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展示会名
内容
URL

期間
時間

1/5(土)
11:00-18:00

2018年12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
西1-4

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
03-5530-1193

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/

1/11(金)-1/13(日)
10:00-17:00

骨董ジャンボリー

東1

和洋骨董アンティーク約５００社による販売会

一般
￥1000
(前売あり)
WEB参照

骨董ジャンボリー事務局

一般
￥1500
(前売あり)
WEB参照

HMJ運営事務局

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

0120-817-510

http://www.kottoh-jamboree.com

1/12(土)-1/13(日)
11:00-18:00

ハンドメイドインジャパンフェス冬(2019)

西1・2

日本各地で活動する3千名の作り手がビッグサイトに集う日本最大級のフェ
スティバル

03-6477-0105

https://hmj-fes.jp/

1/13(日)

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

03-6267-4569

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

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第48回 ネプコン ジャパン - エレクトロニクス開発・実装展 -

東1-8、西14

アジア最大級！エレクトロニクス開発・実装展

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

03-3349-8502

https://www.nepconjapan.jp/

1/16(水)-1/18(金)

第48回 インターネプコン ジャパン - エレクトロニクス 製造・
実装技術展 -

東1-8、西14

10:00-18:00▲
アジア最大級のエレクトロニクス製造・実装技術展

03-3349-8502

https://www.nepcon.jp/

1/16(水)-1/18(金)

第36回 エレクトロテスト ジャパン - エレクトロニクス 検査・
試験・測定・分析技術展 -

東1-8、西14

10:00-18:00▲
アジア最大級のエレクトロニクス検査・試験・測定・分析技術展

03-3349-8502

https://www.electrotest.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第20回 半導体・センサ パッケージング技術展

東1-8、西14

高性能化を実現するパッケージ技術の専門展

03-3349-8502

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

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第20回 電子部品・材料 EXPO

東1-8、西14

電子部品・材料が一堂に出展する専門技術展

03-3349-8502

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

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第20回 プリント配線板 EXPO
プリント配線板・材料、設計・開発受託、設計ツールが一堂に出展する専
門展
https://www.pwb.jp/

東1-8、西14

03-3349-8502

展示会名
内容
URL

期間
時間

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第9回 微細加工 EXPO

利用施設
東1-8、西14

微細加工技術が一堂に出展する専門展示会

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

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

03-3349-8502

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

1/16(水)-1/18(金)

第11回 LED・半導体レーザー技術展

10:00-18:00▲

LED・半導体レーザーの全てが集まる専門技術展

東1-8、西14

03-3349-8502

https://www.light-technology.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第3回 ロ ボ デックス - ロボット 開発・活用展 -

東1-8、西14

ロボット開発技術から活用まで網羅したロボット総合展

03-3349-8502

https://www.robodex.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第3回 スマート工場 EXPO

東1-8、西14

製造業IoT、AI、FA/ロボット による工場・物流革新展

03-3349-8502

https://www.sma-fac.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第5回 ウェアラブル EXPO

東1-8、西14

部品・材料、端末、ソリューション、AR VR等が出展する世界最大のウェアラ
ブル総合展

03-3349-8502

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

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第11回 オートモーティブ ワールド

東1-8、西14

カーエレ分野 世界最大の専門展

03-3349-8502

https://www.automotiveworld.jp/

1/16(水)-1/18(金)

第11回 [国 際] カーエレクトロニクス技術展 - カーエレ
JAPAN -

東1-8、西14

10:00-18:00▲
カーエレクトロニクスに関する部品・材料、ソフトウェア、製造装置、技術等が
出展

03-3349-8502

https://www.car-ele.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第10回 EV・HEV 駆動システム技術展 - EV JAPAN -

東1-8、西14

モータ・インバータ、二次電池、充電に関するあらゆる技術が一堂に出展

03-3349-8502

https://www.evjapan.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第9回 クルマの軽量化 技術展

東1-8、西14

クルマの軽量化に必要なあらゆる素材・材料、加工技術、軽量部品などが
一堂に出展

03-3349-8502

https://www.altexpo.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第7回 コネクティッド・カーEXPO

東1-8、西14

テレマティクスサービスやそれを支えるソリューション・技術が出展

03-3349-8502

https://www.connected-car.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第5回 自動車部品＆加工 EXPO - カーメカJAPAN -

