp/set/

東1-5

03-3434-1988

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/18(水)-7/20(金)

スマートエンジニアリングTOKYO 2018 第3回 プロセス産
業 とIoT&AI

利用施設
東1-5

10:00-17:00
工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

スマートエンジニアリングTOKYO
事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

猛暑対策展 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

無電柱化推進展 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

公共と文教フェア 事務局

03-3434-1988

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

7/18(水)-7/20(金)

スマートエンジニアリングTOKYO 2018 第1回 省エネ・創エ
ネ技術推進展

東1-5

10:00-17:00
工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会

03-3434-1988

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

7/18(水)-7/20(金)

スマートエンジニアリングTOKYO 2018 第1回 産業廃棄
物リサイクル技術展

東1-5

10:00-17:00
工場・プラント・インフラ公共施設の省エネルギー化、IT化などを推進する専
門展示会

03-3434-1988

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

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

第4回 猛暑対策展

東1-5

猛暑対策関連ビジネスの活性化を目的とした専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/mousyo/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

第4回 無電柱化推進展

東1-5

無電柱化に関する最新技術・製品・サービスに特化した専門展示会

03-3434-1988

https://www.jma.or.jp/mente/outline/nodenchu.html

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

7/18(水)-7/20(金)

文教と公共の施設フェア 2018

東1-5

＊

文教と公共の施設フェア 2018 第4回 文化財保存・復元
技術展

03-3434-1988

東1-5

商談
文教と公共の施設フェア 事務局
￥3000
(事前登録
03-3434-1988
者無料)

東1-5

商談
文教と公共の施設フェア 事務局
￥3000
(事前登録
03-3434-1988
者無料)

10:00-17:00
最新技術の提案で、歴史的遺産の継承に寄与する専門展示会
https://www.jma.or.jp/bunka/

7/18(水)-7/20(金)

文教と公共の施設フェア 2018 第2回 教育施設リニューア
ル展

10:00-17:00
＊

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

海 外&インバウンド マーケティング2018

西4

日本のモノ・コト・文化を世界&海外に売り込む為の手法、事例が集まる見
本市

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

グローバルビジネスWEEK事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

グローバルビジネスWEEK事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

グローバルビジネスWEEK事務局

03-6811-8083

http://expo.nikkeibp.co.jp/gbw/mkg2018/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

グローバルビジネスサポート2018

西4

海外売上を高める、海外展開を成功させるためのノウハウ、ソリューションを
網羅

03-6811-8083

http://expo.nikkeibp.co.jp/gbw/gbs2018/

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

グローバル人材2018
海外ビジネスで不可欠な人材を育成・獲得するための情報が揃う
http://expo.nikkeibp.co.jp/gbw/hr2018/

西4

03-6811-8083

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/18(水)-7/20(金)
10:00-17:00

人手不足対策展2018

利用施設
西4

人口減少・超高齢化時代の生産性革命をもたらすテクノロジー・ソリューショ
ン展

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

人手不足対策展事務局

商談
未定

みらい市実行委員会

03-6811-8083

http://expo.nikkeibp.co.jp/hitodebusoku/

7/20(金)-7/21(土)
9:30-17:00

みらい市2018

西1・2

03-3665-9165

住宅設備機器等の展示即売会
http://www.hat.co.jp

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

SPORTEC 2018

西1-4

日本最大のスポーツ・健康産業総合展示会
https://www.sports-st.com/

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

第27回 ヘルス＆フィットネスジャパン （SPORTEC2018内 ）

西1-4

フィットネスマシン・プログラム・サービスが集まるフィットネスの総合展
http://www.hfj.jp

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

第4回 スポーツファシリティEXPO （SPORTEC2018内 ）

西1-4

スタジアム・アリーナ・体育館などのスポーツ施設向け専門展
http://www.sfex.jp

7/25(水)-7/27(金)
10:00-17:00

第4回 ゴルフファシリティーショー （SPORTEC2018内 ）

西1-4

ゴルフ関連施設向け設備・サービス専門展
http://www.golf-show.jp

7/25(水)-7/27(金)

