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月別開催スケジュール

※会期、会場、展示会名が変更されることもありますので照会先で確認して下さい。

１月
１月６日㈮・７日㈯
セラトピア土岐

2012市工連美濃焼新春見本市
土岐市陶磁器工業協同組合連絡協議会：☎0572（57）6101

１月６日㈮～８日㈰
東京ビッグサイト

骨董ジャンボリー
骨董ジャンボリー実行委員会：☎0120（817）510

１月７日㈯～９日㈪
幕張メッセ

Pet博 2012 in 幕張
Pet博運営事務局：☎06（6352）7942

１月７日㈯～15日㈰
東京ドーム

ふるさと祭り東京 2012～日本のまつり・故郷の味
ふるさと祭り東京実行委員会事務局：☎03（3817）6362 168

１月11日㈬～14日㈯
東京ビッグサイト

第23回国際宝飾展（IJT）
リード エグジビション ジャパン㈱：☎03（3349）8503 250

１月11日㈬～14日㈯
東京ビッグサイト

第１回高級アイテムEXPO
リード エグジビション ジャパン㈱：☎03（3349）8503 250

１月13日㈮～15日㈰
幕張メッセ

東京オートサロン 2012 with NAPAC（TAS 2012）
東京オートサロン事務局：☎03（6418）3933 243

１月14日㈯～16日㈪
福岡国際センター

第49回家具ショージャパン 2012
福岡家具商組合事務局：☎092（291）1247

１月15日㈰
京セラドーム大阪

次世代ワールドホビーフェア'12 Winter 大阪大会
次世代ワールドホビーフェア事務局：☎03（5389）8101 216

１月17日㈫・18日㈬
ポートメッセなごや

平成24年新春園芸資材大見本市（新春見本市）
常滑陶磁器卸商業協同組合：☎0569（35）2455 253

１月18日㈬・19日㈭
サンシャインシティ・コンベンションセンター

焼肉ビジネスフェア 2012 in 東京
㈱エヌイーオー企画：☎03（3523）2722 227

１月18日㈬～20日㈮
東京ビッグサイト

第41回インターネプコン ジャパン
リード エグジビション ジャパン㈱：☎03（3349）8502 126

１月18日㈬～20日㈮
東京ビッグサイト

第29回エレクトロテスト ジャパン
リード エグジビション ジャパン㈱：☎03（3349）8502 112

１月18日㈬～20日㈮
東京ビッグサイト

第13回プリント配線板EXPO（PWB EXPO）
リード エグジビション ジャパン㈱：☎03（3349）8502 127
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都市別開催スケジュール

※会期、会場、展示会名が変更されることもありますので照会先で確認して下さい。

●札幌
２月28日㈫・29日㈬
札幌コンベンションセンター

2012 SKI EXPO Japan
日本スキー産業振興協会：☎03（3219）2532

４月７日㈯・８日㈰（予定）
アクセスサッポロ

2012 さっぽろ軽自動車フェア（軽フェア）
札幌地区軽自動車協会：☎011（768）3955 246

６月７日㈭～９日㈯
札幌コンベンションセンター

メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ 2012
（一社）日本医療機器学会：☎03（3813）1062 194

11月８日㈭・９日㈮
アクセスサッポロ

ビジネスEXPO「第26回北海道 技術・ビジネス交流会」
北海道 技術・ビジネス交流会実行委員会事務局：☎011（716）9150 72

●山形
２月11日㈯～13日㈪
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

YBCおいしいものフェア 2012
山形放送㈱営業部：☎023（622）6161

２月25日㈯・26日㈰
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

健康・元気サポートフェア 2012
㈱山形新聞社：☎023（622）5271

４月21日㈯・22日㈰
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

YTSマンモスフリーマーケット 2012
㈱山形テレビ 販促事業部：☎023（647）1310

９月１日㈯・２日㈰
山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

住宅リフォームフェア 2012 in 山形
㈱山形テレビ：☎023（645）1211

●宇都宮
９月中旬（予定）
マロニエプラザ（予定）

とちぎ住宅フェア 2012
住宅フェア栃木実行委員会事務局：☎028（622）1111 174

●所沢
５月中旬（予定）
西武ドーム

国際バラとガーデニングショウ
国際バラとガーデニングショウ組織委員会：☎03（5292）3560 255
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プラスチック・セラミック加工機械