東1-8、西14

自動車部品向けの加工技術／装置、試作・量産受託企業が一堂に出展

03-3349-8502

https://www.actpt.jp/

1/16(水)-1/18(金)
10:00-18:00▲

第2回 自動運転 EXPO
自動運転・ADASに関するあらゆる技術・ソリューションが一堂に出展
https://www.autonomous-drive.jp/

東1-8、西14

03-3349-8502

展示会名
内容
URL

期間
時間

1/20(日)

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア

10:00-17:00

日本最大級！全国から約400団体が集結する、移住相談・地域おこし協
力隊募集イベント

利用施設
東1

対象者
入場料
一般
無料

連絡先
TEL
「JOIN移住・交流＆地域おこ
しフェア2019」運営事務局
03-5212-7139

https://www.iju-join.jp/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

ケアショー・ジャパン2019

西3・4

介護・医療・ヘルスケア分野の新製品・サービスが一堂に会する展示商談
会

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

ケアショー・ジャパン事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

健康博覧会事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

健康博覧会事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

健康博覧会事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

健康博覧会事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

健康博覧会事務局

03-5296-1009

https://www.care-show.com/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

メディケアフーズ展2019

西3・4

高齢者食・介護食の専門展示会＆セミナー

03-5296-1009

https://www.care-show.com/medicarefoods/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

介護産業展2019

西3・4

介護用品・設備・サービスの展示商談会

03-5296-1009

https://www.care-show.com/mcs/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

保険外サービス展2019

西3・4

国内唯一、介護保険外サービスの専門展示会

03-5296-1009

https://www.care-show.com/hokengai/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

統合医療展2019

西3・4

医療とヘルスケア産業をつなぐ展示会

03-5296-1009

https://www.care-show.com/togo-iryo/

1/23(水)-1/24(木)
10:00-17:00

ヘルスケアIT

西3・4

国内最大級のヘルスケア×ITイベント

03-5296-1009

http://www.healthcarejapan.com/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

健康博覧会2019

西1・2

国内最大の健康産業ビジネストレードショー

03-5296-1025

http://www.this.ne.jp/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

健康食品･サプリメント展 2019

西1・2

健康食品・サプリメント企業が一堂に集う商談専門展
http://www.this.ne.jp/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

健康機器展 2019

西1・2

健康機器・グッズが一堂に集う商談専門展

03-5296-1025

03-5296-1025

http://www.this.ne.jp/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

ビューティ＆エイジングケア展 2019

西1・2

ビューティ＆エイジングケア商材が一堂に集う商談専門展

03-5296-1025

http://www.this.ne.jp/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

スポーツコンディショニング展 2019
フィットネス＆スポーツ商材が一堂に集う商談専門展
http://www.this.ne.jp/

西1・2

03-5296-1025

展示会名
内容
URL

期間
時間

1/23(水)-1/25(金)

オーガニック＆ナチュラル・プロダクツ展 2019

10:00-17:00

オーガニック＆ナチュラル商材が一堂に集う商談専門展

利用施設
西1・2

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

健康博覧会事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

FOOD DESIGN EXPO 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

一般
￥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
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

商談
無料
(要登録)

WOODコレクション（モクコレ）
2019運営事務局

03-5296-1025

http://www.this.ne.jp/

1/23(水)-1/25(金)
10:00-17:00

FOOD DESIGN EXPO 2019

西1・2

”先端的な機能性食品をプロデュース”する原料サプライヤー、受託製造企
業が集結

03-5296-1025

http://www.fpjapan.jp/

1/23(水)-1/26(土)
10:00-18:00▲

第30回国際宝飾展

東1-4

日本最大の宝飾展です。素材からジュエリー、関連製品までが揃います。

03-3349-8503

https://www.ijt.jp

1/23(水)-1/26(土)
10:00-18:00▲

第7回 ガールズジュエリーEXPO東 京

東1

オトナ女子向け ファッションジュエリー・アクセサリーの専門展

0333498503

https://www.girls-jewel.jp

1/24(木)-1/26(土)
10:00-18:00

第2回資産運用EXPO

東5・6

不動産、株式、投信、金などが集まる日本最大級の資産運用の総合展

03-3349-8503

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

1/27(日)