第5回 ホームヘルス＆ダイエットEXPO （SPORTEC2018
内）

西1-4

10:00-18:00▲
ホームヘルスケア・ダイエット機器・用品専門展

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

SPORTEC事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

ヘルス＆フィットネスジャパン
（HFJ）事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

SFEX事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

ゴルフファシリティーショー（GFS）
事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)

ホームヘルス＆ダイエット
EXPO（H&D）事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

スポーツイベントサービス
EXPO（SPOEV）事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

SPORTEC事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

SPORTEC事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

RE-CARE JAPAN事務局

03-6273-0403

03-6273-0403

03-6273-0403

03-6273-0403

03-6273-0403

http://www.healthcare-expo.jp

7/25(水)-7/27(金)

第5回 スポーツイベントサービスEXPO （SPORTEC2018
内）

西1-4

10:00-18:00▲
スポーツイベント・プロスポーツ興行・観戦向けサービス・設備専門展
http://www.spoev.jp

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

第3回 スポーツウェア&用 品EXPO （SPORTEC2018内 ）

西1-4

チームウェア・スポーツギア・グッズなどのスポーツアパレル・用品専門展
http://www.sc-expo.jp

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

第2回 リラクゼーションEXPO （SPORTEC2018内 ）

西1-4

リラクゼーション、癒し、ストレス対策向け製品・サービス・技術専門展
http://www.rel-expo.jp

7/25(水)-7/27(金)

RE-CARE JAPAN 2018 － 第3回 リハビリ・介護予防サー
ビスEXPO－ (SPORTEC2018(内 ）)

10:00-18:00▲
介護予防・高齢者リハビリ・高齢者自立生活支援のための専門展
http://www.re-care.jp

西1-4

03-6273-0403

03-6273-0403

03-6273-0403

03-6273-0403

展示会名
内容
URL

期間
時間

7/25(水)-7/27(金)
10:00-18:00▲

第3回 ウェルネスフードジャパン

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

ウェルネスフードジャパン（WFJ）
事務局

東7

一般
無料
(要登録)

宿題★自由研究大作戦事務局

東1-6

商談
￥2000
(事前登録
者無料)

IGAS2018事務局

一般
￥1000
WEB参照

骨董ジャンボリー実行委員会

一般
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

癒しフェア事務局

商談/一般
￥1000

デザインフェスタオフィス

利用施設
西1-4

食と健康をつなぐ食品・飲料・素材が一堂に会する専門展示会
http://www.wfjapan.com

7/26(木)-7/28(土)
9:00-16:00

夏休み2018 宿題・自由研究大作戦
日本の未来を担う子供やそのファミリーと会社や組織をつなぐ体験型イベント

03-6273-0403

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

7/26(木)-7/31(火)
10:00-17:00

IGAS 2018（国際総合印刷ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ展）
国際総合印刷機材展

03-3434-2656

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

8/3(金)-8/5(日)
10:00-17:00

骨董ジャンボリー

東1

世界中の骨董、アンティークが一堂に

03-5530-1180

http://www.kottoh-jamboree.com

8/4(土)-8/5(日)
10:00-18:00▲

癒しフェア2018in東 京

東2・3

心とカラダそして地球にやさしい癒しの商品・サービスが一度に体感できるイベ
ント。

03-6459-3003

http://www.a-advice.com

8/4(土)-8/5(日)
11:00-19:00

真夏のデザインフェスタ 2018

東4-6

03-3479-1433

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
http://designfesta.com/

8/4(土)-8/5(日)
8/4 12:00～19:00, 8/5 10:00～
18:00

メイカーフェアトウキョウ 2018

西1・2

一般
￥1500
(前売あり)
WEB参照
事務局へ

Maker Faire Tokyo 事務局

西3

一般
未定
WEB参照
事務局へ

一般社団法人鉄道模型コンテス
ト事務局

一般
￥1200

国際鉄道模型コンベンション実
行委員会

日本最大のDIYの展示発表会。ユニークなものを作るMakerが集い作品展
示やデモを行う
http://makezine.jp/event/mft2018/

8/4(土)-8/5(日)
10:00-18:00▲

鉄道模型コンテスト2018
鉄道模型作品コンテスト・模型販売他

050-3153-2812

https://www.moraco.jp

8/17(金)-8/19(日)
10:00-18:00▲

第19回 国際鉄道模型コンベンション

東1

様々な鉄道模型が大集合する国内最大級の鉄道模型の祭典。
03-3450-3499
http://kokusaitetsudoumokei-convention.jp/

