月
別

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㈯～８日㈪
パシフィコ横浜

１月12日㈮～14日㈰
幕張メッセ

１月12日㈮〜21日㈰
東京ドーム

１月13日㈯～14日㈰
パシフィコ横浜

Pet博 2018 in 横浜

Pet博運営事務局：☎06（6352）7942

東京オートサロン 2018（TAS）

東京オートサロン事務局：☎03（6897）4820

１月17日㈬・18日㈭
CONVEX岡山

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮

東京ドームシティわくわくダイヤル：☎03（5800）9999

第47回 横浜デンタルショー

横浜デンタルショー運営委員会：☎045（681）1553
名古屋テーブルトップショー運営協議会：☎052（832）6851

おかやまテクノロジー展2018（OTEX）

（公財）岡山県産業振興財団：☎086（286）9670

第47回 インターネプコン ジャパン〈ネプコン ジャパン 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第35回 エレクトロテスト ジャパン〈ネプコン ジャパン 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

１月17日㈬～19日㈮

第19回 プリント配線板 EXPO（PWB）〈ネプコン ジャパン 2018内〉

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮

⇨ 217
⇨ 76
⇨ 120
⇨ 115

第19回 半導体・センサ パッケージング技術展（ISP）〈ネプコン ジャパン 2018内〉

東京ビッグサイト
東京ビッグサイト

⇨ 239

ふるさとまつり東京2018 ー日本のまつり・故郷の味ー

１月17日㈬・18日㈭／６月６日㈬・７日㈭ 名古屋テーブルトップショー2018（NTS）
ポートメッセなごや

⇨ 227

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第19回 電子部品・材料 EXPO〈ネプコン ジャパン 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第８回 微細加工 EXPO〈ネプコン ジャパン 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第10回 LED・半導体レーザー技術展（L-Tech）〈ネプコン ジャパン 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第４回 ウェアラブル EXPO

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第２回 ロボデックス（ロボット開発・活用展）

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第２回 スマート工場 EXPO

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

⇨ 120
⇨ 120
⇨ 120
⇨ 82
⇨ 117
⇨ 125
⇨ 101
⇨ 93

第10回 国際 カーエレクトロニクス技術展（カーエレJAPAN）
〈オートモーティブ ワールド 2018内〉

東京ビッグサイト

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

１月17日㈬～19日㈮

第９回 EV・HEV 駆動システム技術展（EV JAPAN）〈オートモーティブ ワールド 2018内〉

東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

１月17日㈬～19日㈮
東京ビッグサイト

リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第８回 クルマの軽量化 技術展〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

第６回 コネクティッド・カー EXPO〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
リード エグジビション ジャパン（株）：☎03（3349）8502

−6−

⇨ 105
⇨ 106
⇨ 106
⇨ 106

都市別開催スケジュール
都市別
※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
１月19日㈮～21日㈰
札幌ドーム