赤ブーブー通信社主催イベント

10:00-15:00

オンリー同人誌即売会

東1-8

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

1/29(火)-1/30(水)
10:00-17:30▲

1/29(火)-1/30(水)
10:00-18:00▲

WOODコレクション（モクコレ）2019

東7・8

日本各地の地域材を活用した建材や家具等が一堂に会する木材製品の
展示商談会

イベントJAPAN2019

03-6812-8691
西1

プランナー必見の「集客、販売、イベントツール」の展示会

商談/一般
無料
WEB参照
事務局へ

㈱インタークロス・コミュニケーショ
ンズ

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

nano tech 実行委員会事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

TCT Japan 事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

03-5820-7161

http://www.intercross-com.co.jp/event-japan/exhibition_info.html

1/30(水)-2/1(金)

nano tech 2019 第18回 国際ナノテクノロジー総合展・技
術会議

東4-6

10:00-17:00
最先端ナノテクノロジー総合展

03-5657-0760

http://www.nanotechexpo.jp/main/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

TCT Japan 2019

東6

最先端の3Dプリンティング・AM技術の展示会

03-5657-0760

http://www.3dprintingexpo.jp/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

ASTEC2019 第14回先端表面技術展・会議

東4

見る・積む・削る ナノレベルからの表面処理

03-5657-0757

http://www.astecexpo.jp/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

SURTECH2019 表面技術要素展
表面処理・表面改質・表面硬化など幅広い産業分野に欠かせない表面技
術が集結
http://www.surtech.jp/

東4

03-5657-0757

展示会名
内容
URL

期間
時間

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

ENEX2019 第43回地球環境とエネルギーの調和展

利用施設
東1・2

2030年「5,030万kl省エネ」実現に向けて産業・民生分野の省エネを推進

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
無料
(要登録)

株式会社JTBコミュニケーションデ
ザイン
03-5657-0762

http://www.low-cf.jp/east/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

電力・ガス新ビジネスEXPO 2019

東1・2

電力・ガス小売事業支援、異業種協業などエネルギー新ビジネスの創造に
貢献

商談
無料
(要登録)

株式会社JTBコミュニケーションデ
ザイン
03-5657-0762

http://www.low-cf.jp/east/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

Smart Energy Japan 2019

東1・2

次世代エネルギーシステム設計・開発に必要なテクノロジーがここに

商談
無料
(要登録)

JTBコミュニケーションデザイン
03-5657-0762

http://www.low-cf.jp/east/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

InterAqua2019 第10回国際水ソリューション総合展

東1

グローバルなIoT時代における水循環のスマート化を提案

商談
株式会社JTBコミュニケーションデ
￥3000
ザイン
(事前登録
者無料)
03-5657-0757

http://www.interaqua.jp/east/

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

Convertech JAPAN 2019

東2・3

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

JTBコミュニケーションデザイン

西

商談/一般
無料

住まいの耐震博覧会・木と住ま
いの大博覧会 事務局

東1-6

一般
無料

マイナビイベント東京運営事務局

”塗る・貼る・切る”加工機械/技術の総合展

03-5657-0761

http://convertechexpo.com/index.html

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

新機能性材料展2019

東2・3

“ 新しい” 付加価値を創造する機能性マテリアルの総合展

03-5657-0761

http://convertechexpo.com/index.html

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

JFlex 2019

東2・3

「曲がる・伸びる・つながる」フレキシブルデバイスを実現する加工技術と材料
の専門展

03-5657-0761

http://convertechexpo.com/index.html

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

3次元表面加飾技術展2019

東2・3

意匠と機能を融合して新しい価値を生み出す「加飾技術」の専門展

03-5657-0761

http://convertechexpo.com/index.html

1/30(水)-2/1(金)
10:00-17:00

先進印刷技術展2019

東2・3

印刷が切り拓く新たな未来!