第３回高機能フィルム技術展 

（フィルムテックジャパン）

◆会期／2012年４月11日㈬～13日㈮

◆開場時間／10：00～18：00 ※最終日は17：00まで

◆会場／東京ビッグサイト（東ホール）〔東京〕

◆テーマ／高機能フィルムの研究・開発・成形・加

工技術が一堂に出展する国際展

◆主催／リード エグジビション ジャパン㈱

◆主要出展物／原料・添加剤、成形機械、金型・金

型関連製品、リサイクル、重合・コンパウンド設備、

成形機部品/周辺機器、二次加工、検査・測定・試

験機器など

◆出展料金／※要問合せ

◆出展申込期限／※満小間になり次第

◆出展者説明会／未定

◆予定出展社数／350社

◆予想入場者数／５万人  ※ファインテック ジャパ

ン含む

◆入場方法／有料（5000円）、登録制（事前登録およ

び招待状持参者は無料）

◆同時開催展／高機能プラスチック展、ファインテ

ック ジャパン、Photonix

◆開催頻度／毎年（第１回＝2010年４月）

◆次回会期・会場／未定〈東京ビッグサイト〉

◆前回実績／会期：2011年４月13日～15日、会場：

東京ビッグサイト〔東京〕、出展者数：184社、入場

者数：39 ,245人  ※同時開催展を含む

〈照会先〉

リード エグジビション ジャパン㈱／高機能フィル

ム技術展事務局

〒163-0570 東京都新宿区西新宿１-26-２ 新宿野

村ビル18Ｆ

☎ 03（3349）8568 Fax 03（3349）0598

http://www.filmtech.jp

第１回高機能プラスチック展 

（プラスチック ジャパン）

◆会期／2012年４月11日㈬～13日㈮

◆開場時間／10：00～18：00 ※最終日は17：00まで

◆会場／東京ビッグサイト（東ホール）〔東京〕

◆テーマ／エンプラ、スーパーエンプラ、高機能樹

脂を材料とした高機能プラスチックの研究・開発・

成形・加工技術が一堂に出展する国際展

◆主催／リード エグジビション ジャパン㈱

◆主要出展物／原料・添加物、成形機械、金型・金

型関連製品、リサイクル、重合・コンパウンド設備、

成形機部品/周辺機器、二次加工、検査・測定・試

験機器

◆出展料金／※要問合せ

◆出展申込期限／※満小間になり次第

◆予定出展社数／300社

◆予想入場者数／２万5000人

◆入場方法／有料（5000円）、登録制（事前登録およ

び招待状持参者は無料）

◆同時開催展／高機能フィルム技術展、ファインテ

ック ジャパン、Photonix

◆開催頻度／（第１回＝2012年４月）

◆次回会期・会場／未定〈東京ビッグサイト〉

〈照会先〉

リード エグジビション ジャパン㈱／高機能プラス

チック展事務局

〒163-0570 東京都新宿区西新宿１-26-２ 新宿野

村ビル18Ｆ

☎ 03（3349）8568 Fax 03（3349）0598

http://www.plas.jp

N-PLAS 2012 〈３回〉

◆会期／2012年９月19日㈬～21日㈮

◆開場時間／10：00～17：00

◆会場／東京ビッグサイト（東ホール）〔東京〕

◆テーマ／「高付加価値化」と「環境負荷低減」を

テーマにしたプラスチック材料と技術の展示会

◆主催／㈳プラスチック工業技術研究会

◆主要出展物／「次世代自動車」・「FPD・LED・太

陽電池」・「メディカル」・「パッケージ」の各ユーザ

ー業界へ向けたプラスチックの新素材および加工機

械・技術によるユーザー課題解決の提案
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運営事務局

〒100-0004 東京都千代田区大手町１-１-３ 大手

町センタービル12Ｆ

☎ 03（6212）5231 Fax 03（6212）5225

http://www.inter-bee.com

IT機器・ソフト・事務処理機器

ネット＆モバイル通販ソリューションフェア 