６月26日㈫・27日㈬

札幌コンベンションセンター

７月19日㈭～22日㈰
アクセスサッポロ

10月12日㈮～14日㈰
アクセスサッポロ

11月８日㈭・９日㈮
アクセスサッポロ

札幌モーターショー 2018

札幌モーターショー2018実行委員会事務局：☎011（210）5733

Cloud Days 札幌 2018
日経BP社：☎03（6811）8083

バイヤーズマーケット北海道 2018

バイヤーズマーケット北海道事務局分室：☎011（281）6631

いきいき健康・福祉フェア 2018

いきいき健康・福祉フェア 実行委員会：☎011（867）2005

ビジネスEXPO「第32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

⇨ 135
⇨ 184
⇨ 200
⇨ 81

仙台
１月20日㈯・21日㈰
夢メッセみやぎ

２月10日㈯～12日㈪
夢メッセみやぎ

３月17日㈯・18日㈰
夢メッセみやぎ

４月14日㈯・15日㈰
夢メッセみやぎ

５月26日㈯・27日㈰
夢メッセみやぎ

６月６日㈬・７日㈭
夢メッセみやぎ

７月７日㈯・８日㈰
ゼビオアリーナ仙台

７月12日㈭～16日㈪
夢メッセみやぎ

８月９日㈭・10日㈮

宮城・仙台住宅リフォームフェア2018

（株）リフォーム産業新聞社：☎0120（46）0774

第11回東北モーターショー in 仙台2018

（一社）日本自動車販売協会連合会宮城県支部：☎022（232）1571

東北キャンピングカーショー2018

東北キャンピングカーショー2018実行委員会（事務局：（株）ブレイン東京支社）：☎03（5785）2980

東北カーフェスティバル in 仙台

東北カーフェスティバル実行委員会：☎0224（51）3325

ガーデン＆エクステリア「希望の芽」2018 in 夢メッセ
ガーデン＆エクステリア「希望の芽」実行委員会：☎019（624）9034

建設技術公開 EE東北'18

EE東北実行委員会事務局：☎022（365）8047

仙台アニメフェス 2nd

仙台アニメフェス実行委員会：☎03（6416）5901

第７回全国やきものフェア in みやぎ

（一財）みやぎ産業交流センター：☎022（254）7111

夏休み2018 宿題・自由研究大作戦（仙台）

夢メッセみやぎ

（一社）日本能率協会：☎03（3434）0998

８月30日㈭・31日㈮

「震災対策技術展」東北

ＡＥＲビル

「震災対策技術展」事務局：☎03（5775）2855

⇨ 155
⇨ 234
⇨ 255
⇨ 258
⇨ 214

宇都宮
10月13日㈯・14日㈰（予定）
栃木県立宇都宮産業展示館

とちぎ住宅フェア2018

住宅フェア実行委員会事務局：☎028（622）1112

− 36 −

⇨ 165

業種別開催スケジュール

業

種

別

一

覧

生産財19業種

消費財24業種

産業機械全般・異業種交流

住宅・ビル設備・建材

金属加工・工作機械

不動産・金融・投資

印刷・コンバーティング機械

流通・店舗・商材

食品加工・包装・物流機械

ホテル・レストラン・厨房

縫製・クリーニング機械

食品・飲料

プラスチック・セラミック加工機械

広告・イベントツール

機械要素・部品・工業材料

病院・医療

製造・設計・制御機器

介護・福祉

自動車整備機器・部品

美容・健康

化学・製薬・バイオ機器

安全・防災

計測・分析・科学・検査機器

電設・空調・下水道

磁気・光学・画像処理機器

家具・インテリア・照明

エレクトロニクス・電子部品

ギフト・生活雑貨

通信・放送機器

DIY・ペット・ホビー

IT・情報処理・オフィス機器

学校・教育・文具

環境・エネルギー

玩具・アニメ・ゲーム

海洋・航空・交通

スポーツ・レジャー

建設・土木

自動車・二輪車

農水産・畜産

ファッション・革製品
眼鏡・宝飾品・カメラ
花き・園芸・エクステリア
観光・物産
陶芸器・工芸品
各種イベント（フリーマーケットほか）

− 68 −

〈生産財〉
◆ 産業機械全般・異業種交流

おかやまテクノロジー展2018（OTEX）
彩の国ビジネスアリーナ2018
第22回高度技術・技能展（おおた工業フェア）
テクニカルショウヨコハマ 2018（第39回工業技術見本市）
京都ビジネス交流フェア2018 ものづくり技術ビジネスマッチング展
自治体総合フェア 2018（LGF）
MEX金沢 2018（第56回機械工業見本市金沢）
西日本製造技術イノベーション2018
テクノトランスファー in かわさき 2018（第31回先端技術見本市）
国際フロンティア産業メッセ 2018
江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2018（融合展）
中小企業テクノフェア in 九州 2018
モノづくりフェア 2018
モノづくりマッチングJapan 2018（モノマッチ）
にいがたBIZ EXPO 2018
第８回おおた研究・開発フェア（産学連携・新技術展）
メッセナゴヤ 2018
第22回いたばし産業見本市～製造と加工技術展～
ビジネスEXPO「第32回北海道 技術・ビジネス交流会」
新価値創造展2018（第14回中小企業総合展 東京）
産業交流展2018
群馬ものづくりフェア（ものづくりフェア）

◆ 金属加工・工作機械
1/17～19
4/18～21
4/18～21
4/18～21
4/25～28
6/13～16
7/6
11/1～6
2019/10/23～26

第８回 微細加工 EXPO〈ネプコン ジャパン 2018内〉
INTERMOLD 2018（第29回金型加工技術展）
金型展 2018
金属プレス加工技術展 2018
2018 国際ウエルディングショー（JIWS）
INTERMOLD 名古屋／金型展名古屋／金属プレス加工技術展名古屋
第11回大田区加工技術展示商談会（モノづくりソリューションフェア 2018）
JIMTOF 2018（第29回日本国際工作機械見本市）
メカトロテックジャパン 2019（MECT）

◆ 印刷・コンバーティング機械
2/7～9
2/14～16
2/14～16
2/14～16
5/9～11
6/1・2
7/26～31
11/28～30
12/5～7

85ページ

page 2018
３次元表面加飾技術展 2018〈コンバーティングテクノロジー総合展2018〉
３D Printing 2018 Additive Manufacturing Technology Exhibition
プリンタブルエレクトロニクス 2018〈コンバーティングテクノロジー総合展2018〉
第１回［関西］高機能 塗料展〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
2018九州印刷情報産業展
IGAS 2018（国際総合印刷テクノロジー＆ソリューション展）
第23回新聞製作技術展（JANPS 2018）
第１回 高機能 塗料展〈第９回 高機能素材Week2018 内〉

◆ 食品加工・包装・物流機械
4/18～20
4/18～21
5/9～11
5/23～25
6/12～15
9/26～28
9/26～28
10/2～5
10/10～12
2019/10/29～11/1

82ページ

87ページ

InnoPack Japan 2018（DDS・医薬品包装展）
2018 中部パック
第２回 関西 ６次産業化EXPO〈関西農業ワールド2018内〉
第28回西日本食品産業創造展'18
FOOMA JAPAN 2018（国際食品工業展）
フードファクトリー2018（FF）
フードセーフティジャパン2018（FSJ）
東京国際包装展（TOKYO PACK）
第３回 国際 ６次産業化EXPO
JAPAN PACK 2019（日本国際包装機械展）

◆ 縫製・クリーニング機械
2/16・17 CLV クリーニングフェスト OSAKA

◆ プラスチック・セラミック加工機械

［関西］高機能フィルム展〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
5/9～11 第６回
5/9～11 第６回
［関西］高機能プラスチック展〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
9/26～28 Ｎ＋（エヌプラス）2018
12/5～7 第９回 高機能フィルム展〈第９回 高機能素材Week2018 内〉
12/5～7 第７回 高機能プラスチック展〈第９回 高機能素材Week2018 内〉
2020/10/6～10 IPF Japan 2020（国際プラスチックフェア）