03-5657-0761

http://convertechexpo.com/index.html

2/1(金)-2/2(土)
10:00-17:00▲

住まいの耐震博覧会・木と住まいの大博覧会 2019東 京
住宅の耐震化と建材・住設機器の展示会／健康・快適な木材と木造建
築物の博覧会
http://www.nicefair.com

2/2(土)
11:00-17:00

マイナビ業界研究EXPO 東京会場

03-6267-4569

業界研究合同説明会【全学年対象】※「ファッション業界 業界研究フェ
ア」同時開催！
http://job.mynavi.jp/conts/2020/event/index.html

2/6(水)-2/8(金)

第5回 CareTEX2019（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

9:30-17:00
介護用品・高齢者施設向け設備／サービスの商談展
http://caretex.jp

東1-3

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

CareTEX事務局
03-6303-9801

展示会名
内容
URL

期間
時間

2/6(水)-2/8(金)

第2回 健康長寿産業展 ヘルスケアJAPAN2019（ヘルス
ケアジャパン）

利用施設
東1-3

9:30-17:00
健康長寿を実現するために必要な用品・機器・サービスに特化した大規模
専門展

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

ヘルスケアJAPAN事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

Careテクノロジー事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)
WEB参照

CareCITY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
￥3000
(招待券持
参者無料)

マーケティング・テクノロジーフェア
運営事務局

03-6303-9801

http://kenkochoju.net

2/6(水)-2/8(金)

第2回 【次世代】 介護テクノロジー展 Careテクノロジー
2019 （ケアテクノロジー）

東1-3

9:30-17:00
介護現場の様々な課題解決に役立つ、最先端のテクノロジーを一堂に集め
た展示会

03-6303-9801

http://caretech.jp

2/6(水)-2/8(金)

第2回 超高齢社会のまちづくり展 CareCITY 2019 （ ケ ア
シティ）

東1-3

9:30-17:00
超高齢社会に向けた新しいまちづくりのための展示会

03-6303-9801

http://carecity.net

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第30回 日 本 ものづくり ワールド

東4-8、西
1・2

7つの専門展から構成される ものづくり専門展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第30回 設計・製造ソリューション展（DMS）

東4-8、西
1・2

製造業向けITソリューションが集う日本最大級の専門技術展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/dms/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第23回 機械要素技術展（M-Tech）

東4-8、西
1・2

機械要素、加工技術が集まる 専門技術展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/mtech/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第27回 3D＆バーチャル リアリティ展（IVR）

東4-8、西
1・2

最新の3D・VR技術が集まる 専門技術展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/ivr/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第1回 航空・宇宙機器 開発展（AeroTech）

東4-8、西
1・2

航空機部品・開発技術などを集めた 専門技術展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/aerotech/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第1回 工場設備・備品 展 （FacTex）

東4-8、西
1・2

工場向けの設備・備品を集めた 専門展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/factex/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第1回 ものづくり AI/IoT 展

東4-8、西
1・2

製造業における「AI、IoT活用」の 専門展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/aiotex/

2/6(水)-2/8(金)
10:00-18:00▲

第1回 次世代 3Dプリンタ展

東4-8、西
1・2

3Dプリンタ、3Dプリント材料などの 専門展

03-3349-8506

https://www.japan-mfg.jp/3dpt/

2/7(木)-2/8(金)
10:00-17:30

マーケティングテクノロジーフェア 2019
最先端のテクノロジーとノウハウで成功に導く国内最大のマーケティングイベン
ト.
https://www.tfm-japan.com/

西3・4

03-5296-1020

展示会名
内容
URL

期間
時間

2/7(木)-2/8(金)
10:00-17:30

イーコマースフェア 2019 東 京

利用施設
西3・4

国内最大のEC・通販向け一大イベント

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

イーコマースフェア運営事務局

商談
￥3000
(招待券持
参者無料)

マーケティング・テクノロジーフェア
運営事務局

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・ショー事務局

03-5296-1020

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

2/7(木)-2/8(金)
10:00-17:30

コンテンツマーケティングジャパン 2019

西3・4

世界のコンテンツマーケティングをリードする、コンファレンスイベント

03-5296-1020

http://contentmarketingjapan.com/

2/12(火)-2/15(金)
10:00-18:00■

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019

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

03-3843-9851

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

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春
2019LIFEXDESIGN

東7・8

03-3843-9851

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

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 LIFE
X DESIGN アクティブデザイン＆クラフトフェア

東7・8

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)

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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 LIFE
X DESIGN 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 LIFE
X DESIGN 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/

2/12(火)-2/15(金)