2012 in 東京（通販フェア） 〈５回〉

◆会期／2012年３月１日㈭・２日㈮

◆開場時間／10：00～18：00

◆会場／サンシャインシティ・コンベンションセン

ター（展示ホールＤ）〔東京〕

◆テーマ／ネット通販、モバイル通販成功のための

ノウハウが一堂に！

◆主催／UBMジャパン㈱

◆主要出展物／ECサイト構築、システム構築、マー

ケティング、解析ツール、顧客管理、コンタクトセ

ンター、課金・決済、電子認証、CRM、ロジスティ

ック、セキュリティコマースなど

◆募集小間数／130小間

◆出展料金／52万5000円（3 .0ｍ×2 .0ｍ）～

◆出展申込期限／2011年12月２日㈮

◆出展者説明会／未定

◆予定出展社数／未定

◆予想入場者数／7000人

◆入場方法／有料（3000円）、登録制（事前登録およ

び招待状持参者は無料）

◆併催行事／基調講演、特別講演、事例講演、スペ

シャル事例

◆開催頻度／毎年（第１回＝2008年２月）

◆次回会期・会場／2013年３月〈サンシャインシテ

ィ・コンベンションセンター〉

◆前回実績／会期：2011年２月24日・25日、会場：

サンシャインシティ・コンベンションセンター、出

展小間数：99小間、出展者数：79社、入場者数：

6 ,625人

〈照会先〉

UBMジャパン㈱／ネット＆モバイル通販ソリュー

ションフェア運営事務局

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１-８-３ 神田

91ビル２Ｆ

☎ 03（5296）1020 Fax 03（5296）1018

http://www.tsuhan-fair.com

第21回ソフトウェア開発環境展（SODEC）

◆会期／2012年５月９日㈬～11日㈮

◆開場時間／10：00～18：00 ※最終日は17：00まで

◆会場／東京ビッグサイト〔東京〕

◆主催／リード エグジビション ジャパン㈱

◆主要出展物／アプリケーション開発ツール、構成

管理ツール、ドキュメント作成ツール、リバースエ

ンジニアリングツール、GUI作成ツール、ビジュア

ルプログラミングツール、テスト・デバッグ・チュ

ーニングツール、プロジェクト管理ツール、運用管

理・支援ツール、ジェネレーター、開発アウトソー

シングサービス、帳票作成ツール、帳票システム、

その他関連製品など

◆募集小間数／未定

◆出展料金／※要問合せ

◆出展申込期限／※満小間になり次第

◆出展者説明会／未定

◆予定出展社数／1500社  ※同時開催展を含む

◆予想入場者数／14万人  ※同時開催展を含む

◆入場方法／有料（5000円）、登録制（事前登録およ

び招待状持参者は無料）

◆併催行事／専門セミナー

◆同時開催展／組込みシステム開発技術展、デー

タウェアハウス＆CRM EXPO、データストレージ

EXPO、情報セキュリティEXPO春、ダイレクトマ

ーケティングEXPO、Web＆モバイルマーケティン

グEXPO春、ワイヤレスM2M展、クラウドコンピ

ューティングEXPO春、スマートフォン＆モバイル

EXPO春、RFIDソリューションEXPO、データセン

ター構築運用展

◆開催頻度／毎年（第１回＝1992年７月）

◆次回会期・会場／〈東京ビッグサイト〉

◆前回実績／会期：2011年５月11日～13日、会場：

東京ビッグサイト〔東京〕、出展者数：1 ,241社、入
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カナダ・モータースポーツ・エキスポ� �2/10〜12
Canadian Motorsports Expo� �トロント
　

ハリファックス・フランチャイズビジネス展� �2/11・12
The National Franchise & Business Opportunities Show-Halifax��ハリファックス
　