◆ 機械要素・部品・工業材料
1/17～19
2/14～16
2/14～16
2/21～23
4/11～13
4/11～13
4/18～20
4/18～20
4/18～20
4/18～20
5/9～11
5/9～11
5/9～11
5/9～11
6/6～8
6/6～8
6/20～22
7/5・6
9/5～7
10/3～5
10/3～5
10/17～19
11/14～16
11/14～16
12/5～7
12/5～7
12/5～7

◆ 製造・設計・制御機器
1/17～19
4/11～13
4/18～20
4/18～20
5/30～6/1
6/6～8
6/7・8
6/20～22
6/20～22
7/18～20
7/18～20
9/5～7
10/3～5
10/17～19

1/17～19
1/17～19
1/17～19
1/17～19

− 69 −

93ページ

第２回 スマート工場 EXPO
nano tech 2018 第17回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
新機能性材料展 2018〈コンバーティングテクノロジー総合展2018〉
第２回 関西 組込みシステム 開発技術展〈Japan IT Week 関西 2018内〉
第３回 名古屋 機械要素技術展〈名古屋 ものづくり ワールド 2018内〉
第２回 名古屋 工場設備・備品展〈名古屋 ものづくり ワールド 2018内〉
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第36回 モータ技術展
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第33回 電源システム展
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第27回 モーション･エンジニアリング展
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第２回機械・部品加工技術展
第21回 組込みシステム 開発技術展〈Japan IT Week 春 2018内〉
第５回［関西］
高機能 金属展〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
第３回
［関西］高機能セラミックス展〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
第２回
［関西］接着・接合EXPO〈第６回［関西］高機能素材Week 内〉
2018マイクロエレクトロニクスショー（第32回最先端実装技術・パッケージング展）
WIRE Japan Show 2018（電気・光伝送技術展）
第22回 機械要素技術展〈日本 ものづくり ワールド 2018内〉
Embedded Technology West 2018／組込み総合技術展 関西
（ETWest）
第１回［名古屋］スマート工場 EXPO
第21回 関西 機械要素技術展〈関西 ものづくり ワールド 2018内〉
第３回 関西 工場設備・備品展〈関西 ものづくり ワールド 2018内〉
MEMS センシング＆ネットワークシステム展 2018
Embedded Technology 2018（ET）
IoT Technology 2018
第５回 高機能金属展〈第９回 高機能素材Week2018 内〉
第３回 高機能セラミックス展〈第９回 高機能素材Week2018 内〉
第２回 接着・接合EXPO〈第９回 高機能素材Week2018 内〉
101ページ

第２回 ロボデックス（ロボット開発・活用展）
第３回 名古屋 設計・製造ソリューション展〈名古屋 ものづくり ワールド 2018内〉
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第20回 熱設計･対策技術展
TECHNO-FRONTIER 2018 - 第11回 メカトロニクス技術展
スマートファクトリーJapan 2018（スマファク）
JISSO PROTEC 2018（第20回実装プロセステクノロジー展）
サービスロボット開発技術展／産業用ロボット開発技術展／ロボットITソリューション展
第29回 設計・製造ソリューション展〈日本 ものづくり ワールド 2018内〉
第26回 3Ｄ＆バーチャル リアリティ展〈日本 ものづくり ワールド 2018内〉
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
第10回 生産システム見える化展
第１回［名古屋］ロボデックス（ロボット開発・活用展）
第21回 関西 設計・製造ソリューション展〈関西 ものづくり ワールド 2018内〉
Japan Robot Week 2018

◆ 自動車整備機器・部品

90ページ

91ページ

105ページ

第10回 国際 カーエレクトロニクス技術展〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
第９回 EV・HEV 駆動システム技術展〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
第８回 クルマの軽量化 技術展〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
第６回 コネクティッド・カー EXPO〈オートモーティブ ワールド 2018内〉

業種別一覧

1/17・18
1/24・25
1/31～2/2
2/7～9
2/15・16
5/16～18
5/17～19
6/13～15
7/11～13
9/6・7
10/2
10/10～12
10/17～19
10/17～19
10/18・19
10/25・26
11/7～10
11/8・9
11/8・9
11/14～16
11/14～16
11/（予定）

76ページ

2/16・17 2018 大阪ミシンショー
10/3・4 55th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展）
2020/5/20～23 JIAM 2020 OSAKA 国際アパレル機器＆繊維産業見本市

開

催

概

要

■主要出展物／精密機器、電気・電子機器、医療・福祉機器、

〈生産財〉

光学機器、加工技術（プレス、板金、機械加工、表面処理ほか）
、
ITソリューション、エネルギー・環境、サービスなど
■募集小間数／760小間

産業機械全般・異業種交流

■出展料金／スタンダードプラン：７万7 , 000円
（3 . 0ｍ× 2 . 0ｍ
× 2 . 7ｍ）
、プレミアムプラン：10万8 , 000円
（3 . 0ｍ× 3 . 0ｍ× 2 . 7
ｍ）
、スーパープレミアムプラン：15万円
（4.0ｍ×1.5ｍ×2.7ｍ）

おかやまテクノロジー展2018（OTEX）

〈３回〉

開催概要

■会期／2018年１月17日㈬・18日㈭
■開場時間／10：00～17：00

※スーパープレミアムプランは会場出入口に設置、10小間限定
■出展申込期限／2017年10月16日㈪
■予定出展者数／650社
■予定来場者数／１万7 , 500人

