
 
掲載範囲： 2023年6月1日 ～ 2023年8月31日 2023年5月24日 作成

※最終日の終了時刻 ●：30分前に終了 ▲：1時間前に終了 ■：2時間前に終了

期間
時間

展示会名
内容
URL

利用施
設

対象者
入場料

連絡先
TEL

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00●

R&R建築再生展 2023 

建築リフォーム＆リニューアルの展示会 

https://rrshow.jp/2023

東1 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

R&R建築再生展 事務局 

03-3228-3401

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

電子機器トータルソリューション展2023 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

JPCA Show 2023 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

マイクロエレクトロニクスショー 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

JISSO PROTEC 2023 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(招待券持
参者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-11:00

SDGs Device 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(招待券持
参者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

Wire Japan Show 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

Electronics Components & Unit Show 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

E-Textile/Wearable 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

SmartSensing 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

無人化ソリューション展 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020



期間
時間

展示会名
内容
URL

利用施
設

対象者
入場料

連絡先
TEL

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

Edge Computing 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

InterOpto 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

5/31(水)-6/2(金) 

10:00-17:00

Imaging Japan 

あらゆるエレクトロニクス製品を具現化する技術の総合展示会 

http://jpcashow.com

東2-6 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

（一社）日本電子回路工業
会 

03-5310-2020

6/6(火)-6/9(金) 

10:00-17:00

FOOMA JAPAN 2023 

世界最大級の食品製造総合展。食品製造に関わる機器・設備・サービスの全てが
出展 

https://www.foomajapan.jp

東1-8 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

FOOMAJAPAN運営事務局

03-6809-3745

6/8(木)-6/11(日) 

時間未定

東京おもちゃショー2023 

2023年の最新おもちゃが一堂に会するおもちゃの見本市 

https://toys.or.jp/toyshow/

西1・2・4 商談/一般
未定

東京おもちゃショー事務局 

03-3829-2513

6/11(日) 

10:00-17:00

リクナビ仕事万博 in 東京 

2025年以降の卒業予定者向けの合同企業説明会 

https://job.rikunabi.com/2025/contents/article/c~event~prelive~230611_tokyo/r/?
modern=1

東4-6 一般 
無料

(要登録)

リクナビ2025 

6/11(日) 

10:00-18:00

SANRIO FES 2023 

サンリオ大好きなみんなのためのサンリオ愛が詰まった特別なイベント！※完全招待
制 

https://fes.sanrio.co.jp/

南1・2 一般 
WEB参照

SANRIO FES 2023 事務局 

6/14(水)-6/16(金) 

6/14 10:00～18:00 6/15 10:00
～18:00 6/16 10:00～16:30

インテリア ライフスタイル2023 

インテリア・デザインのための国際見本市 / Exquisite designs gathered in Tokyo 

https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

西1・2 商談 
無料

(要登録)

インテリア ライフスタイル事務
局 

03-3262-8456

6/15(木)-6/17(土) 

10:00-17:00▲

第37回オートサービスショー2023 

オートサービスショーは、自動車の機械工具を一堂に集めて隔年で開催しています。 

https://www.jasea.org/autoservice/

東1-3 商談/一般
￥1000

(事前登録
者無料)

一般社団法人日本自動車
機械工具協会 

03-3203-5157

6/15(木)-6/18(日) 

10:00-17:00●

東京国際消防防災展2023 

5年に1度開催される消防防災に関する国内最大級の展示会 

https://www.fire-safety-tokyo.com/

東5-7 商談/一般
無料

(要登録)

東京国際消防防災展2023事
務局 

03-5530-1121

6/18(日) 

11:00-17:00

民間医局レジナビフェア2023東京 ～臨床・専門研修プログラム

～  

医学生・研修医向け病院合同説明会 

https://www.residentnavi.com/rnfair/210

西1・2 関係者の
み 
無料

(要登録)

レジナビFair事務局 

03-4565-6103

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第35回 日本 ものづくり ワールド 

9つの展示会で構成された ものづくり専門展 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506
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6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第35回 設計・製造ソリューション展（DMS）  

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 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/dms.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第28回 機械要素技術展（M-Tech）  

機械部品や加工技術、表面処理などが出展する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/mtech.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第14回 ヘルスケア・医療機器 開発展 

