掲載範囲： 2018年8月1日 ～ 2018年10月31日
展示会名
内容
URL

期間
時間

8/3(金)-8/5(日)
10:00-17:00

2018年7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

骨董ジャンボリー

利用施設
東1

世界中の骨董、アンティークが一堂に

対象者
入場料

連絡先
TEL

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

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

Maker Faire Tokyo 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

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

8/19(日)

COMITIA125

11:00-16:00

自主制作漫画誌展示即売会

関係者の
み
無料

QD推進部
07014668435

東2・3

一般
￥1000
(前売あり)
WEB参照

COMITIA実行委員会

東7

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

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

8/22(水)-8/24(金)
10:00-17:00

エンディング産業展2018
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

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

ダーツを愛するすべての方へ贈る、日本最大級のダーツイベント。
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

8/30(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

対象者
入場料

連絡先
TEL

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

一般
無料

日経IR・投資フェア事務局

利用施設

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

03-3626-2251

https://www.tokobi.or.jp/sds/

8/31(金)-9/1(土)
10:00-17:00

日 経IR・投資フェア2018

東4

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

東1-8、西14

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

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

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4-6

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 フ ラ
ワー・グリーン＆ガーデングッズフェア

利用施設
東4-6

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 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

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 生
活雑貨フェア

東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/

9/4(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

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 人 と
環境に配慮したEthical Styleフ ェ ア

利用施設
東4-6

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
事務局へ

ギフト・ショーＬＩＦＥ×ＤＥＳＩＧＮ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 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

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 スポ
ーツ＆プレイング・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
2018LIFEXDESIGN

東7

10:00-18:00■
03-3843-9851

暮らしデザイン新時代
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
2018LIFEXDESIGN アクティブデザイン＆クラフトフェア

東7

10:00-18:00■
暮らし・デザイン・新時代

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

03-3843-9851

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
2018LIFEXDESIGN アクティブクリエイターズ

東7

10:00-18:00■

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
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
2018LIFEXDESIGN 伝統とmodernの日本ブランドフェア

東7

10:00-18:00■

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
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
2018LIFEXDESIGN SOZAI展

東7

10:00-18:00■

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
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
2018LIFEXDESIGN リノベーションゾーン

10:00-18:00■
暮らし・デザイン・新時代
http://www.giftshow.co.jp/

東7

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
2018LIFEXDESIGN リノベーション家具フェア

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

東7

一般
無料

ブレフェス2018事務局

西1・2

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
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

投資EXPO事務局

利用施設
東7

10:00-18:00■

03-3843-9851

暮らし・デザイン・新時代
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
2018LIFEXDESIGN LIFE STYLINGS

東7

10:00-18:00■

03-3843-9851

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

9/9(日)
10:00-18:00

ブレフェス2018
「ブレイブ フロンティア」シリーズのオフラインイベント「ブレフェス2018」
https://www.bravefrontier.jp/brave-fes/2018/

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
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)
9/15 13:00～19:00, 9/16 9:30～
19:00

投 資EXPO
新しい投資と出会う大規模イベント
http://toushi.homes.co.jp/

東7

03-6774-1672

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/15(土)-9/16(日)
9/15 13:00～19:00, 9/16 9:30～
19:00

賃貸経営EXPO

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
￥3000
(事前登録
者無料)
WEB参照

賃貸経営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

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

利用施設
東7

すべての賃貸オーナー様に贈る賃貸経営を学び、新しい喜びに出会う祭典
が始まります！

0120-279-508

https://tsunagu8-event.com/tokyo-home/

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

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

9/20(木)-9/23(日)
10:00-18:00▲

ツーリズムEXPOジャパン2018

東

世界最大級の旅の祭典・観光産業見本市

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

東1-3

03-3503-7660

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

衛星測位・位置情報展（SATEX）2018

利用施設
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

対象者
入場料

連絡先
TEL

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

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

03-3503-7661

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

東1-3

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/

9/26(水)-9/28(金)
10:00-17:00

センサエキスポジャパン 2018

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

03-3503-7805

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

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

9/26(水)-9/28(金)
10:00-18:00▲

EDIT 2018 Autumn (SS Collection)
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
http://www.iff-magic.com

西1・2

03-5296-1026

展示会名
内容
URL

期間
時間

9/26(水)-9/28(金)

SOURCING at IFF MAGIC JAPAN 2018 Autumn (SS
Collection)