※最終日は16：30まで

■会場／CONVEX岡山〔岡山〕

■入場方法／無料 ※一般可

■主催／岡山県、（公財）岡山県産業振興財団

■併催行事／産学連携フェア、東部工業展、埼玉県ビジネス懇

■主要出展物／金属製品、一般機械器具、電気機械器具、電子

談会

部品・デバイス、輸送用機械器具、精密機械器具、プラスチッ

■開催頻度／毎年

ク製品、ゴム製品、鉄鋼製品、非鉄金属製品など

■次回会期・会場／2019年１月〈さいたまスーパーアリーナ〉

■募集小間数／240小間

■前回実績／会期：2017年２月１日・２日、会場：さいたまス

■出展料金／中小企業３万2 , 400円・大企業５万4 , 000円
（2 . 4ｍ

ーパーアリーナ、出展小間数：815小間（うち海外10小間）
、出展

× 2 . 0ｍ× 2 . 4ｍ）

者数：653社
（うち海外10社）、来場者数：17 , 142人

■出展申込期限／2017年９月８日㈮

〈照会先〉

■予定出展者数／172社・機関

（公財）埼玉県産業振興公社／取引支援Ｇ

■予定来場者数／7 , 301人 ※前回実績

〒330-8669

■入場方法／無料、登録制 ※一般可、学生可

ク10Ｆ

■併催行事／中国ブロック合同広域商談会、下請けかけこみ寺

☎ 048
（647）
4086

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-７-５

ソニッ

Fax 048
（645）
3286

・移動商談会、ミクロものづくり岡山作品コンテスト、岡山県
経営革新アワード授賞式および経営革新セミナー、岡山創業者

第22回高度技術・技能展（おおた工業フェア）

サロン、ベンチャーマーケット岡山、ベンチャー・ビジネスプ
ランコンテスト、吉備継成会

■会期／2018年１月31日㈬～２月２日㈮

■開催頻度／毎年（第１回＝2016年２月）

■開場時間／10：00～17：00

■前回実績／会期：2017年１月18日・19日、会場：CONVEX岡

■会場／大田区産業プラザ（PiO）
（大・小展示ホール）
〔東京〕

山、出展小間数：259小間、出展者数：152社・機関、来場者数

■主催／大田区、（公財）大田区産業振興協会、（一社）
大田工業

：7 , 301人（うち海外10人）

連合会
■主要出展物／一般機械器具製造、金属製品製造、電気機械器

〈照会先〉

具製造、樹脂製品製造、各種加工業、IT関連分野ほか

（公財）
岡山県産業振興財団／ものづくり支援部取引支援課
〒701-1221

※最終日は16：00まで

岡山県岡山市北区芳賀5301

☎ 086（286）9670

テクノサポート岡山

■募集小間数／104小間

Fax 086（286）9671

■出展料金／大田区内企業３万2,400円・大田区外企業６万4,800
円（3 . 0ｍ× 2 . 5ｍ× 2 . 4ｍ）

彩の国ビジネスアリーナ2018

〈15回〉

■会期／2018年１月24日㈬・25日㈭
■開場時間／10：00～18：00

※最終日は17：00まで

■出展申込期限／2017年７月20日㈬～９月29日㈮
■予定出展者数／100社
■予定来場者数／4 , 500人
■入場方法／無料 ※一般可、学生可

■会場／さいたまスーパーアリーナ〔さいたま〕

■併催行事／講演会、セミナーほか

■主催／彩の国ビジネスアリーナ実行委員会

■開催頻度／毎年（第１回＝1997年）
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■次回会期・会場／2019年２月〈大田区産業プラザ（PiO）
〉

