
会期 展示会名 会場

4月5日（水） ～7日（金）

第6回 Japan マーケティング Week 【春】 

東京ビッグサイト

第6回 販促 EXPO 【春】 

第6回 Web・SNS活用 EXPO 【春】 

第6回 営業支援 EXPO 【春】 

第6回 広告メディア EXPO 【春】 （旧称：リアル広告 EXPO）

第2回 CX・顧客育成 EXPO 【春】 

4月12日（水） ～14日（金）

第8回 【名古屋】 ものづくり ワールド 

ポートメッセなごや

第8回 【名古屋】 設計・製造ソリューション展 （DMS 名古屋）

第8回 【名古屋】 機械要素技術展 （M-Tech 名古屋）

第7回 【名古屋】 工場設備・備品展 （FacTex 名古屋）

第7回 【名古屋】 航空・宇宙機器 開発展 （AeroTech 名古屋）

第5回 【名古屋】 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan 名古屋）

第4回 【名古屋】 ものづくり AI/IoT展 （AIoTex 名古屋）

第4回 【名古屋】 計測・検査・センサ展 （MeasureTech 名古屋）

※新 第1回 【名古屋】 製造業DX展 （MDX NAGOYA） 

※新 第1回 【名古屋】 ものづくりODM/EMS展 （ODM NAGOYA） 

5月10日（水） ～12日（金）

第7回 NexTech Week 【春】 

東京ビッグサイト

第7回 AI・人工知能 EXPO 【春】 

第4回 ブロックチェーン EXPO 【春】 

第3回 量子コンピューティング EXPO 【春】 

第2回 デジタル人材育成支援 EXPO 【春】 

第19回 【東京】 総務・人事・経理 Week【春】 

第18回 オフィス防災 EXPO 【春】 

第14回 総務サービスEXPO 【春】 

第12回 HR EXPO （人事労務・教育・採用） 【春】 

第11回 働き方改革 EXPO 【春】 

第9回 会計・財務 EXPO 【春】 

第7回 福利厚生 EXPO 【春】 

第5回 法務・知財 EXPO 【春】 

第4回 PR EXPO 【春】 

第2回 健康経営 EXPO 【春】 

第14回 EDIX （教育 総合展） 東京

　　第1回 【国際】 ウェルネス ツーリズム EXPO （iWT）

5月17日（水） ～19日（金）

第11回 【関西】 高機能素材 Week

インテックス大阪

第11回 【関西】 フィルムテック ジャパン（高機能フィルム展）

第11回 【関西】 プラスチック ジャパン（高機能プラスチック展）

第10回 【関西】 メタル ジャパン（高機能 金属展）

第8回 【関西】 セラミックス ジャパン（高機能セラミックス展）

第7回 【関西】 接着・接合 EXPO

第6回 【関西】 塗料・塗装設備展（コーティング ジャパン）

第3回 【関西】 サステナブル マテリアル展（通称：SUSMA サスマ）

第3回 【関西】 Photonix （光・レーザー技術展）

5月18日（木） ～20日（土） 第27回 【神戸】 国際宝飾展 神戸国際展示場

5月24日（水） ～26日（金）

　　第1回 【九州】 農業 WEEK

グランメッセ熊本
※新 第1回 【九州】 農業資材 EXPO

※新 第1回 【九州】 スマート農業 EXPO

※新 第1回 【九州】 畜産資材 EXPO

6月7日（水） ～9日（金） 第5回 Japan IT Week 【オンライン】 　 オンライン

※新

※新

会期 展示会名 会場

1月11日（水） ～13日（金）

第13回 COSME Week 【東京】 

東京ビッグサイト

第13回 化粧品開発展 【東京】 - COSME Tech -

第11回 【国際】 化粧品展 【東京】 - COSME TOKYO -

第6回 美容・健康食品 EXPO 通称：インナービューティ EXPO

第3回 【国際】 エステ・美容医療 EXPO 通称：ESTHEC JAPAN

第2回 化粧品マーケティング EXPO - C-MEX - 

※新 第1回 ヘアケア EXPO

1月11日（水） ～14日（土） 第34回 国際宝飾展 東京ビッグサイト

1月12日（木） ～14日（土） 第3回 FRAX TOKYO 東京ビッグサイト