利用施設
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

対象者
入場料

連絡先
TEL

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)

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
キシビション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.scajconference.jp/

9/28(金)-9/30(日)
時間未定

第58回全日本模型ホビーショー

東7・8

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。

03-3851-8830

http://hobbyshow.co.jp/

9/29(土)

インターンシップ&仕事研究LIVE 東 京

10:00-17:00

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

西1・2

一般
無料

リクナビイベント事務局
03-5530-1192

https://job.rikunabi.com/2020/

9/29(土)-9/30(日)

第33回ベビー・キッズ＆マタニティショー2018

西3

一般
無料

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

10/2(火)-10/5(金)
10:00-17:00

2018 東京国際包装展

ベビー・キッズ＆マタニティショー実
行委員会
03-3843-7894

東1-6

包装の最新情報が一堂に集まる国際包装展

一般
￥1000
(招待券持
参者無料)

2018東京国際包装展事務局

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)

FISMA TOKYO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

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

商談/一般
無料
(要登録)

H.C.R.2018 事務局

03-3543-1189

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

10/3(水)-10/4(木)
10:00-17:00

55th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展

西3

アパレル生産に関わる機器やシステム、副資材などが一堂に会する展示会

03-3503-7611

http://www.fisma.tokyo/

10/3(水)-10/5(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2018）

西1・2

健康・機能性食品素材の展示会＆会議

03-5296-1017

http://www.hijapan.info/

10/3(水)-10/5(金)
10:00-17:00

フード・テイストジャパン（食品開発展2018）

西1・2

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

10/3(水)-10/5(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2018）

西1・2

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

10/7(日)

COMIC CITY SPARK 13

10:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

東1-6

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

10/10(水)-10/12(金)
10/10～11 10:00～17:30, 10/12
10:00～16:00

第45回 国際福祉機器展 H.C.R.2018
高齢者・障害者の自立生活を支えるためのアジア最大規模の介護・福祉
機器展示会
https://www.hcr.or.jp

東1-8

展示会名
内容
URL

期間
時間

10/10(水)-10/12(金)
10:00-17:00

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2018

利用施設
西1・2・4

あらゆるリスク対策を網羅した国内最大級の危機管理総合トレードショー。
http://www.kikikanri.biz/

10/13(土)

マイナビインターンシップEXPO 東京会場

12:00-17:00

各業界の人気企業が大集結！インターンシップ合同説明会【全学年対
象】

東4-6

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥2000
(招待券持
参者無料)
WEB参照

RISCON TOKYO事務局

一般
無料

マイナビインターンシップイベント東
京運営事務局

03-3503-7641

03-6267-4569

http://job.mynavi.jp/conts/2020/event/index.html

10/14(日)

chara1 oct. 2018

11:00-17:00

キャラクターコンテンツの公式メーカー＆グッズの展示即売会

西2

一般
無料

character1 JAPAN事務局

西1

商談
無料
(要登録)

綜合ユニコム（株）「レジャー＆サ
ービス産業展」事務局

http://www.character1.jp

10/15(月)-10/16(火)
10:00-17:00

レジャー＆サービス産業展2018
レジャー・サービス業界関係者向けのビジネス展示会・商談会

03-3563-0420
http://www.sogo-unicom.co.jp/lsi/index.html

10/15(月)-10/16(火)
10:00-17:00

レジャーホテルフェア2018

西1

レジャーホテル業界関係者向けのビジネス展示会・商談会

商談
無料
(要登録)

綜合ユニコム（株）「レジャーホテ
ルフェア」事務局
03-3563-0420

http://www.sogo-unicom.co.jp/pbs/fair/lhf/2018/index.html

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

日 経 xTECH EXPO 2018

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

情報システム全般からIoT・クラウド・AIの活用まで最先端のICTに関する総
合イベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

エンタープライズICT 2018
企業情報システムの構築・運用に関する製品・サービスが一堂に集結する
専門イベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

クラウド・インパクト 2018
クラウドコンピューティングの構築・活用に関する専門イベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

セキュリティ・ソリューション 2018
サイバーセキュリティや情報漏えい対策など、情報セキュリティに関する専門イ
ベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

IoT Japan 2018
IoT（Internet of Things）活用のための技術・製品･サービスに関する専門イ
ベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

人工知能／ビジネスAI 2018
人工知能や機械学習、ディープラーニングなどAIのビジネス利用に関する専
門イベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

