2013全国主要見本市・展示会情報（下半期７月～ 12月）
７月

会

期

展示会名

主な展示内容

会

場

第26回インター
フェックスジャパン

医薬品・化粧品・洗剤を製造・研究開発するた
めの、あらゆる機器・システム・技術が一堂に集 東京ビッグサイト
結する専門技術展

INTER-FOOD
JAPAN 2013

主

催

者

開催地
東京

アルコール飲食/ソフトドリンク、食品（農産物/
畜産物/水産物/加工食品/調味料）、デザート、厨
房設備/調理器具、テーブルウェア、ユニフォー
関係者 INTER-FOOD JAPAN
東京ビッグサイト
のみ 実行委員会
ム、店 舗 運 営 設 備/販 売 促 進 設 備、店 舗 建 築/リ
フォーム、衛生関連製品、開業支援サービス/フラ
ンチャイズチェーン本部、経営促進、等

0120-686-352
http://www.
foodexpo.jp/

東京

21日～23日 ターナショナ ル・ シ ー

魚、シーフード、水産加工、鮮度保持技術、食品加
関係者
東京ビッグサイト
㈳大日本水産会
のみ
工技術

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.com/seafood/

東京

21日～23日「すしEXPO 2013東京

寿司種、米、酢、塩、海苔、ガリ、すしの素、寿司種加
関係者
工機器、寿司ロボット、シャリ玉成形機、炊飯器 東京ビッグサイト
㈳大日本水産会
のみ
機・炊飯ロボット、のりまき機、おむすび成形機

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.com/seafood/

東京

８月

第15回
「ジャパン・イン
フードショー」

第76回 東 京 イ ン タ ー

4日～6日 ナ シ ョ ナ ル・ ギ フ ト・ 日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の見本市 東京ビッグサイト

ショー秋 2013

第14回グルメ＆ダイニ

4日～6日 ングスタイルショー秋 食品及びキッチン雑貨、
他

2013

９月

18日～20日

第40回国際福祉機器展
福祉機器・介護用品等
H.C.R. 2013

25日～27日

2013 地球環境保護
国際洗浄産業展

東京ビッグサイト
東京ビッグサイト

03-3843-9851
㈱ビジネスガイド社
http://www.
東京ギフト・ショー事務局 giftshow.co.jp
03-3847-9853
http://www.
gourmetdiningstyleshow.com

東京

（社福）全国社会福祉協議会 03-3580-3052
http://www.hcr.or.jp
（一財）保健福祉広報協会

東京

関係者
㈱ビジネスガイド社
のみ
無料

東京

日本産業洗浄協議会

給食
（学校・病院・福祉）の調理システム・技術・
東京ビッグサイト
資材や給食用食品・介護食品に関する総合展

有料

フードシステム ソリュー 03-3503-7319
http://www.f-sys.
ション（F-SYS）実行委員会 info

東京

製造管理システムをはじめ、検査、分析、衛生対
フードセーフティジャ
策、品質管理、フードディフェンス等、
「食の安全」 東京ビッグサイト
パン
（FSJ）2013
技術が一堂に集う専門展示会

有料

㈶食品産業センター
㈳日本食品衛生協会

03-3503-7827
http://www.f-sys.
info

東京

06-6263-0075
http://www.
giftshow.co.jp

大阪

03-3543-1189
http://www.jpi-expo.jp

東京

03-5296-1017
http://www.hijapan.
info

東京

2013

第50回 大 阪 イ ン タ ー

下旬予定 ナ シ ョ ナ ル・ ギ フ ト・

ショー秋 2013

服飾・インテリア・生活雑貨、アクセサリー、テー
ブルウェア、食品、デザイン雑貨、レジャーグッ
ズ、美容＆健康関連商品、販促ツール、ノベルティ
商品、他

1日～3日 包装材料・容器展 2013 包装資材・包装容器

大阪マーチャン
ダイズ・マート
（OMMビル）

健康・機能性食品素材・原料、食品の安全性・品
食品開発展 2013
質向上を目指す分析検査・衛生管理資材・環境・ 東京ビッグサイト
（Hi Japan/S-tec Japan）
製造技術