8/17(金)-8/19(日)
8/17 10:00～18:00, 8/18 10:00～
17:00, 8/19 10:00～16:00

8/22(水)-8/24(金)
10:00-17:00

ワールドアトリエセール

東4

ワールドのブランドがMAX70％OFFと「美・食・楽」をテーマにした協賛企業
様多数出店

エンディング産業展2018

東7

葬儀・埋葬・供養などの終活に関する設備・機器・サービスが一堂に会する
専門展示会
http://www.ifcx.jp/

8/22(水)-8/24(金)
10:00-17:00

ジャパンストーンショー 2018
原石・墓石・石材加工技術が一同に集まる石材産業専門展示会
http://www.stoneshow.jp

東7

関係者の
み
無料

QD推進部
07014668435

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

エンディング産業展事務局

商談/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

ジャパンストーンショー2018事務
局

03-5363-1701

03-5363-1701

展示会名
内容
URL

期間
時間

8/24(金)-8/25(土)
9:30-17:00●

8/25(土)-8/26(日)
10:00-17:00▲

第40回 ジャパン建材フェア

対象者
入場料

連絡先
TEL

関係者の
み
無料

ジャパン建材株式会社

一般
￥1500
(前売あり)
WEB参照
事務局へ

一般社団法人日本アマチュア無
線連盟

西4

一般
無料

祭りサポートセンター

東1・4・7・8

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

利用施設
東1-3

住宅建材展示即売会

アマチュア無線フェスティバル ハムフェア2018

西2

声のＳＮＳ アマチュア無線でつながる 君との出会い
http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-3_Ham-Fair/Ham-Fair.htm

8/25(土)-8/26(日)
9:00-20:00

日本ダーツ祭り2018

0355340651

03-3988-8749

(株)ダーツライブが主催する日本最大級のダーツトーナメント
http://www.dartslive.com/matsuri/jp/

8/26(日)

赤ブーブー通信社主催イベント

11:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第13回 ラーメン産業展】

東2・3

ラーメン店の経営に必要な食品・飲料・設備・サービスが集まる専門展示会
http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第9回 そば・うどん産業展】

東2・3

そば・うどん店の経営に必要な食品・飲料・設備・サービスが集まる専門展
示会

03-6869-6353

03-6869-6353

http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第11回 居酒屋産業展】

東2・3

居酒屋の経営に必要な食品・飲料・設備・サービスが集まる専門展示会
http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第6回 カフェ・喫茶産業展】

東2・3

カフェ・喫茶店経営に必要な食品・飲料・設備・サービスが集まる専門展示
会

03-6869-6353

03-6869-6353

http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第2回 洋食レストラン産業展】

東2・3

「洋食」に関わる食品・飲料・設備・サービスが集まる専門展示会

03-6869-6353

http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第2回 ホテル・旅館産業展】

東2・3

ホテル・旅館での飲食・宴会・ウエディングに関わる商材が集まる専門展示
会

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)
03-6869-6353

http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-17:00

外食ビジネスウィーク2018【 第2回 飲食店繁盛支援展】

東2・3

飲食店の課題解決・繁盛のために必要な商材・サービスが集まる専門展示
会

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

外食ビジネスウィーク 実行委員
会(トレードショーオーガナイザーズ
(株)内)