春季フィッシング・ボートショー� �2/17〜20
Spring Fishing & Boat Show� �トロント
　

ハリファックス国際ボートショー� �2/23〜26
Halifax International Boat Show� �ハリファックス
　

バンクーバー国際エステティック・スパ展� �2/26・27
Esthetique Spa International-Vancouver� �バンクーバー
　

トロント国際自転車展� �3/2〜4
Toronto International Bicycle Show� �トロント
　

モントリオール・ギフトショー� �3/4〜7
Montreal Gift Show� �モントリオール
　

トロント・ワイン・チーズ展� �3/16〜18
Toronto Wine & Cheese Show� �トロント
　

カナダ・ホームショー� �3/16〜25
The National Home Show� �モントリオール
　

トロント春季モーターサイクルショー� �3/17・18
Toronto Spring Motorcycle Show� �トロント
　

IFAIカナダ国際ファブリックショー� �3/29・30
IFAI Expo Canada� �トロント
　

トロント・ビューティショー� �4/1・2
Beauty Show-Toronto� �トロント
　

国際ホーム・ガーデンショー� �4/12〜15
International Home & Garden Show� �トロント
　

トロント国際エステティック・スパ展� �4/29・30
Esthetique Spa International-Toronto� �トロント
　

トロント宝飾展� �8/12〜14
JCK Toronto� �トロント
Reed ISG Japan ：☎03-5575-7510

CHINA　中国
中国国際ゴールド・ジュエリー・ジェムフェア��2/10〜13
China International Gold, Jewellery & Gem Fair - Shenzhen��深圳
UBMジャパン㈱：☎03-5296-1020

LEDチャイナ� �2/20〜23
LED China� �広州
UBMジャパン㈱：☎03-5296-1020

中国国際サイン展� �2/20〜23
Sign China� �広州
UBMジャパン㈱：☎03-5296-1020

国際スポーツ用品・ファッション・ライフスタイルブランド見本市��2/22〜25
ISPO Beijing� �北京
ISPO日本事務局：☎03-6416-7361

中国国際水処理・浄水技術展� �2/23〜25
Water China� �広州
　

インド国際金製品・宝石フェア� �2/23〜26
GJIIE� �チェンナイ
　

中国化粧品原料展� �2/27〜29
PCHI� �上海
Reed ISG Japan ：☎03-5575-7510

インターテキスタイル上海/ホームテキスタイル春��2/29〜3/2
Intertextile Shanghai Home Textiles� �上海
メサゴ・メッセフランクフルト㈱：☎03-3262-8453

広州国際楽器展� �2/29〜3/3
China International Musical Instruments Expo� �広州
　 

中国国際プロサウンド・照明展� �2/29〜3/3
ProSound & Light China� �広州
　

広州国際トラベルフェア� �3/1〜3
GITF� �広州
　

広州国際美容展� �3/1〜3
Guangzhou International Beauty Expo� �広州
　

中国華東輸出入商品交易会� �3/1〜5
East China Fair� �上海
㈱昭栄美術 海外営業部：☎03-3541-8866

中国国際建築・装飾・材料展� �3/5〜8
Build＋Decor� �北京
　

国際上下水・廃棄物処理・リサイクル・再生可能エネルギー見本市��3/7〜9
IE expo� �上海
メッセ・ミュンヘン・インターナショナル日本代表部：☎03-5276-3508

中国国際飲料工業展� �3/7〜9
China Drinktec� �広州
　

南中国国際印刷産業展� �3/7〜9
Printing South China� �広州
　

中国国際包装機材展� �3/7〜9
Sino-Pack� �広州
　

華南歯科技術展� �3/7〜10
Dental South China� �広州
　

広州国際盆栽・観賞用植物展� �3/9〜11
Guangzhou International Bonsai & Ornamental Plant Expo��広州
　

中国春季国際ギフト・プレミアム・ハウスウェア展��3/14〜17
China Int'l Gifts Premium & Houseware Spring� �北京
　

上海インターナショナル・ギフト・ショー春��3/15〜18
Shanghai International Gift Show Spring� �上海
㈱ビジネスガイド社：☎03-3843-9851

国際家具製造機械展� �3/16〜20
IFM� �東莞
　

国際家具フェア� �3/16〜20
Int'l famous Furniture Fair� �東莞
　

中国ゴルフ展� �3/18〜20
China Golf� �北京
Reed ISG Japan ：☎03-5575-7510

ホームテキスタイル/インターテキスタイル広州� �3/18〜21
Hometextile Intertextile Guangzhou� �広州
メサゴ・メッセフランクフルト㈱：☎03-3262-8453