医療機器向け部品・デバイスや、開発・製造技術、OEMサービスなどが出展する展
示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/medix.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第6回 工場設備・備品展（FacTex）  

工場向けの省エネ製品、物流機器、メンテナンス製品、防災製品などが出展する展
示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/factex.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第6回 ものづくり AI/IoT 展  

製造業向けIoT・AIソリューションが出展する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/aiotex.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第6回 次世代 3Dプリンタ展（通称：AM Japan）  

アディティブ・マニュファクチャリング、3Dプリンタ、材料などが出展する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/am.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第6回 航空・宇宙機器 開発展（AeroTech）  

航空機、宇宙機器の開発・製造技術や、部品、デバイス、材料など出展する展示
会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/aerotech.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第5回 計測・検査・センサ展（メジャーテック） 

計測機、検査機、センサなどが出展する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/mts.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第1回 ものづくりODM/EMS展  

ものづくりの開発・製造ODM、EMSなどを得意とする企業が一堂に集結する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/odm.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第1回 製造業DX展  

製造業の業務デジタル化やDXを推進するIT製品やサービスが出展する展示会 

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/about/mdx.html

東1-8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8506

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

第7回 “日本の食品”輸出EXPO 

日本の食品が一堂に出展し、海外の食品バイヤーや輸出商と商談を行う展示会で
す。 

https://www.jpfood.jp/ja-jp.html

西1・2 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

RX Japan 株式会社 

0333498511

6/21(水)-6/23(金) 

10:00-18:00▲

JFEX（ジェイフェックス）2023（第3回 国際 食品商談WeeK）  

世界中の食品が集まり、国内外の有力食品バイヤーと仕入れ商談を行う国際商談
展。 

https://www.jfex.jp/ja-jp.html

西3・4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

RX Japan 株式会社 

0333498511
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6/24(土)-6/25(日) 

10:00-17:00

東京サマーキャリアフォーラム 2023 

日英バイリンガルのための就職イベント 

https://careerforum.net/ja/event/tks/

西1・2 一般 
無料

東京サマーキャリアフォーラム
事務局 

6/25(日) 

時間未定

JUNE BRIDE FES 2023 

同人誌即売会 

https://www.akaboo.jp/

東1-6 一般 
未定

赤ブーブー通信社 

0332258520

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第13回 コンテンツ東京 

コンテンツの制作から配信、マーケティング、権利取引、先端技術までを網羅 

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

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第13回 ライセンシング ジャパン＜キャラクター＆ブランド 活用展
＞（第13回 コンテンツ東京内） 

日本最大！あらゆるキャラクターやブランドが一堂に集まるライセンシング商談展 

https://www.content-tokyo.jp/ja-jp/about/lj.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第12回 クリエイターEXPO（第13回 コンテンツ東京内） 

イラスト・映像・サウンドなど、あらゆるジャンルのクリエイターが出展！ 

https://www.content-tokyo.jp/ja-jp/about/cr.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第11回 映像・CG制作展（第13回 コンテンツ東京内） 

映像・CG、アニメ・ゲームの制作会社・ソリューションが出展！ 

https://www.content-tokyo.jp/ja-jp/about/cg.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第9回 先端デジタル テクノロジー展（第13回 コンテンツ東京内） 

最先端の体感ソリューション、インタラクティブ技術、高臨場感映像技術などが出展 

https://www.content-tokyo.jp/ja-jp/about/next.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第9回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO（第13回 コンテン
ツ東京内） 

「クリエイティブ」の力でブランディング・マーケティングを支援する企業が一堂に 

https://www.content-tokyo.jp/ja-jp/about/adb.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第3回 XR総合展【夏】 

メタバース、デジタルツインなど、VR・AR・MRに関する製品・サービスが集結する展示
会 

https://www.xr-fair.jp/summer/ja-jp.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第1回 メタバース総合展【夏】 

メタバースを実現・活用するあらゆるサービス・技術が集結する展示会 

https://www.metaverse-expo.jp/summer/ja-jp.html

東1-3・8 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8507

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-18:00▲

COMNEXT ー第1回 [次世代]通信技術＆ソリューション展ー 

6Gをはじめ、次世代の通信技術が集結する国際展示会 

https://www.cbw-expo.jp/ja-jp.html

西1・2 関係者の
み 

￥5000
(事前登録
者無料)