■主要出展物／京都府内ものづくり中小企業による開発製品、

■前回実績／会期：2017年２月２日～４日、会場：大田区産業

加工技術など

プラザ、出展小間数：103小間、出展者数：108社・団体、来場

■募集小間数／210小間

者数：3 , 900人

■出展料金／７万2 , 360円
（3 . 0ｍ× 3 . 0ｍ× 2 . 7ｍ）

〈照会先〉

■出展申込期限／2017年９月15日㈮

（公財）
大田区産業振興協会／ものづくり取引促進担当

■予定出展者数／202社・団体

〒144-0035

東京都大田区南蒲田１-20-20

■予定来場者数／6 , 900人（前回実績）

大田区産業プラザ

（PiO）
３Ｆ

■入場方法／無料

☎ 03（3733）6126

Fax 03（3733）6496

■併催行事／京都産学公連携フォーラム、京・知恵舞台
■同時開催／KYOTO DESIGN WORK SHOW、新産業創出
エリア

テクニカルショウヨコハマ 2018
（第39回工業技術見本市）

■開催頻度／毎年（第１回＝2000年３月）
■次回会期・会場／2019年２月〈京都府総合見本市会館〉

■会期／2018年２月７日㈬～９日㈮

■前回実績／会期：2017年３月１日・２日、会場：京都府総合

■開場時間／10：00～17：00

見本市会館、出展小間数：212小間、出展者数：201社・団体、
来場者数：6 , 900人 ※来場者数は同時開催展を含む

■会場／パシフィコ横浜（展示ホールA～Ｃ）
〔横浜〕

〈照会先〉

連合会、神奈川県、横浜市

（公財）京都産業21／ものづくり支援部

■主要出展物／情報・事務処理機器、情報通信関連機器、ソフ

〒600-8813

トウェア、計測・測定・検査・制御・監視機器、金属加工・表

☎ 075
（315）
8590

京都府京都市下京区中堂寺南町134
Fax 075
（323）
5211

面処理機器、電子・電機部品、環境・公害防止・エネルギー関
連機器、異業種交流グループ、産学連携コーナーなど

自治体総合フェア 2018（LGF）

■募集小間数／600小間（予定）
■出展料金／スタンダードブース：県内企業14万400円・その他

■会期／2018年５月16日㈬～18日㈮

〈22回〉

の企業16万2 , 000円（3 . 0ｍ× 3 . 0ｍ× 2 . 7ｍ）、スペース渡し：県

■開場時間／10：00～17：00

内企業10万8,000円・その他の企業12万9,600円（3.0ｍ×3.0ｍ）、

〔東京〕
■会場／東京ビッグサイト（西３ホール）

小規模企業コーナー５万4 , 000円（1 . 0ｍ× 0 . 7ｍ× 2 . 4ｍ）

■主催／（一社）日本経営協会

■出展申込期限／2017年９月８日㈮

■主要出展物／自治体の経営改革・業務の効率化・行政サービス

■予定出展者数／800社（予定）

向上を支援する機器・システム・サービスなど電子行政・地域情

■予定来場者数／３万5 , 000人

報化／災害対策・危機管理／環境・エネルギー／健康・福祉／地

■入場方法／無料、登録制 ※一般可

域活力・まちづくりに関連した製品・システム・サービスなど

■併催行事／著名人による講演会、専門家によるセミナー、出

■募集小間数／1 , 800㎡

展者セミナー

■出展料金／会員39万円・一般45万円（3.0ｍ×3.0ｍ×2.7ｍ）
、

■同時開催／受・発注商談会（横浜会場）、かながわビジネスオ

フリーブース会員４万2 , 000円・一般４万4 , 000円（１㎡）※ 36

ーディション

㎡以上400㎡以下［税抜］

■開催頻度／毎年（第１回＝1980年２月）

■出展申込期限／2017年11月22日㈬～2018年２月９日㈮

■次回会期・会場／2019年２月上旬〈パシフィコ横浜〉

■予定出展者数／120社・団体

■前回実績／会期：2017年２月１日～３日、会場：パシフィコ

■予定来場者数／１万人

横浜、出展小間数：468小間（うち海外２小間）、出展者数：635

■入場方法／無料、登録制 ※一般可

社
（うち海外３社）、来場者数：31 , 002人

■併催行事／主催者企画：協働まちづくり表彰、自治体カンフ

〈照会先〉

ァレンス、出展者プレゼンテーションセミナーほか

（公財）
神奈川産業振興センター／事業部 取引振興課

■同時開催／企業立地フェア

〒231-0015

■開催頻度／毎年（第１回＝1997年10月）

神奈川県横浜市中区尾上町５-80

☎ 045（633）5170

Fax 045（633）5068

■次回会期・会場／2019年〈東京ビッグサイト〉
■前回実績／会期：2017年５月24日～26日、会場：東京ビッグ

京都ビジネス交流フェア2018 
ものづくり技術ビジネスマッチング展（BP）
■会期／2018年２月15日㈭・16日㈮

サイト、出展小間数：1 , 900㎡、出展者数：108社・団体、来場

〈19回〉

者数：11 , 254人
〈照会先〉
（一社）日本経営協会／コンベンションセンター

■開場時間／10：00～17：00

ェア事務局

■会場／京都府総合見本市会館（全館）
〔京都〕

〒151-8538

■主催／京都府、（公財）京都産業21

☎ 03
（3403）
1338
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東京都渋谷区千駄ヶ谷３-11-８
Fax 03
（3403）
5716