広州国際家具展� �3/18〜21
International Furniture Fair Guangzhou� �広州
　

中国国際パイプライン展� �3/19〜21
CIPE� �北京
　

中国国際石油化学技術展� �3/19〜21
CIPPE� �北京
　

深圳国際家具展� �3/19〜22
SIFE China� �深圳
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■屋外展示場：
■専用駐車場：
■開業年月日：
■交　　　通：

無※地上広場利用可
420台（有料）
1997年１月10日
ＪＲ東京駅（京葉線側）よ
り徒歩５分（地下１階コン
コースにて連絡）、ＪＲ有楽
町駅より徒歩１分、東京メ
トロ有楽町駅より徒歩１分
（地下１階コンコースにて
連絡）

■展示施設の概要

※料金は展示利用の場合、２分割利用可
■ホール・会議室：ホールA（5012席）、ホールB７（1400㎡）、ホールB５（600㎡）、ホー
ルC（1502席）、ホールD７（340㎡）、ホールD５（285㎡）、会議室34室（206㎡～26㎡）

東
　
京
東京国際フォーラム
〒100-0005　東京都千代田区丸の内３－５－１

■管理・運営：㈱東京国際フォーラム
☎（03）5221-9000／Fax（03）5221-9011
http://www.t-i-forum.co.jp

名称 有効展示面積 天井高 床荷重／㎡ 利用料金（利用時間）

展示ホール 5000㎡ ９ｍ 1000㎏ 735万円
（9：00～22：00）

■屋外展示場：
■専用駐車場：
■開業年月日：
■交　　　通：

4160㎡
5500台（有料）
1989年10月９日
ＪＲ海浜幕張駅より徒歩約
５分、ＪＲ・京成幕張本郷
駅よりバスで約15分、成田
空港・羽田空港より車で約
30～40分

■展示施設の概要

※料金は国際展示場8ホール以上（展示ホール9を含む場合は7ホール以上）を同時利用する場合は
10％引、イベントホールはアマチュアスポーツや興行利用の場合は別料金
■ホール・会議室：コンベンションホール（1390㎡）、国際会議室（635㎡）、中会議室201
（330㎡）、中会議室301（280㎡）ほか全20室

千
　
葉
幕張メッセ
〒261-0023　千葉市美浜区中瀬２－１

■管理・運営：㈱幕張メッセ
☎（043）296-0001／Fax（043）296-0529
http://www.m-messe.co.jp/

名称 有効展示面積 天井高 床荷重／㎡ 利用料金（利用時間）

国際展示場展示ホール１～８ 各6750㎡
（計５万4000㎡） 30～15ｍ 最大5000㎏ 各219万4000円（0：00～24：00）

国際展示場展示ホール９ 9000㎡
34～16ｍ

5000㎏ 292万6000円（0：00～24：00）
国際展示場展示ホール10 4500㎡ 3000㎏ 146万3000円（0：00～24：00）
国際展示場展示ホール11 4500㎡ 3000㎏ 146万3000円（0：00～24：00）
幕張イベントホール アリーナ3098㎡ 27ｍ（最高） 500㎏ 189万円（9：00～21：00）

■屋外展示場：
■専用駐車場：
■開業年月日：
■交　　　通：

無
890台（無料）
1997年２月21日
ＪＲ東京駅より高速バスで
65分、ＪＲ木更津駅より路
線バスで20分、東関東自動
車道館山道木更津北インタ
ーより10分

■展示施設の概要

※それぞれ２分割利用可
■ホール・会議室：メインホール700席、小会議室7室（100～60㎡）

木
更
津
かずさアカデミアホール
〒292-0818　木更津市かずさ鎌足２－３－９

■管理・運営：㈱かずさアカデミアパーク
☎（0438）20-5555／Fax（0438）20-5139
http://www.kap.co.jp

名称 有効展示面積 天井高 床荷重／㎡ 利用料金（利用時間）

201 700㎡ ６ｍ 600㎏ 13万6500円
（9：00～21：00）

202 490㎡ 6.5ｍ 600㎏ 18万9000円
（9：00～21：00）

■屋外展示場：
■専用駐車場：
■開業年月日：
■交　　　通：

無
無※共用140台（有料）あり
1964年４月
地下鉄東西線竹橋駅より徒
歩７分、地下鉄半蔵門線・
東西線・都営新宿線九段下
駅より徒歩７分

■展示施設の概要

※催物場は分割利用可
■ホール・会議室：サイエンスホール（410席）、第１会議室（137㎡）、第２会議室（64㎡）、
第３会議室（137㎡）、第４会議室（45㎡）