第59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
春2019

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

2/12(火)-2/15(金)
10:00-18:00■

第25回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2019

東3・8

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

03-3847-9853
http://www.gourmetdiningstyleshow.com/

2/12(火)-2/15(金)
10:00-18:00■

第5回プレミアムビューティー・ヘルスショー春2019

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
03-3843-9851

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

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 ヤ ン
グファッション＆キッズスタッフフェア

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

商談
無料
(要登録)

ギフト・ショー事務局
03-3843-9851

展示会名
内容
URL

期間
時間

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 ステ
ーショナリー＆ペーパーグッズフェア

利用施設
東1-3

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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 生
活雑貨フェア

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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 イ ン
ポートギフトフェア

東1-8、西14

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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 ア ニ
メ・コミック＆キャラクターライセンスフェア

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

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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

一般
無料

リクナビイベント事務局

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/

2/12(火)-2/15(金)

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 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/

2/16(土)

業界＆仕事研究LIVE 東 京

11:00-18:00

大学生・大学院生・短大生・専門学生・高専生向け業界＆仕事研究イベ
ント

西1-4

03-5530-1193

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

2/17(日)

COMITIA127

11:00-16:00

自主制作漫画誌展示即売会

西1・2

一般
￥1000
(前売あり)
WEB参照

COMITIA実行委員会

東1-7

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HCJ三展合同事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HCJ三展合同事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

HCJ三展合同事務局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

オリジナル商品開発WEEK事務
局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

インバウンドマーケットEXPO事務
局

西1・2

商談/一般
￥21500
WEB参照
事務局へ

Slush Tokyo事務局

東1-8

一般
未定
WEB参照

有限会社ケイ・コーポレーション

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

主催者 リード エグジビション ジャ
パン株式会社

https://www.comitia.co.jp/

2/19(火)-2/22(金)

三展合同 HCJ2019－ 第47回 国際ホテル・レストラン・ショ
ー(HOTERES JAPAN 2019)

10:00-17:00●
ホテル・旅館・飲食・給食・弁当サービス業界の方のための合同展示会

03-3434-1377

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

2/19(火)-2/22(金)
10:00-17:00●

三展合同 HCJ2019－ 第40回 フード・ケータリングショー

東1-7

給食・宅配サービス業界に向けた商談専門展

03-3434-1377

https://www.jma.or.jp/hcj/index.html

2/19(火)-2/22(金)
10:00-17:00●

三展合同 HCJ2019－ 第19回 厨房設備機器展

東1-7

*

03-3434-1377

https://www.jma.or.jp/hcj/index.html

2/19(火)-2/22(金)
10:00-17:00●

オリジナル商品開発WEEK

東8

*

03-3434-1377

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

2/19(火)-2/22(金)
10:00-17:00●

インバウンドマーケット EXPO 201９

東7

*

03-3434-1377

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

2/22(金)-2/23(土)
2019 2/21 9:00~18:00, 2/22
9:00~22:00

Slush Tokyo 2019
日本最大級の国際スタートアップ・テクノロジーイベント
http://tokyo.slush.org/

2/24(日)

HARU COMIC CITY 24

10:00-15:00

オールジャンル同人誌即売会

03-3225-9155

http://www.akaboo.jp

2/27(水)-3/1(金)
10:00-18:00▲

スマートエネルギーWeek 2019
再エネ、蓄電池、スマートグリッドなど、エネルギー分野を幅広く網羅する総
合展示会
http://www.wsew.jp/?press=bigsight

東1-8、西14

展示会名
内容
URL

期間
時間

2/27(水)-3/1(金)

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥5000
(事前登録
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1-8、西14

商談
￥5000
(事前登録
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1-8、西14

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

主催者 リード エグジビション ジャ
パン株式会社

第10回 [国 際] 二次電池展 -バッテリージャパン- （スマート 東1-8、西14
エネルギーWeek 2019内 ）

商談
￥5000
(事前登録
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1-8、西14

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

主催者 リード エグジビション ジャ
パン株式会社

第7回 [国 際] 風力発電展 -WIND EXPO 2019- （スマート 東1-8、西14
エネルギーWeek 2019内 ）

商談
￥5000
(事前登録
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
(事前登録
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1-8、西14

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

主催者 リード エグジビション ジャ
パン株式会社

西3・4

一般
無料

リクナビイベント事務局

利用施設

第15回 [国 際] 水素・燃料電池展 -FC EXPO 2019- （スマ 東1-8、西14
ートエネルギーWeek 2019内 ）

10:00-18:00▲
水素・燃料電池の開発、製造に必要な技術、部材、装置、および燃料電
池システムが出展
http://www.fcexpo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)