自治体総合フ

開催概要

■主催／
（公財）神奈川産業振興センター、（一社）横浜市工業会

５０音順インデックス（開催概要掲載分のみ）
※正式名称および、（

あ

）内の愛称・略称や総称からも引けます

秋のIJT（第６回 国際宝飾展 秋）…………………………… 251

アートフェア東京2018（AFT）… ………………………… 254

アグリ・ビジネス・ジャパン（ABJ）2018……………… 158

Ｒ＆Ｒ 建築再生展 2018…………………………………… 161

第11回アグリフードEXPO 大阪2018… ………………… 177

IEEE Kobe（OTO）………………………………………… 154

第13回アグリフードEXPO 東京2018… ………………… 186

IAAE（第16回国際オートアフターマーケットEXPO 2018）…

アジアネイルフェスティバル in 大阪 2018……………… 207

���������������������� 107

アジアファッションフェア（AFF・大阪／東京 2018）…… 243

IST（第15回 情報セキュリティ EXPO 春）…

ASTEC 2018 第13回先端表面技術展・会議… ………… 110
AnimeJapan 2018… ……………………………………… 231

〈Japan IT Week 春 2018内〉
……………………………… 130

ANEX 2018 アジア不織布産業総合展示会・会議……… 112

IST秋（第８回 情報セキュリティ EXPO 秋）…

APPS JAPAN 2018（アプリジャパン）…………………… 134

〈Japan IT Week 秋2018内〉
… …………………………… 139

IST関西（第２回 関西 情報セキュリティ EXPO）…

アマチュア無線フェスティバル 2018（ハムフェア）… … 125

〈Japan IT Week 関西 2018内〉
… ………………………… 127

第４回アンチエイジング ジャパン 2018………………… 210

ISP（第19回 半導体・センサ パッケージング技術展）…
〈ネプコン ジャパン 2018内〉
… …………………………… 120

い

IFFT… ……………………………………………………… 219
IFF MAGIC JAPAN 2018 Autumn… ………………… 244

E&Gフェア名古屋…
（第９回 エクステリア＆ガーデンフェア名古屋2018）
…… 252

IMHS（国際モダンホスピタルショウ 2018）… …………… 195

EXE（エクステリアエキシビション 2018）………………… 251

ILL（インテリア ライフスタイル リビング）… …………… 219

イーコマースフェア 2018 大阪…………………………… 133

IOFT2018（第31回 国際 メガネ展）………………………… 250

イーコマースフェア 2018 東京…………………………… 126

第４回 IoT/M2M展 秋〈Japan IT Week 秋 2018内〉… …… 140

ESEC（第21回 組込みシステム 開発技術展）…

第７回 IoT/M2M展 春〈Japan IT Week 春 2018内〉… …… 132

〈Japan IT Week 春 2018内〉
……………………………… 96

IoT対応半導体・回路基板展（有機デバイス総合展）… … 121

ESEC関西（第２回 関西 組込みシステム 開発技術展）…

IoT Technology 2018……………………………………… 100

〈Japan IT Week 関西 2018内〉
… ………………………… 94

IoT Technology West 2018／IoT総合技術展 関西… … 136

ET（Embedded Technology 2018）………………………… 100

IGAS 2018（国際総合印刷テクノロジー＆ソリューション展）…

ETWest（Embedded Technology West 2018／…

���������������������� 87
ICSE Japan 2018（製薬業界受託サービスエキスポ）… … 112
IJK（第22回 神戸国際宝飾展）… …………………………… 249
IJT（第29回 国際宝飾展）…………………………………… 248

組込み総合技術展 関西）
……………………………… 98
第９回 EV・HEV 駆動システム技術展（EV JAPAN）…
〈オートモーティブ ワールド 2018内〉
……………………… 106

EV JAPAN 名古屋…

あいち住まいるフェア2018………………………………… 164

（第１回［名古屋］EV・HEV 駆動システム技術展）…

ITpro EXPO 2018… ……………………………………… 138

〈［名古屋］オートモーティブ ワールド 2018内〉
…………… 108

IPF Japan 2020（国際プラスチックフェア）……………… 93

EV・PHV普及活用技術展（EVEX）2018… …………… 110

IPPS（国際養鶏養豚総合展2018）…………………………… 157

ｅメッセ金沢2018（いしかわ情報システムフェア）… …… 133

IVR（第26回 3Ｄ＆バーチャル リアリティ展）…

いきいき健康・福祉フェア 2018… ……………………… 200

〈日本 ものづくり ワールド 2018内〉
… …………………… 103

居酒屋の未来を創造する～居酒屋JAPAN 2018………… 175

ifia JAPAN 2018（第23回 国際食品素材／添加物展・会議）…

いしかわ情報システムフェア（ｅメッセ金沢2018）……… 133

���������������������� 181
IFEX…

ISOT（第29回 国際 文具・紙製品展）…
〈国際 ライフスタイル総合EXPO 2018 夏内〉
……………… 229

第22回いたばし産業見本市～製造と加工技術展～……… 81

（第15回 国際 フラワー＆プランツ EXPO -花と植物の総
合展-）
… ………………………………………………… 252

InnoPack Japan 2018（DDS・医薬品包装展）… ………… 87

IMEC（統合医療展2018）…………………………………… 191

第５回 イベント総合 EXPO… …………………………… 190

アウトドアデイジャパン2018東京………………………… 236

− 259 −
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音順

IFF MAGIC JAPAN 2018 Spring… …………………… 244

国・地域別開催スケジュール
注：会期などが変更されることもありますので、日本照会先あるいは各国大使館・観光局などで確認して下さい。

ALGERIA

アルジェリア

南米国際木工機械・家具産業展 Fitecma
7/2〜6
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

エキップ・オート・アルジェリア EQUIP AUTO ALGERIA
2/26〜3/1 アルジェ（Palais Des Expositions）

国際物流・輸送展 Expo Logisti-k
9/18〜21
ブエノスアイレス （La Rural Trade Center）

北アフリカ国際印刷・包装技術展 Printpack alger
3/11〜13
アルジェ（CIC alger）

国際メディカル展 Expo Medical
9/26〜28
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

国際水・環境技術展 SIEE Pollutec
3/12〜15
オラン （Centre des Conventions in Oran）

自動車産業見本市 Automechanika Buenos Aires
11/7〜10
ブエノスアイレス （La Rural Trade Center）

アルジェリア国際製薬品・医療機器展 SIMEM
4/4〜7
オラン （Centre des Conventions in Oran）

AUSTRALIA

国際食品・ホテル・レストラン展 Djazagro
4/9〜12
アルジェ（Palais Des Expositions）

プール・スパ展 SPASA Pool & Spa Expo
2/2〜4
メルボルン（Melbourne Convention & Exhibition Centre）

アルジェリア国際再生エネルギー展 ERA
10/24〜26 オラン （Centre des Conventions in Oran）

パース・トラベル・エキスポ Travel Expo Perth
2/3・4
パース （Perth Convention & Exhibition Centre）

ARGENTINA

ブリスベン・トラベル・エキスポ Travel Expo Brisbane
2/3・4
ブリスベン（Brisbane Convention & Exhibition Centre）

メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン：☎03-5210-9951

アルゼンチン

メッセフランクフルト ジャパン：☎03-3262-8444

オーストラリア

海
外

テキスタイル・繊維産業展 EMITEX
4/10〜13
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

メルボルン・ギフトフェア Retail Quarter Melbourne
2/3〜6
メルボルン（Melbourne Convention & Exhibition Centre）

ブエノスアイレス国際ブックフェア Buenos Aires Book Fair
4/26〜5/14 ブエノスアイレス （La Rural Trade Center）

シドニー・トラベル・エキスポ Travel Expo Sydney
2/10・11
シドニー （Sydney Olympic Park）

国際家禽・養豚展 AVICOLA
5/8〜10
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

メルボルン・トラベル・エキスポ Travel Expo Melbourne
2/17・18
メルボルン（Melbourne Convention & Exhibition Centre）

国際工作機械展 FIMAQH
5/15〜19
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

アジア太平洋インセンティブ・ミーティング・エキスポ AIME
2/20・21
メルボルン（Melbourne Convention & Exhibition Centre）

国際ワイン・フェア SITEVUNITECH
5/16〜18
ブエノスアイレス （MENDOZA）

シドニー・ライフ・インスタイル展 Life in style Sydney
2/22〜25
シドニー （Royal Hall of Industries）

国際アルミニウム・ガラス展 ALUVI
6/4〜8
ブエノスアイレス （La Rural Trade Center）

シドニー・キッズ・インスタイル展 Kids in style Sydney
2/22〜25
シドニー （Royal Hall of Industries）

国際建築・建材展 BATIMAT EXPOVIVIENDA
6/4〜8
ブエノスアイレス （La Rural Trade Center）

アデレード・トラベル・エキスポ Travel Expo Adelaide
2/24・25
アデレード（Adelaide Convention Centre）

国際農業展 Expo Agro
6/6〜9
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

シドニー ･ギフトフェア Gift Fairs Sydney
2/24〜28
シドニー（International Convention Centre Sydney）

国際プラスチック展 Arugenplas
6/11〜14
ブエノスアイレス （Centro Costa Salguero）

サロン・メルボルン Salon Melbourne
3/6・7
メルボルン（Melbourne Convention & Exhibition Centre）

Reed ISG Japan：☎03-6261-2996

Reed ISG Japan：☎03-6261-2996

Reed ISG Japan：☎03-6261-2996

− 280 −

国 内 の 主 な 展 示 会 場・コン ベンション 施 設
※利用料金（原則８％の税込総額表示、税抜の場合は［税抜］と表記）、交通などについては変更される場合があります。
※無線LAN／インターネット回線については諸条件がある場合があります。問い合せください。

札
幌

札幌コンベンションセンター
〒003-0006 札幌市白石区東札幌６条１丁目１−１

■展示施設の概要
名称

有効展示面積

天井高

床荷重／㎡

利用料金（利用時間）

大ホール

2607㎡

12ｍ

5000㎏

69万6100円（9：00〜22：00）

特別会議場

692㎡

11ｍ

−

54万9600円（9：00〜22：00）

中ホール

533㎡

6.5ｍ

−

25万1800円（9：00〜22：00）

■管理・運営：SORA-SCC共同事業体
☎（011）817-1010／Fax（011）820-4300
http://www.sora-scc.jp
■屋外展示場：約2000㎡
■専用駐車場：500台（有料）
■交
通：地下鉄東札幌駅より徒歩約８分、ＪＲ
札幌駅よりＪＲバスで札幌コンベンシ
ョンセンター下車
■無線ＬＡＮ：有（無料／全館対応）
■インターネット回線（有線）：有（無料／全館対応）

※休日の利用料金は別料金、会議利用は別料金

■ホール・会議室：小ホール
（240㎡）、会議室15室
（283㎡〜21㎡）、応接室２室

札
幌

アクセスサッポロ（札幌流通総合会館）
〒003-0030 札幌市白石区流通センター４−３−55

■展示施設の概要
名称

大展示場

有効展示面積

5000㎡

天井高

床荷重／㎡

10ｍ
5000㎏
（一部8.9ｍ）

利用料金（利用時間）

76万6800円（9：00〜17：00）

※土・日・祝日の利用料金は88万5600円、４分割利用可

■ホール・会議室：レセプションホール
（121㎡）、小展示場（279㎡）、研修室Ａ（150㎡）、研修室Ｂ（110
㎡）
、特別会議室Ａ
（70㎡）
、特別会議室Ｂ
（72㎡）ほか
（利用料金別途）

札
幌

札幌ドーム（HIROBA）
〒062-0045 札幌市豊平区羊ケ丘１

クローズドアリーナ

有効展示面積

天井高

１万4460㎡ 63ｍ
（最高）

床荷重／㎡

利用料金（利用時間）

1万
475万2000円（7：00〜24：00）
〜1000㎏

釧
路

会場施設

釧路市観光国際交流センター（ラムサール記念センター）
〒085-0017 釧路市幸町３−３

■展示施設の概要
名称

１階大ホール

有効展示面積

1793.49㎡

天井高

７m

床荷重／㎡

400㎏

■屋外展示場：2400㎡（利用料金別途）
■専用駐車場：1100台（無料）
■開業年月日：1984年６月１日
■交
通：地下鉄東西線大谷地駅より徒歩15分、
または車で３分
■無線ＬＡＮ：無
■インターネット回線（有線）：有
（有料／全館対応）
※工事が主催とし
て必要