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JJF運営事務局

03-6869-6353

http://www.gaishokubusiness.jp/

8/28(火)-8/30(木)
10:00-18:00▲

ジャパン ジュエリーフェア 2018
宝飾産業の国際展示会
http://www.japanjewelleryfair.com

東5・6

03-5296-1020

展示会名
内容
URL

期間
時間

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN

利用施設
東7・8

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
事務局へ

ギフト・ショーＬＩＦＥ×ＤＥＳＩＧＮ事
務局

10:00-18:00▲
03-3843-9851

暮らしデザイン新時代
http://www.giftshow.co.jp/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN アクティブデザイン＆クラフトフェア

東7・8

商談
無料
(要登録)
事務局へ

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

西1

商談/一般
無料

国立研究開発法人科学技術振
興機構 産学連携展開部 イノ
ベーション・ジャパン2018担当

西3

商談
無料
(要登録)

JSTフェア2018 事務局

西2

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

10:00-18:00▲
暮らし・デザイン・新時代

03-3843-9851

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

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN 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/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN 伝統とmodernの日本ブランドフェア

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/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN 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/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN 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/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN リノベーション家具フェア

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/

8/29(水)-9/1(土)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋
2018LIFEXDESIGN 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/

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

8/30(木)-8/31(金)
10:00-17:30●

イノベーション・ジャパン2018
日本全国から500を超える大学、ベンチャー・中小・中堅企業等が研究開
発の成果を展示

JSTフ ェ ア2018ｰ科学技術による未来の産業創造展ｰ
科学技術振興機構（JST）発の研究開発成果の展示と各種支援制度のご
紹介
https://www.jst.go.jp/tt/jstfair2018/

8/30(木)-9/1(土)
10:00-17:00

第60回サイン・アンド・ディスプレイショウ
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
http://www.tokobi.or.jp/sds2018/

03-3626-2251

展示会名
内容
URL

期間
時間

8/31(金)-9/1(土)
10:00-17:00

日 経IR・投資フェア2018

利用施設
東4

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
無料

日経IR・投資フェア事務局
03-6256-7499

優良な個人投資家と上場企業が直接コミュニケーションを図る日本最大級
のIRイベント
http://www.nikkei-irfair.jp

9/4(火)-9/7(金)
10:00-18:00■

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018

全

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市

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

03-3843-9851

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

9/4(火)-9/7(金)

第58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2018

西3・4

10:00-18:00■

03-3847-9155

販促・マーケティングの国際的な専門見本市
http://www.pishow.com

9/4(火)-9/7(金)
10:00-18:00■

第24回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2018

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/

9/4(火)-9/7(金)
10:00-18:00■

第4回プレミアムビューティー・ヘルスショー秋2018

西1・2

国際的な美と健康のトレードショー

商談
無料
(要登録)

PBHS（プレミアムビューティー・ヘ
ルスショー）事務局
03-3843-9901

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

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 フ ラ
ワー・グリーン＆ガーデングッズフェア

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 手
作りホビーメイキングフェア

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1-3

03-3843-9851

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 生
活雑貨フェア

利用施設
東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
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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 お し
ゃれ雑貨＆レザーグッズフェア

西1・2

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 アパ
レルファッションフェア

西1・2

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 フ ァ
ッションアクセサリーフェア

西1・2

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 イ ン
ポートギフトフェア

東6・7

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 ベビ
ー＆キッズフェア

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/

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 ビ ュ
ーティー＆コスメティックフェア

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/

西1・2

03-3843-9851

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/4(火)-9/7(金)

第86回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2018 スポ
ーツ＆プレイング・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
￥3000
(事前登録
者無料)

ダイエット＆ビューティ事業部

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ダイエット＆ビューティ事業部

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ダイエット＆ビューティ事業部

東1-6

商談
￥3000
(事前登録
者無料)
事務局へ

国際物流総合展事務局

東7

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

株式会社ジェイシーレゾナンス

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

株式会社ジェイシーレゾナンス

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)

株式会社シー・エヌ・ティ

一般
無料
(要登録)

投資EXPO事務局

西1

商談/一般
WEB参照

International Water
Association (IWA)