第12回 [国 際] 太陽電池展 -PV EXPO 2019- （スマートエ
ネルギーWeek 2019内 ）

10:00-18:00▲
太陽光発電システムの技術、部材、装置、および太陽電池が一堂に出展
する国際商談展
http://www.pvexpo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)

第10回 太陽光発電システム施工展 （スマートエネルギー
Week 2019内 ）

10:00-18:00▲
住宅から産業用まで、太陽光発電の施工、O&M、投資案件など最新の
商材が出展
http://www.pvs-expo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)
10:00-18:00▲

二次電池の開発・製造に必要な部材、装置、および最新の蓄電池が揃う
技術展
http://www.batteryjapan.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)

第9回 [国 際] スマートグリッドEXPO （スマートエネルギー
Week 2019内 ）

10:00-18:00▲
電力の供給・需要を制御し、最適化するために必要な技術、製品が一堂に
出展
http://www.smartgridexpo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)
10:00-18:00▲

部材、装置、関連サービスから風車まで、風力発電の製品・技術が出展す
る国際商談展
http://www.windexpo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)

第4回 [国 際] バイオマス発電展 （スマートエネルギーWeek 東1-8、西14
2019内 ）

10:00-18:00▲
バイオマス発電に必要な燃料や製造装置、計測機器、熱利用技術などが
出展する展示会
http://www.bm-expo.jp/?press=bigsight

2/27(水)-3/1(金)

第3回 [次世代]火力発電EXPO （スマートエネルギー
Week 2019内 ）

10:00-18:00▲
高効率な火力発電のためのプラント部品、保守運用、エンジニアリング技術
が出展
http://www.thermal-power.jp/?press=bigsight

3/2(土)
11:00-17:00

地元で就職したい人のための企業発見LIVE 東 京
2020年3月卒業予定の大学生/大学院生/短大生/専門学生/高専生向け
の合同企業説明会
https://job.rikunabi.com/2020/

03-5530-1196

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/3(日)
11:00-18:00

就活開幕LIVE 東 京

利用施設
西3・4

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
03-5530-1196

2020年3月卒業予定の大学生/大学院生/短大生/専門学生/高専生向け
の合同企業説明会
https://job.rikunabi.com/2020/

3/3(日)
11:00-17:00

理系学生のための企業発見LIVE 東 京

西3・4

一般
無料

リクナビイベント事務局
03-5530-1196

2020年3月卒業予定の大学生/大学院生/短大生/専門学生/高専生向け
の合同企業説明会
https://job.rikunabi.com/2020/

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2019
流通小売業向け店舗装飾、建築材料、情報システム、セキュリティ機器の
総合展

東1-8、西1- 商談/一般
4
￥3000
(招待券持
参者無料)

イベント事業部「日経メッセ主催
者事務局」
03-6256-7355

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

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

JAPAN SHOP 2019（ 第48回 ）

東4・5

商空間デザインと店舗装飾に関わる最新製品が集まる日本最大級の店舗
総合見本市

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

イベント事業部「JAPAN SHOP
主催者事務局」

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

イベント事業部「建築・建材展
主催者事務局」

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

イベント事業部「リテールテック
JAPAN主催者事務局」

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

イベント事業部「SECURITY
SHOW主催者事務局」

商談/一般
￥3000
(事前登録
者無料)

イベント事業部「ライティング・フェ
ア主催者事務局」

商談/一般
無料
(要登録)