COMNEXT 事務局 

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

Japan Sports Week2023 

スポーツチーム・アスリート向けの５つの専門展で構成。 

https://www.sportsexpo.jp/

東4 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

Japan Sports Week 

03-3349-8510
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6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第6回 スポーツビジネス産業展 

ファン獲得・集客支援、チケッティング、グッズ、演出サービスなどが出展 

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/about/sports.html

東4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第2回 スポーツ施設EXPO 

スタジアム、アリーナ、競技場、体育館、練習場向けの製品・サービスが出展 

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/about/sf.html

東4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第3回 トレーニング＆コンディショニングEXPO 

トレーニング・コンディショニング・リカバリー機器が出展 

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/about/training.html

東4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第2回 スポーツテックEXPO 

スマートスタジアム、5G、XR活用、配信サービス、データ分析などが出展 

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/about/st.html

東4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第2回 スポーツツーリズムEXPO 

大会、合宿誘致を求める自治体・宿泊施設が出展 

https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/about/to.html

東4 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

自治体・公共Week 2023 

自治体・公共向けの６つの専門展で構成された展示会。 

https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

東6・7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

企画運営 RX Japan株式会
社 

03-3349-8510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第6回 地方創生EXPO 

地域PR、観光・インバウンド支援、産業支援が出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/sousei.html

東6・7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第3回 スマートシティ推進EXPO 

まちのスマート化、コンパクト化を推進するサービスが出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/sce.html

東6・7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第3回 自治体DX展  

DX・デジタル化、業務効率化、セキュリティ、人材育成が出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/lit.html

東6・7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第3回 自治体向けサービス EXPO 

公園遊具、子育て支援、施設管理、業務委託が出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/lgs.html

東6・7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第2回 地域防災EXPO 

自治体向けの災害（地震・風水害・火山）対策が一堂に出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/bousai.html

東6・7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

LIVeNT2023 

ライブ・エンターテイメント、イベント、eスポーツビジネスの総合展 

https://www.event-week.jp/ja-jp.html

東5-7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第10回 ライブ・エンターテイメントEXPO 

ライブ・エンターテイメント分野 日本最大の専門展 

https://www.event-week.jp/ja-jp/about/live.html

東5・6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8510



期間
時間

展示会名
内容
URL

利用施
設

対象者
入場料

連絡先
TEL

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第10回 イベント総合EXPO 

販促イベント、懇親会、式典、お祭り、スポーツイベントなどの企画、機材、会場が
出展 

https://www.event-week.jp/ja-jp/about/event.html

東5・6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第2回 eスポーツビジネスEXPO 

大会企画・運営会社、ライブ配信、ハードウェア、eスポーツ施設などが出展 

https://www.event-week.jp/ja-jp/about/esports.html

東5・6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

03-3349-8510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

第1回 インフラメンテナンス展 

インフラの予防保全、長寿命化、老朽化対策が出展 

https://www.publicweek.jp/ja-jp/about/ime.html

東6・7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

企画運営　RX Japan株式会
社 

0333498510

6/28(水)-6/30(金) 

10:00-17:00

AMLEX2023 

アトラクション、アミューズメント機器、遊具などが出展する国際商談展 

https://www.amlex.jp/ja-jp.html

東5・6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者　RX Japan株式会社 

0333498510

7/7(金)-7/9(日) 

10:00-18:00▲

第2回 資産運用EXPO【夏】 

日本最大級／投資商品の総合展（株式、不動産、保険、金などの投資商品が一
堂に出展） 

https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

西1・2 一般 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-6739-4115

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

ビジネスイノベーションJapan 2023【夏】 

VUCA・ニューノーマル時代の経営課題解決のための総合展 

https://www.bij-expo.jp/summer

西1・2 商談 
無料

(要登録)

ビジネスイノベーションJapan実
行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 働き方改革Week 【夏】 

企業・店舗の働き方改革を実現するための展示会 

https://www.bij-expo.jp/newnormal

西1・2 商談 
無料

(要登録)

ビジネスイノベーションJapan実
行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第2回 経営支援EXPO【夏】 