東4-8

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

利用施設
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/

9/10(月)-9/12(水)
10:00-17:00

ダイエット&ビューティーフェア2018

西1・2

コスメ、スパ、フィットネス、健康食品などが一堂に会する美容・健康の総合
展示会

03-5296-1013

http://www.dietandbeauty.jp

9/10(月)-9/12(水)
10:00-17:00

アンチエイジング ジャパン 2018

西1・2

アンチエイジング（エイジングケア美容、健康長寿）ビジネスに特化した専門展
示会

03-5296-1013

http://www.dietandbeauty.jp

9/10(月)-9/12(水)
10:00-17:00

スパ＆ウエルネス ジャパン 2018

西1・2

スパ、リラクゼーション関連商品及び施設が集結するスパ＆ウエルネスの専
門展示会

03-5296-1013

http://www.dietandbeauty.jp

9/11(火)-9/14(金)
10:00-17:00

国際物流総合展 2018
内外の最新物流機器・システム・サービス等のソフトとハードを一堂に会する
専門展示会
http://logis-tech-tokyo.gr.jp/

9/12(水)-9/14(金)
10:00-17:00▲

第2回クリーンビジネスフォーラム2018
キレイにするビジネスに従事する事業者が集う場「クリーンビジネスフォーラム」
http://clean-bf.com/

9/12(水)-9/14(金)
10:00-17:00▲

第3回国際コインランドリーEXPO2018

東7

第3回を迎える“国内唯一”のコインランドリービジネス展示会
http://iclexpo.com/

9/12(水)-9/14(金)
10:00-17:00

第20回自動認識総合展

西4

バーコード、RFID、画像認識などの自動認識技術とソリューションの総合展
示会

03-5565-4285

03-5565-4285

03-5297-8855

http://www.autoid-expo.com/tokyo/

9/15(土)-9/16(日)
時間未定

投 資EXPO

東7

最新のあらゆる投資情報が集結した、大規模イベントの開催が決定しまし
た。

03-6774-1672

http://toushi.homes.co.jp/

9/16(日)-9/20(木)

IWA World Water Congress & Exhibition 2018

9/16 18:00～1930, 9/17～19 9:00 IWA世界水会議および展覧会2018（IWA World Water Congress &
～18:00, 9/20 9:00～15:00
Exhibition 2018）
http://www.worldwatercongress.org/

9/17(月)

赤ブーブー通信社主催イベント

11:00-15:00

オンリー同人誌即売会
http://www.akaboo.jp/

03-3225-8520

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/20(木)-9/23(日)
10:00-18:00▲

ツーリズムEXPOジャパン2018

利用施設
東

世界最大級の旅の祭典・観光産業見本市

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
￥1300
事務局へ

ツーリズムEXPOジャパン推進室

商談
無料
(要登録)

ツーリズムEXPOジャパン推進室

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

フードシステムソリューション事務
局

商談
￥2000
(事前登録
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)
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
事務局へ

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

エヌプラス事務局

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照

EVEX事務局

商談
￥2000
(事前登録
者無料)

SATEX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：
アテックス(株)内

商談
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照
事務局へ

SOUZAI JAPAN 事務局

03-5510-2004

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

9/20(木)-9/21(金)
12:00-18:00

インバウンド・観光ビジネス総合展

東

訪日をはじめとする観光事業ステークホルダーが一堂に会する「観光ビジネ
ス」見本市！

03-5510-2004

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

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

フードシステムソリューション(F-SYS)2018

東1-3

学校・病院・高齢者施設・惣菜工場など、大量調理向け『食』の専門展
http://www.f-sys.info/f-sys/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

フードセーフティジャパン(FSJ) 2018

東1-3

食の安全・安心を実現する製品・技術・サービスの専門展
http://www.f-sys.info/fsj/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

フードファクトリー(FF)2018

東1-3

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

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

フードディストリビューション(FD)2018

東1-3

食品業界の物流効率化を提案する専門展
http://www.f-sys.info/fd/

9/26(水)-9/28(金)