イベント事業部「フランチャイズ・
ショー主催者事務局」

03-6256-7355

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

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

建築・建材展2019（ 第25回 ）

東5・6

住宅・店舗・ビル向け各種建材や設備機器、ソフト、工法などを紹介する
建築総合展

03-6256-7355

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

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

リテールテックJAPAN 2019（ 第35回 ）

東1-3

流通業のビジネスを支える最新IT機器・システム、関連サービスが一堂に集
まる展示会

03-6256-7355

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

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

SECURITY SHOW 2019（ 第27回 ）

東7・8

防犯カメラや警備システムなど社会の安全・安心を守る製品・サービスを紹
介する展示会

03-6256-7355

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

3/5(火)-3/8(金)
10:00-17:00●

ライティング・フェア 2019（ 第14回 ）

西1・2

最新の照明機器・デバイス・部材から、光を使った空間演出や各種用途を
提案する展示会

03-6256-7355

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

3/6(水)-3/8(金)
10:00-17:00●

フランチャイズ・ショー2019（ 第35回 ）

西3・4

フランチャイズ本部による加盟店募集など、ビジネスマッチングの展示商談会

03-6256-7355
http://messe.nikkei.co.jp/fc/

3/9(土)
11:00-17:30

マイナビMEGA就 職EXPO 東京会場

東4-8、西14

一般
無料

マイナビ就職EXPO東京運営事
務局

日本最大級！学生向け合同会社説明会【2020年卒業予定者対象】
03-6267-4569
http://job.mynavi.jp/conts/2020/event/index.html

3/10(日)

企業発見＆選考準備LIVE 東 京

11:00-18:00

2020年3月卒業予定の大学生/大学院生/短大生/専門学生/高専生向け
の合同企業説明会
https://job.rikunabi.com/2020/

西1-4

一般
無料

リクナビイベント事務局
03-5530-1193

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/12(火)-3/15(金)
10:00-17:00▲

2019 NEW環境展

利用施設
東1-6

環境技術・サービスを一堂に展示、環境関連産業の発展を目的とします。

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談/一般
￥1000
(招待券持
参者無料)

2019NEW環境展 事務局

商談/一般
￥1000
(招待券持
参者無料)

2019地球温暖化防止展 事務
局

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥3000
(事前登録
者無料)

UBM Japan 株式会社

商談
￥1000
(事前登録
者無料)
WEB参照

国際オートアフターマーケット
EXPO運営事務局

関係者の
み
無料

ジャパン建材株式会社

一般
未定
WEB参照

赤ブーブー通信社

一般
無料

マイナビ就職EXPO東京運営事
務局

03-3262-3562

http://www.nippo.co.jp/n-expo019/

3/12(火)-3/15(金)
10:00-17:00▲

2019地球温暖化防止展

東1-6

環境・温暖化防止関連産業の発展を目的とします。

03-3262-3562

http://www.nippo.co.jp/stop-ondanka19/

3/13(水)-3/15(金)
10:00-18:00▲

IFF MAGIC JAPAN 2019 MARCH (edition:05)

東7・8

幅広い層のブランド、バイヤーが集まる日本最大級のファッション展

03-5296-1026

http://www.iff-magic.com

3/13(水)-3/15(金)
10:00-18:00▲

EDIT, 2019 MARCH (edition:05)

東7・8

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

3/13(水)-3/15(金)

SOURCING at IFF MAGIC JAPAN 2019 MARCH
(edition:05)

東7・8

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

3/13(水)-3/15(金)
10:00-17:00▲

第17回国際オートアフターマーケットEXPO2019

西3・4

自動車アフターマーケットに関する最新情報、業界動向を発信するコンベン
ション

03-5565-1642

http://www.iaae-jp.com

3/15(金)-3/16(土)
9:30-17:00●

第41回 ジャパン建材フェア

西1・2

住宅建材展示即売会

3/17(日)

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

西2-4

0355340651

03-3225-8520

http://www.akaboo.jp/

3/18(月)

マイナビ就職EXPO 東京会場

11:00-17:30

日本最大級！学生向け合同会社説明会【2020年卒業予定者対象】

西1・2

03-6267-4569
http://job.mynavi.jp/conts/2020/event/index.html

3/18(月)-3/20(水)
10:00-18:00▲

ライセンシングエキスポジャパン2019

東

ライセンス業界に特化した国際ネットワーキングイベント

商談/一般
￥1000
(事前登録
者無料)

UBMジャパン(株）

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.licensingexpojapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

ジャパンライフサイエンスウィーク 2019

東

最終製剤に特化した委託、販売ライセンス譲渡、事業提携のための国際エ
キスポ

03-5296-1020

http://www.japanlifescienceweek.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

CPｈI Japan 2019（国際医薬品原料・中間体展2019）
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

03-5296-1020

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

ICSE Japan 2019（ 製薬業界受託サービスエキスポ2019）

利用施設
東

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）

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

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/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