東
　
京
科学技術館
〒102-0091　東京都千代田区北の丸公園２－１

■管理・運営：㈶日本科学技術振興財団
☎（03）3212-3939／Fax（03）3212-8788
http://www3.jsf.or.jp/event/

名称 有効展示面積 天井高 床荷重／㎡ 利用料金（利用時間）

1～11号催物場 3700㎡ 4.58～2.7ｍ 800～200㎏ 241万5000円
（9：00～18：00）
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①担当者または担当部署　②本社以外の事業所　③創立年月日　④資本金　⑤従業員数　⑥年間売上高　⑦主な事業内容

サポート企業一覧

ディスプレイ
装飾業、空間デザイン、ステージ
・スタジオセット施工

アートパイン㈱
art-pine

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１－６

（青山ビル４F）

Tel.（03）3258－4060　Fax.（03）3258－4020
◆代表取締役　小松 光雄
③1984年１月　④1000万円　⑤５名　⑦各種展示会
をはじめ、イベント・店舗・POP等々のデザイン
から設計・施工全般

㈲アートビジョン
〒179-0081 東京都練馬区北町６－13－203

Tel.（03）3933－4779　Fax.（03）3933－4779
◆代表取締役　太田 順雄
①太田 加代子（総務部）　③1991年10月３日　④300
万円　⑦展示会・ショールーム・イベントなどの企
画・設計・施工

㈱アートフリーク
ARTFREAK

〒103-0032 東京都中央区八丁堀２－20－８

（八丁堀東急ビル１F）

Tel.（03）3537－2211　Fax.（03）3537－2255
http://www.artfreak.co.jp/

◆代表取締役　駒田 卓也
①大森　②江東区（03-3522-7131）　③1990年11月
１日　④4000万円　⑤68名　⑥15億円（10年７月～
11年６月）　⑦展示会などのデザイン、施工運営。
パネル、カタログ、広告の企画・制作。専門スタッ
フによる総合プロデュース

㈱アコースト・コーポレーション
accost corporation

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町１－１

（日光ビル４F）

Tel.（03）5259－7971　Fax.（03）5259－7972
http://www.accost.co.jp

E-mail：Tokyo@accost.co.jp
◆代表取締役　浅井 恒宏
①鈴木 祐之　②京都Office（075-323-5856）、神戸
Office（078-304-5937）、横浜Office（045-325-8602）
③1996年４月１日　④1000万円　⑤24名　⑦イベン
ト／見本市／展示会／医学会の企画運営・事務局代
行および会場施工業務 （広告⇒広31）

㈱アディスミューズ
ADDIS MUSE CO.,LTD.

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町１－６－４

Tel.（03）3865－9323　Fax.（03）3865－9172
http://www.addismuse.co.jp

E-mail：s-otsuka@addismuse.co.jp
◆代表取締役社長　岸本 巳幸
①大塚（営業第４部：03-3865-9323）　②札幌営業
所（札幌市：011-281-6501）、青森営業所（青森市
：017-728-6736）、仙台営業所（仙台市：022-284-
2671）、新潟営業所（新潟市：025-270-7766）、横浜
営業所（横浜市：042-788-2571）　③1957年６月　
④9750万円　⑤135名　⑥48億2500万円（09年４月
～10年３月）　⑦イベント設計、施工、展示器具・
マネキン人形レンタル、販売、内装工事設計、施工

㈱アドヴァンス企画
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町11－５

（水村屋ビル４F）

Tel.（03）3669－7423　Fax.（03）3667－3284
http://adv-k.com　E-mail：suzuki@adv-k.com

◆代表取締役　鈴木 一弘
②営業部（03-3669-2795）、第１スタジオ（03-3654-
0633）、第２スタジオ（03-6663-5121）、SP事業部
（03-5879-1015）　③1980年３月11日　④2000万円　
⑤30名　⑦展示会でのブース造作