FinTech＆ブロックチェーン 2018
FinTechとブロックチェーン技術に関する専門イベント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

展示会名
内容
URL

期間
時間

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

デジタルものづくり 2018

対象者
入場料

連絡先
TEL

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東1-3

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

日経BP社 ITイベント事務局

東4・5

商談
￥1000
(事前登録
者無料)

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)

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)

日刊工業新聞社 業務局 イベ
ント事業部

利用施設

ものづくりのデジタル化、スマートファクトリー実現に向けた製品・サービスの専
門展
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

建設テック 2018
建設分野の情報化やIT（情報技術）導入をテーマとする技術フォーラム・展
示会
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

デジタルヘルスDAYS 2018
医療・健康・介護分野の情報化のための製品・サービスに関する専門イベン
ト
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:30

働き方改革 2018
テレワーク、RPAなど「働き方改革」推進のためのIT活用に関する専門イベ
ント
http://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/ex/

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:00

2018洗浄総合展
洗浄関連装置・溶剤、防錆・防食関連、乾燥・静電気対策関連

03-5644-7221

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

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:00

Japan Robot Week 2018

東5

サービスロボットおよびロボット関連技術を一堂に集めたロボット専門展

03-5644-7221

http://biz.nikkan.co.jp/eve/s-robot

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:00

モノづくりマッチングJapan2018

東4・5

3D造形、革新材料・複合材料、高精度加工、エコモノづくり、連携体・共
同受注体で構成

03-5644-7221

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

10/17(水)-10/19(金)
10:00-17:00

SAMPE JAPAN 先端材料技術展2018

東4・5

商談
日刊工業新聞社 業務局イベン
￥1000
ト事業部
(事前登録
者無料)
03-5644-7221

東7・8

商談/一般
未定

World Robot Summit 事務局

西1・2

商談/一般
￥1500
(前売あり)
WEB参照

日本楽器フェア協会

東4・5

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

航空・宇宙、自動車・鉄道、ロボット・産業機械などの分野での先端材料、
加工品・技術
https://biz.nikkan.co.jp/eve/sampe/

10/17(水)-10/21(日)
時間未定

World Robot Summit 2018
課題に挑戦する競技や、実演や活用事例の展示を行うわが国初のロボット
競演会
http://worldrobotsummit.org/

10/19(金)-10/21(日)
10/19 10:00～19:00,10/20 10:00
～18:00,10/21 10:00～17:00

2018楽器フェア
多くの楽器、関連商品を展示、最新の音楽・楽器情報や演奏の楽しさ、魅
力を紹介！
http://www.musicfair.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-18:00▲

第31回 国際メガネ展 -IOFT 2018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
https://www.ioft.jp/ja-jp.html

03-3349-8508

展示会名
内容
URL

期間
時間

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第9回 ファッション ワールド 東京【秋】

利用施設
東1-3

秋・春と年に2回開催される、日本最大のファッション総合展

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)
WEB参照

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
無料
(要登録)

リッキービジネスソリューション株
式会社

03-3349-8519

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

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第6回 国 際 アパレルEXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.apparel-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第7回 国 際 バッグEXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.bag-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第7回 国 際 シューズEXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.shoes-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)

第5回 国 際 メンズファッションEXPO【秋】 -MEN'S
TOKYO-

東1-3

10:00-17:00
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

03-3349-8519

https://www.mfs-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第9回 国 際 アクセサリーEXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.ac-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第4回 ファッション 素材・生地ワールド 東京【秋】

東1-3

秋・春と年に2回開催される、世界中のOEM企業と生地・副資材が出展す
る展示会

03-3349-8508

https://www.fashion-factory.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第4回 国 際 生地・素材EXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.textile-expo.jp/

10/22(月)-10/24(水)
10:00-17:00

第4回 国 際 ファッションOEM EXPO【秋】

東1-3

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

03-3349-8519

https://www.oem-expo.jp/

10/23(火)-10/24(水)
10:00-17:00

地方銀行 フードセレクション2018

西1・2

全国の地方銀行がおすすめする地域の逸品を紹介する、地域食材に特化
した商談会

03-3282-7712

http://food-selection.com/

10/23(火)-10/24(水)
9:30-17:30●

地方自治情報化推進フェア2018
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
https://www.j-lis.go.jp/

西3・4

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