P-MEC Japan 2019（ 医薬品原料・機器装置展2019）

東

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/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

BioPh Japan 2019（ バイオファーマジャパン2019）

東

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/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

InnoPack Japan 2019（DDS・医薬品包装展2019）

東

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/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

ファインケミカルジャパン2019

東

新しい機能や素材の開発を促進するための技術、製品情報等、化学業界
に特化した展示会

03-5296-1020

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

3/18(月)-3/20(水)

Medtec Japan 2019 医療機器の設計と製造に関する展
示会・セミナー

東

10:00-17:00
アジア最大級の医療機器の設計と製造に関する展示会・セミナー

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

介護・福祉 ロボット&機 器 開発展

東

介護・福祉 ロボット&機器、及びそれを製造するための部品・部材が会する
商談展

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

ElectroMED Japan 2019 医療用エレクトロニクス展

東

医療用エレクトロニクス展

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

Smart Health Japan 2019 医 療ICT・在宅医療展

東

医療ICT・在宅医療展

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

Test Kit Japan 2019 検査キット完成品＆開発展

東

検査キット完成品＆開発展

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

ファーマIT & デジタルエキスポ 2019

東

製薬業界に特化したIT/テクノロジーをテーマとしたイベント

03-5296-1020

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

3/18(月)-3/20(水)
10:00-17:00

FDF最終製剤エキスポ 2019
最終製剤に特化した委託、販売ライセンス譲渡、事業提携のための国際エ
キスポ
http://www.cphijapan.com/

東

03-5296-1020

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/18(月)-3/20(水)

MedTech City メディカルシティ・災害医療 創造技術展
2019

利用施設
東

10:00-17:00
災害医療の国際展

対象者
入場料

連絡先
TEL

商談
￥5000
(事前登録
者無料)

Medtec Japan 事務局

一般
WEB参照

東京モーターサイクルショー運営
事務局

03-5296-1034

http://www.medtecjapan.com/

3/22(金)-3/24(日)
10:00-18:00▲

第46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イベント
03-5638-6406
http://www.motorcycleshow.org/

3/23(土)-3/24(日)
10:00-17:00

AnimeJapan 2019

東1-8

アニメ関連企業･団体が多数出展し、展示･グッズ販売、ステージ等を行うア
ニメ見本市

一般
￥2200
WEB参照

AnimeJapan運営事務局[株式
会社ソニー・ミュージックコミュニケ
ーションズ]
03-5786-8898

https://www.anime-japan.jp/

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第6回 ファッション ワールド 東京【春】

東1・2

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

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/一般
￥2000
(事前登録
者無料)
WEB参照

メッセフランクフルト ジャパン（株）

一般
￥1500
(予定)
WEB参照

一般社団法人ジャパンケネルクラ
ブ

03-3349-8519

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

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第6回 国 際 アパレルEXPO【春】

東1・2

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.fashion-tokyo.jp/apparel/

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第6回 国 際 バッグEXPO【春】

東1・2

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.fashion-tokyo.jp/bag/

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第6回 国 際 シューズEXPO【春】

東1・2

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.fashion-tokyo.jp/shoes/

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第4回 ファッション 生産・素材ワールド 東京【春】

東1・2

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

03-3349-8519

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

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第4回 国 際 生地・素材EXPO【春】

東1・2

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.fashion-factory.jp/tex/

3/27(水)-3/29(金)
10:00-17:00

第4回 国 際 ファッションOEM EXPO【春】

東1・2

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.fashion-factory.jp/oem/

3/28(木)-3/31(日)

Interpets（インターペット）～人とペットの豊かな暮らしフェア
～

東3・7・8

10:00-17:00
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。

03-3262-8460

http://www.interpets.jp

3/29(金)-3/31(日)
時間未定

FCIジャパンインターナショナルドッグショー2019
国内最大数のドッグショー
https://www.jkc.or.jp

東5・6

03-3251-1651

展示会名
内容
URL

期間
時間

3/31(日)

スプリングオンリーフェスタ2019

11:00-15:00

アマチュアコミックの展示即売会/コスプレ(仮装)交流会
http://www.youyou.co.jp/

利用施設
西3・4

対象者
入場料

連絡先
TEL

一般
未定
WEB参照
事務局へ

チケットゆう
03-5828-0011