日本初！経営層・経営企画・事業責任者向け 経営課題を解決するための総合展

https://www.bij-expo.jp/executive

西1・2 商談 
無料

(要登録)

ビジネスイノベーションJapan実
行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第1回 ウェルビーイングEXPO【夏】 

健康経営・福利厚生・従業員満足度向上などのサービスが一堂に出展する展示会

https://www.bij-expo.jp/well-being

西1・2 商談 
無料

(要登録)

ビジネスイノベーションJapan実
行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第1回 SDGs・ESG支援EXPO【夏】 

企業のSDGs推進・ESG投資・脱炭素経営を実現するための展示会 

https://www.bij-expo.jp/sdgs-esg

西1・2 商談 
無料

(要登録)

ビジネスイノベーションJapan実
行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

DX EXPO 2023【夏】 

日本最大級！DX化を実現するための展示会 

https://www.dx-expo.jp/summer

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 人事・労務 DX EXPO【夏】 

日本最大級！人事・労務・採用業務のDX化を実現するための展示会 

https://www.dx-expo.jp/personnel-labor

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012
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設
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入場料

連絡先
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7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 経理・財務 DX EXPO【夏】 

日本最大級！経理・財務・会計業務のDX化を促進する展示会 

https://www.dx-expo.jp/accounting-finance

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 法務 DX EXPO【夏】 

日本最大級！法務・知財業務のDX化を実現するための展示会 

https://www.dx-expo.jp/judicial-affairs

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 マーケティング DX EXPO【夏】 

日本最大級！マーケティングのDX化を実現するための展示会 

https://www.dx-expo.jp/marketing

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 営業 DX EXPO【夏】 

日本最大級！営業のDX化を実現するための展示会 

https://www.dx-expo.jp/sales

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第4回 業務改革 DX EXPO【夏】 

日本最大級！業務改革・業務効率化を実現するためのDX展示会 

https://www.dx-expo.jp/business-reform

西1・2 商談 
無料

(要登録)

DX EXPO実行委員会 

03-5715-6012

7/11(火)-7/13(木) 

10:00-17:00

第1回 AI World 

企業・店舗のAI導入・活用を促進する展示会 

https://www.ai-world.jp/

西1・2 商談 
無料

(要登録)

AI World実行委員会 

03-5715-6012

7/12(水)-7/14(金) 

10:00-17:00

国際モダンホスピタルショウ2023 

保健・医療・福祉分野における最新システムやサービス、機器、製品の総合展示会 

https://www.noma-hs.com/

東1-3 商談 
無料

(要登録)

ホスピタルショウ事務局 

03-3403-8615

7/12(水)-7/15(土) 

9:00-17:00▲

MF-TOKYO 2023 第7回プレス・板金・フォーミング展 

国内唯一のプレスや板金（レーザ加工機含む）・フォーミングなどの鍛圧機械専門展
示会 

https://www.mf-tokyo.jp/j/

東4-7 商談 
￥1000

(事前登録
者無料)

MF-TOKYO 2023 運営事務
局 

03-5644-7221

7/14(金)-7/16(日) 

10:00-17:00

第4回有明骨董ワールド 

「骨董ジャンボリー」を名称変更して開催する国内最大級の骨董アンティークイベント 

https://www.kottouichi.com

南3 一般 
￥1000

(前売あり)

有明骨董ワールド事務局 

03-5983-5101

7/19(水)-7/20(木) 

10:00-17:00

賃貸住宅フェア2023 in 東京 

賃貸不動産会社と家主のためのセミナー＆展示会 

https://zenchin-fair.com/

西1・2 商談/一般
無料

(要登録)

賃貸住宅フェア2023事務局 

050-3138-2476

7/19(水)-7/20(木) 

10:00-17:00

リフォーム産業フェア 

住宅リフォームをメインテーマに、住宅市場のトレンドと最新情報を提供。 

https://the-bars.com/

西3・4 商談 
￥3000

(事前登録
者無料)

株式会社リフォーム産業新聞
社 

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

第18回ライフスタイルWeek（夏） 

前回比1.5倍！関連9展で1,000社が出展 雑貨・文具・ファッション・美容・食器の商
談展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505