■管理・運営：㈱札幌ドーム
☎（011）850-1000／Fax（011）850-1011
https://www.sapporo-dome.co.jp

■展示施設の概要
名称

■管理・運営：（一財）札幌産業流通振興協会
☎（011）865-5811／Fax（011）864-1290
http://www.axes.or.jp

利用料金（利用時間）

17万770円（9：00〜21：00）

※土・日・祝日の利用料金は20万4940円

■ホール・会議室：視聴覚室
（123.26㎡）、
研修室１（64.66㎡）、研修室２・３（各62.1㎡）、会議室（60.02㎡）
ほか
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■屋外展示場：１万8800㎡（オープンアリーナ）※利用
制限あり
■専用駐車場：1451台
■開業年月日：2001年６月２日
■交
通：地下鉄東豊線福住駅より徒歩10分、
新千歳空港より空港連絡バスで約45分
（札幌ドーム下車）
■無線ＬＡＮ：有※札幌市の無線Wi-Fiサービス
「Sapporo City Wi-Fi」が利用可
■インターネット回線（有線）：有
（有料／全館対応）
※別途工事が必要
■管理・運営：（一社）釧路観光コンベンション協会
☎（0154）31-1993／Fax（0154）31-1994
http://www.kushiro-kankou.or.jp
■屋外展示場：無
■専用駐車場：無
■開業年月日：1993年６月３日
■交
通：ＪＲ釧路駅より徒歩15分
■無線ＬＡＮ：有（無料／全館対応）
■インターネット回線（有線）：有
（有料／一部対応）
※回線契約等の手
配は利用者対応、提供場所は貸室部分
のみ

<変数 1>

サ ポ ー ト 企 業 一 覧
ディスプレイ

㈱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２−４−16 いちご神田小川町ビル９F
Tel.03-5259-7971 Fax.03-5259-7972

◆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⑤34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

装飾業、空間デザイン、ステージ・スタジ
オセット施工

広告☛広18

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

㈱アシストクリップ

◆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

◆代表取締役 萩原 貴
①内藤 友亮
（取締役）③2011年４月④720万円⑤10名⑥１億円
⑦アクリルLEDライトパネルのレンタル。展示会用LEDチャ
ンネル文字の販売。イベントブースのデザイン・施工。各種
出力物の製作。SNSボードのレンタル。デッキテープの製造、
販売

㈱アートビークルー

ArtbeCrew Co.,Ltd.
〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和２−35−１
Tel.048-281-1366 Fax.048-281-1482

㈱アディスミューズ

◆代表取締役 斎藤 正俊
① 神 田 修 二（ 営 業 部 ）② 渋 谷 デ ザ イ ン オ フ ィ ス（03-64154600）、渋谷サイン部（03-6416-3712）、北京 公司(+86-0106416-1544)③1977年７月４日④1200万円⑤40名⑥15億円（16
年連結）⑦展示会の企画・デザイン、製作・施工他、TV・イ
ベントのセット製作・リース他
広告☛広21

◆代表取締役社長 髙橋 拓也
① 齋 藤（ 営 業 第 ４ 部：03-3865-9323）② 札 幌 営 業 所（011-2816501）、青森営業所（017-728-6736）、仙台営業所（022-284-2671）、
郡山営業所（024-933-2462）、新潟営業所（025-270-7766）、横浜
営 業 所（042-788-2571）③1957年 ６ 月 ④9750万 円 ⑤133名 ⑥59億
5556万円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
広告☛広73

㈱アートフリーク

ARTFREAK
〒104-0032 東京都中央区八丁堀２−20−８ 八丁堀綜通ビル１F
Tel.03-3537-2211 Fax.03-3537-2255

㈱アドヴァンス企画

◆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
⑤85名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。グラフィック、映像制作専門スタッ
フによる総合プロデュース

◆代表取締役 小室 弘之
②営業部（03-3669-2795）
、市川総合センター（製作部 ：047300-8706、サイン製作部 ：047-300-8712、SP事業部 ：047300-8655）
、 船 堀 工 場（03-6663-5121）③1980年 ３ 月11日 ④
2000万円⑤40名⑦展示会ブース企画・設計・施工／展示会・
イベント、運営・管理
広告☛広37

㈱アーバンスペース

㈱アド・ポイント

◆代表取締役社長 藤本 幸夫
①小島 祐也（営業推進部）③1987年９月１日④2000万円⑤53
名⑦全国のイベント企画・デザイン・施工・管理までトータ
ルサポート。内装、サイン、什器に関してもお問い合わせ下
さい

◆代表取締役社長 鈴木 雅之
③1970年３月④1000万円⑤20名⑦企画・デザインから施工ま
でのトータルディスプレイ

〒170-0022 東京都豊島区南池袋２−30−11 池袋第一生命ビルディング２F
Tel.03-3590-0868 Fax.03-3590-0867

企業一覧

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

Assist Clip co., ltd.
〒141-0022 東京都品川区東五反田４−10−９ シャトレー五反田１F
Tel.03-3444-1550 Fax.050-3730-2291

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.03-3865-9637

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町２−35−４ 日本橋浜町パークビル３F
Tel.03-3669-7423 Fax.03-3667-3284

ad･point cop.
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４−２−１ 岩見ビルディング１F
Tel.03-3261-1060 Fax.03-3261-5345

⑤従業員数

− 380 −

⑥年間売上高

⑦主な事業内容