9日～11日 粉体工業展大阪 2013

BioJapan 2013
World Business Forum

03-5297-8855

フジサンケイ ビジネスアイ

関係者
㈱ビジネスガイド社
のみ

東京都立産業貿易
無料 （公社）
日本包装技術協会
センター・浜松町館

9日～11日

9日～11日

無料

リード エグジビション
ジャパン㈱

無料 （一社）
日本産業機械工業会 http://www.iice.jp/

フードシステム

25日～27日

有料

洗浄機、洗浄剤を中心とした産業洗浄に関する専
東京ビッグサイト
門展示会－VOC対策フェアも併催

25日～27日 ソリューション
（F-SYS）

有料 UBMメディア㈱

製造・プロセス機器・計装・測定・ラボ機器、材料・
インテックス大阪
エンジニアリング・情報、他

有料 （一社）
日本粉体工業技術協会 http://www.appie.or.jp

医薬品/創薬、創薬支援/受託サービス、医療/診
断/医療機器、食品/農林水産/畜産、環境/エネル
ギー、アカデミア/公的研究機関、等

有料 ㈱ICSコ ン ベ ン シ ョ ン デ ザ http://www.ics-

パシフィコ横浜

03-5297-8855

Bio Japan組織委員会

03-3219-3565

イン

expo.jp/biojapan/

月

15日～18日 JAPAN PACK 2013

包装機会、包装資材、包装材料加工機械、食品加工
機械、検査機・試験機、製造加工・包装関連機器、
東京ビックサイト
流通関連機器、環境関連機器、プラントエンジニ
アリングシステム、関係団体PRコーナー、プレス

有料 （一社）
日本包装機械工業会 http://www.

16日～18日
エコノテクノ 2013
予定

新エネルギー・省エネルギー技術、廃棄物処理技 西日本総合展示場
術の他、環境対策技術等の展示会商談会
新館

無料 （公財）
西日本産業貿易コン http://www.eco-t.

16日～18日 中小企業テクノフェア
予定 in九州 2013

“ものづくり”に積極的に取り組む中小企業が自ら 西日本総合展示場
培った技術や製品
新館

無料

03-6222-2275
japanpack.jp/

北九州市

093-511-6800

ベンション協会

net/

東京

北九州

有料

（一社）日本医療福祉設備協会 03-3434-1988
http://www.jma.
（一社）日本能率協会
or.jp/hospex

東京

有料

（公社）化学工学会
（一社）日本能率協会

03-3434-0587
http://www.jma.or.jp/INCHEM/

東京

03-3512-5675
http://www.biofach.
jp

東京

（一社）日本ロボット工業会 03-5644-7221
http://www.nikkan.
日刊工業新聞社
co.jp/eve/

東京

HOSPEX Japan 2013
医療・福祉施設における建築・設備・エンジニ
23日～25日（第42回日本医療福祉設 アリング、
医療機器、医療・福祉関連情報システ 東京ビッグサイト
備学会 併設展示会）
ム、介護・福祉設備機器・用品、他
水に関するプラント・装置・機械/水処理機能製
30日～
水イノベーション 2013
東京ビッグサイト
11月1日
品、部材/水関連プラントの管理・運営技術

ルギー・省エネルギー機器、等

健康・自然食品及び伝統食品、健康器具、オーガ
ニック食品、衣類、化粧品等/機能性食品、サプリ 東京ビッグサイト
メント、ボディケア商材、等

有料 ニュルンベルクメッセ

6日～9日 2013 国際ロボット展

各種ロボットと応用システム（製造分野、非製造
分野）
、産業用ロボット、パーソナルロボット、建
東京ビッグサイト
設ロボット、食品関連ロボット、ロボットシュミ
レーションシステム、関連機器、要素機器

有料

22日～ 第43回東京
12月1日 モーターショー 2103

乗用車・商用車・二輪車・部品・機械器具、関連
東京ビッグサイト
商品

有料 （一社）
日本自動車工業会

2013

横浜

福岡

有料 日刊工業新聞社

BioFach Japan

大阪

092-271-5715
http://www.
nikkanseibu-eve.
com/mono/

制御、自動化機器、自動車部品製造に関する要素
10月～11月
モノづくりフェア 2013
マリンメッセ福岡
予定
技術、生産要素技術、ロボット技術、金型、新エネ

31日～
オーガニックEXPO
11月2日

東京

（公財）西日本産業貿易コン 093-511-6800
北九州
http://www.kyushu-tf.com/
ベンション協会

金属加工、設計・製造支援システム・ソフト、計測・

月

11

電話＆URL
03-3349-8509
http://www.
interphex.jp/

10日～12日

5日～7日

10

入場料

※展示会場へは、
今一度主催者まで
ご確認の上、
お出かけください。

http://www.tokyomotorshow.com

東京