期間
時間

展示会名
内容
URL

利用施
設

対象者
入場料

連絡先
TEL

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 雑貨 EXPO【夏】 

ギフト、バラエティ雑貨、生活用品、アウトドアグッズなど生活を彩る雑貨が出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/giftex.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 ベビー＆キッズ EXPO【夏】 

ベビー業界日本最大級の商談展。知育玩具、こども服、パパ・ママグッズなど出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/bk.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 ファッション雑貨 EXPO【夏】 

バッグ、革小物、アクセサリーなど最先端のファッション雑貨が出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/fa.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 テーブル＆キッチンウェア EXPO【夏】 

食器、カトラリー、陶磁器、漆器など食卓を彩るキッチン雑貨が出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/tk.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 ヘルス&ビューティグッズ EXPO【夏】 

美容雑貨、ケア用品、美容家電などビューティ製品・ヘルスケアグッズが出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/hb.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 サステナブルグッズ EXPO【夏】 

エコ・エシカル・オーガニック・フェアトレード製品など環境配慮アイテムが出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/sg.html

東4-7 商談 
￥5000

(招待券持
参者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

Good Foods EXPO【夏】 

地産品・インポート・美容食・ギフトなど出展する『食と暮らしの商談展』 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/fd.html

東4-7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

国際 文具・紙製品展-ISOT- 

文具、筆記具、ファイル、ノートなど最新のデザイン・機能・サステナブル文具が出展 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/isot.html

東4-7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/19(水)-7/21(金) 

10:00-18:00▲

DESIGN TOKYO-国際デザイン製品展- 

最先端のデザイン製品が一堂に出展。 “売れるデザイン”を発信し続ける展示会 

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/about/dt.html

東4-7 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

主催者 RX Japan株式会社 

03-3349-8505

7/22(土)-7/23(日) 

11:00-19:00

ハンドメイドインジャパンフェス2023 

この夏10周年を迎える、日本最大級・クリエイターの祭典 

https://hmj-fes.jp/

西1・2 一般 
￥1300

HMJ運営事務局 

7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2023 

製造業建設業の生産性向上、持続可能な社会資本整備、レジリエンス向上を目
指す展示会 

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

東1-6 商談 
無料

(要登録)

一般社団法人日本能率協
会メンテナンス・レジリエンス事

務局 

03-3434-1988

7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

TECHNO-FRONTIER 2023 

商談と技術革新をサポートするアジア最大級の専門トレードショー＆カンファレンス 

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

東1-6 商談 
無料

(要登録)
WEB参照

TECHNO-FRONTIER 事務
局 

03-3434-0587

7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

第9回 東京 猛暑対策展 

暑さに対する課題解決を行うことに特化した専門展示会 

https://www.jma-stt.com/exhibition/tokyo.html

東1-6 商談 
無料

(要登録)

一般社団法人日本能率協
会猛暑対策展／労働安全
衛生展／騒音・振動対策展

事務局 

03-3434-1988



期間
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展示会名
内容
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利用施
設
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連絡先
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7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

INDUSTRY-FRONTIER2023 

商談と技術革新をサポートする アジア最大級の専門トレードショー＆カンファレンス 

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

東1-6 商談 
無料

(要登録)
WEB参照

TECHNO-FRONTIER 事務
局 

03-3434-0587

7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

第10回 東京 労働安全衛生展 

働く人の安全・健康・快適な職場づくりを支援することを目的とした展示会 

https://www.jma-stt.com/exhibition/tokyo.html

東1-6 商談 
無料

(要登録)

一般社団法人日本能率協
会猛暑対策展／労働安全
衛生展／騒音・振動対策展

事務局 

03-3434-1988

7/26(水)-7/28(金) 

10:00-17:00

第2回 東京 騒音・振動対策展 

騒音・振動に関する唯一の専門展示会 

https://www.jma-stt.com/index.html#safty

東1-6 商談 
無料

(要登録)

一般社団法人日本能率協
会猛暑対策展／労働安全
衛生展／騒音・振動対策展

事務局 

03-3434-1988

7/29(土) 

12:00-17:00

ナース専科就職ナビ　合同就職説明会2025 in summer 

看護学生向け就職説明会 

西3 一般 
無料

株式会社エス・エム・エス 

03-6721-2449

8/2(水)-8/4(金) 