1月13日（金） ～15日（日） 第6回 資産運用 EXPO 【春】 東京ビッグサイト

1月18日（水） ～20日（金）

第7回 Japan IT Week 【関西】 

インテックス大阪

第7回 【関西】 組込み/エッジ コンピューティング展

第7回 【関西】 情報セキュリティ EXPO

第7回 【関西】 Web&デジタル マーケティング EXPO

第7回 【関西】 クラウド業務 改革 EXPO

第7回 【関西】 IoT＆5Gソリューション展

第6回 【関西】 次世代 EC＆店舗 EXPO

第6回 【関西】 AI・業務自動化 展

第4回 【関西】 ソフトウェア＆アプリ開発 展

1月18日（水） ～20日（金）

第9回 メディカル ジャパン 【大阪】  医療･介護･薬局 Week 大阪

インテックス大阪

第9回 病院 EXPO 【大阪】 

第9回 介護＆看護 EXPO 【大阪】 通称：ナーシング ケア 大阪

第4回 クリニック EXPO 【大阪】 

第4回 次世代薬局 EXPO 【大阪】 

第3回 感染対策 EXPO 【大阪】 

1月25日（水） ～27日（金）

第37回 ネプコン ジャパン （エレクトロニクス開発・実装展）

東京ビッグサイト

第37回 インターネプコン ジャパン（エレクトロニクス製造・実装展）

第37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・測定展）

第24回 半導体・センサ パッケージング展（ISP）

第24回 電子部品・材料 EXPO

第24回 プリント配線板 EXPO（PWB）

第13回 微細加工 EXPO

第15回 オートモーティブ ワールド （クルマの先端技術展）

第15回 【国際】 カーエレクトロニクス技術展 （カーエレ JAPAN）

第14回 EV・HV・FCV 技術展 （EV JAPAN）

第13回 クルマの軽量化 技術展

第11回 コネクティッド・カー EXPO

第9回 自動車部品＆加工 EXPO （カーメカ JAPAN）

第6回 自動運転 EXPO

第3回  MaaS EXPO （統合型モビリティサービス ［開発］・［活用］  展）

第9回 ウェアラブル EXPO （ウェアラブル ［開発］・［活用］ 展）

第7回 Factory Innovation Week

第7回 ロボデックス （ロボット［開発］・［活用］ 展）

第7回 スマート工場 EXPO （IoT/AI/FAによる製造革新展）

第2回 スマート物流 EXPO

※新 第1回 グリーンファクトリーEXPO 

会期 展示会名 会場

2月15日（水） ～17日（金）

第5回 【名古屋】 総務・人事・経理 Week

ポートメッセなごや

第5回 【名古屋】 オフィス防災 EXPO

第5回 【名古屋】 総務サービス EXPO

第5回 【名古屋】 HR EXPO （人事労務・教育・採用）

第5回 【名古屋】 働き方改革 EXPO

第5回 【名古屋】 会計・財務 EXPO

第5回 【名古屋】 福利厚生 EXPO

第4回 【名古屋】 法務・知財 EXPO

第2回 【名古屋】 PR EXPO

2月15日（水） ～17日（金） 　　第1回 Japan マーケティング Week 【オンライン】 オンライン

3月8日（水） ～10日（金）

第9回 再生医療 EXPO 【大阪】 

インテックス大阪

第9回 インターフェックス Week 【大阪】 （［医薬品］ ［化粧品］ 研究・製造 展）

第9回 インターフェックス 【大阪】  ［医薬品］［化粧品］ 製造展

第3回 ファーマラボ EXPO 【大阪】  ［医薬品］ 研究・開発展

第2回 フードテック ジャパン 【大阪】   食品工場・飲食店の自動化・DX 展

3月15日（水） ～17日（金）

第19回 スマートエネルギーWeek 【春】 

東京ビッグサイト

第19回 FC EXPO 【春】 ～ 【国際】 水素・燃料電池展 ～

第16回 PV EXPO 【春】 ～ 【国際】 太陽光発電展 ～

第14回 【国際】 二次電池展 【春】 ～ バッテリー ジャパン ～

第13回 【国際】 スマートグリッド EXPO 【春】 

第11回 WIND EXPO 【春】  ～ 【国際】 風力発電展 ～

第8回 【国際】 バイオマス展 【春】 