エヌプラス（N＋ ）2018 ～新たな価値をプラスする機械・素
材・技術の展示会～

東1-3

10:00-17:00
設備の生産性向上・高効率化、製品の高付加価値・高機能化を提案す
る産業見本市

03-3503-7319

03-3503-7827

03-3503-7807

03-3503-7623

03-3503-7621

http://www.n-plus.biz

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

EVEX（EV・PHV普及活用技術展）2018

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

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

衛星測位・位置情報展（SATEX）2018

東1-3

測位技術に関わる製品・技術と位置情報活用のサービス・ソリューションが
集まる展示会

03-3503-7660

03-3503-7661

http://www.satex.jp

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

アグリ･ビジネス･ジャパン(ABJ)2018

東1-3

『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

03-3503-7611

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

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

SOUZAI JAPAN
惣菜製造工場における生産・製造設備および衛生管理の専門展
http://www.f-sys.info/souzai/

東1-3

03-3503-7805

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

センサエキスポジャパン 2018

利用施設
東5

センサとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専門展示会

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

フジサンケイビジネスアイ 営業・
事業本部
03-3273-6180

http://www.sensorexpojapan.com/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

第28回計量計測展（INTERMEASURE 2018)

東4・5

最先端の計量計測機器・システムを展示、紹介する総合展示会

商談
無料
(要登録)

一般社団法人 日本計量機器
工業連合会
03-3268-2121

http://intermeasure.org/index.html

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

第9回総合検査機器展（JIMA2018）

東4・5

非破壊検査関連の機器・材料・技術・情報が一堂に集まる展示会

商談
無料
(要登録)

03-3273-6180

http://www.jima-show.jp/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

土壌・地下水浄化技術展

株式会社日本工業新聞社 フ
ジサンケイビジネスアイ営業・事
業本部

東5

土壌や地下水に関する環境測定・分析や浄化技術を集めた展示会

商談
無料
(要登録)

株式会社シー・エヌ・ティ

商談
無料
(要登録)

株式会社シー・エヌ・ティ

商談
無料
(要登録)

株式会社シー・エヌ・ティ

商談
無料
(要登録)

フジサンケイビジネスアイ 営業・
事業本部

03-5297-8855

http://www.sgrte.jp

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

基礎工技術展

東5

インフラを支える基礎工の技術・工法および周辺技術に関する専門展

03-5297-8855

http://www.sgrte.jp

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

地盤改良技術展

東5

地盤改良工法や液状化対策などに関する技術を一堂に集めた専門展

03-5297-8855

http://www.sgrte.jp

9/26(水)-9/28(金)

SUBSEA TECH JAPAN 2018（ 第3回海洋産業技術展）

10:00-17:00

海洋技術・ビジネスの 機器、システム、計測センサの技術、情報に関する
専門展示会

東4・5

03-3273-6180

http://www.subsea-tech.jp/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-18:00▲

IFF MAGIC Japan 2018 Autumn (SS Collection)

西1・2

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

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥1500
事務局へ

SCAJ展示会事務局

商談/一般
￥1000
WEB参照

事務局

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

9/26(水)-9/28(金)
10:00-18:00▲

EDIT 2018 Autumn (SS Collection)

西1・2

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(水)-9/28(金)

SOURCING at IFF MAGIC JAPAN 2018 Autumn (SS
Collection)

西1・2

10:00-18:00▲
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

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

9/26(水)-9/28(金)

SCAJ ワールドスペシャルティコーヒーカンファレンスアンドエ
キシビジョン2018

西3・4

10:00-17:00▲

03-3831-2698

スペシャルティコーヒーに特化したアジア最大のイベント
http://www.scaj.org

9/28(金)-9/30(日)
時間未定

第58回全日本模型ホビーショー
ホビー関連の新製品紹介及び製品販売。各種体験型イベントやジャンク市
を開催。
http://hobbyshow.co.jp/

東7・8

03-3851-8830

期間
時間

9/29(土)-9/30(日)

展示会名
内容
URL

第33回ベビー・キッズ＆マタニティショー2018

9/29 11:00～17:30 , 9/30 10:00～ 消費者に密着した日本最大級の育児の総合展
17:00
http://www.ikuji-tokyo.or.jp

利用施設
西3

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
無料

ベビー・キッズ＆マタニティショー実
行委員会
03-3843-7894