10:00-17:00

SPORTEC2023 

日本最大のスポーツ・健康産業に関する総合展示会 

https://sports-st.com/

東1-3 商談 
￥2000

(事前登録
者無料)

WEB参照
事務局へ

SPORTEC事務局 

03-5363-1701

8/2(水)-8/4(金) 

10:00-17:00

CAFERES JAPAN2023 

日本最大級のカフェ・ベーカリー・レストラン総合展 

https://caferes.jp/

東4-6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

WEB参照
事務局へ

CAFERES JAPAN事務局 

03-5363-1701

8/2(水)-8/4(金) 

10:00-17:00

第2回国際発酵・醸造食品産業展 

発酵・醸造食品の製造・研究・技術開発のための食材・素材・機器専門展 

https://hakkoexpo.jp/

東4-6 商談 
￥5000

(事前登録
者無料)

WEB参照
事務局へ

国際発酵・醸造食品産業展
事務局 

03-5363-1701

8/2(水)-8/4(金) 

10:00-17:00

健康・未病産業展2023【Well-being IAPAN】  

ウェルネスライフ実現のための機器・サービス総合展 

https://wbjapan.jp/

東1-3 商談 
￥2000

(事前登録
者無料)

WEB参照
事務局へ

健康・未病産業展2023事務
局 

8/18(金)-8/20(日) 

10:00-18:00▲

第22回国際鉄道模型コンベンション 

鉄道模型モデラーとメーカーが大集合する日本最大級の祭典。 

https://kokusaitetsudoumokei-convention.jp/

東1 一般 
￥1500

(前売あり)
WEB参照

国際鉄道模型コンベンション
実行委員会 

0334503499

8/18(金)-8/20(日) 

10:00-17:00

第23回JAPANドラッグストアショー 

ドラッグストアとその業界に関連する健康・美容・食品等の商品を一堂に集めた展示
会 

https://www.drugstoreshow.jp/

東3-6 商談/一般
無料

WEB参照

JAPANドラッグストアショー推
進事務局 

03-6206-0067

8/18(金)-8/19(土) 

10:00-17:00

第23回JAPANドラッグストアショー for ビジネス 

ドラッグストアとその業界に関連する健康・美容・食品等の商品を一堂に集めた展示
会 

https://www.drugstoreshow.jp/

東3 商談 
無料

WEB参照

JAPANドラッグストアショー推
進事務局 

03-6206-0067

8/22(火)-8/23(水) 

9:30-18:00■

第2回 バックオフィスDXPO東京’23 

管理部門の業務効率化・DX推進のためのITソリューション総合展 

https://dxpo.jp/real/box/tokyo/

東7・8 商談 
無料

(要登録)
WEB参照

バックオフィスDXPO事務局 

03-6809-4451



期間
時間

展示会名
内容
URL

利用施
設

対象者
入場料

連絡先
TEL

8/24(木)-8/25(金) 

9:30-17:00

第2回 営業・マーケ／広告・販促／店舗・EC DXPO東京’23 

売上アップ・業務効率化・DX推進のためのITソリューション総合展 

https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/

東7 商談 
無料

(要登録)
WEB参照

営業・マーケ／広告・販促／
店舗・EC DXPO事務局 

03-6809-4451

8/23(水)-8/24(木) 

10:00-17:00▲

第16回「アグリフードEXPO東京2023」  

プロ農業者たちの国産農産物・展示商談会 

東4 商談 
無料

(要登録)

エグジビション テクノロジーズ株
式会社 

03-5775-2855

8/23(水)-8/25(金) 

10:00-17:00▲

第25回「ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」 

魚・水産品の見本市 

https://seafoodshow-japan.com/tokyo/

東5・6 商談 
無料

(要登録)

「シーフードショー」事務局／
エグジビションテクノロジーズ

（株） 

03-5775-2855

8/30(水)-9/1(金) 

10:00-18:00▲

ジャパンジュエリーフェア2023 

B toBの国際ジュエリー展。プロのための仕入れ、買い付けのための展示会。 

https://www.japanjewelleryfair.com/

東5・6 商談 
￥3000

(事前登録
者無料)

JJF運営事務局 

03-5296-1020