第7回 ゼロエミッション火力発電 EXPO 通称：ZET（ゼット）

第2回 脱炭素経営 EXPO 【春】 

　　第1回 サーキュラー・エコノミー EXPO

4月5日（水） ～7日（金）

第6回 ライフスタイル Week 【春】 

東京ビッグサイト

第6回 【国際】 雑貨 EXPO 【春】 

第6回 【国際】 ベビー＆キッズ EXPO 【春】 

第6回 【国際】 テーブル＆キッチンウェア EXPO 【春】 

第6回 【国際】 ヘルス＆ビューティグッズ EXPO 【春】 

第6回 【国際】 ファッション雑貨 EXPO 【春】

第2回 【国際】 サステナブルグッズ EXPO 【春】

第2回　Good Foods EXPO 【春】 

第10回 FaW TOKYO （ファッションワールド 東京） 【春】 

第10回 ジャパン ファッション EXPO 【春】 

第10回 海外ブランド EXPO 【春】 

第8回 海外 生地・素材 EXPO 【春】 

第8回 ファッション OEM EXPO 【春】 

第3回 サステナブル ファッション EXPO 【春】 

第2回 ファッション DX EXPO 【春】 

第32回 Japan IT Week 【春】 

第32回 ソフトウェア&アプリ開発 展 【春】 

第28回 営業DX EXPO 【春】 （旧称：セールス自動化・CRM EXPO）　

第26回 組込み/エッジ コンピューティング展 【春】 

第25回 データセンター＆ストレージ EXPO 【春】 

第20回 情報セキュリティ EXPO 【春】 

第17回 デジタル マーケティング EXPO 【春】 （旧称：Web&デジタルマーケティング EXPO）

第14回 クラウド業務改革 EXPO 【春】 

第12回 IoTソリューション展 【春】 （旧称：IoT&5G ソリューション展）

第11回 次世代 EC＆店舗 EXPO 【春】 

第6回 AI・業務自動化 展 【春】 

※新 第1回 メタバース活用 EXPO 【春】 

※新

※新

1/3

※新：新規開催の見本市 2023年1月12日現在。最新情報はホームページ（www.rxjapan.jp）をご覧ください

年間38 分野 96 本の見本市
※

を開催 ※構成展　総計は 353展2023年 RX Japan主催 見本市一覧 会期順



会期 展示会名 会場

6月14日（水） ～16日（金） 第6回 EDIX （教育 総合展） 関西 インテックス大阪

6月21日（水） ～23日（金）

第7回 “日本の食品”輸出 EXPO　

東京ビッグサイト

第3回 JFEX （ジェイフェックス） 【国際】 食品商談 Week

第3回 JFEX FOOD （加工食品 EXPO）

第3回 JFEX WINE＆SPRITS（ワイン・酒 EXPO ）

第3回 JFEX MEAT＆DAIRY（肉・乳製品 EXPO）

※新 第1回 JFEX PREMIUM（プレミアム食品 EXPO）

第35回 日本 ものづくり ワールド

第35回 設計・製造ソリューション展 （DMS）

第28回 機械要素技術展 （M-Tech）

第14回 ヘルスケア・医療機器 開発展 （MEDIX）

第6回 ものづくり AI/IoT 展 （AIoTex）

第6回 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan）

第6回 航空・宇宙機器 開発展 （AeroTech）

第6回 工場設備・備品展 （FacTex）

第5回 計測・検査・センサ展 （MeasureTech）

※新 第1回 製造業DX展 （MDX）

※新 第1回 ものづくりODM/EMS展 （ODM）

6月28日（水） ～30日（金）

第13回 コンテンツ 東京

東京ビッグサイト

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12回 クリエイター EXPO

第11回 映像・CG 制作展

第9回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO

第9回 先端デジタル テクノロジー展

第10回 LIVeNT

第10回 ライブ・エンターテイメント EXPO

第10回 イベント総合 EXPO

第2回 eスポーツ ビジネス EXPO

　　第１回 レジャー＆アミューズメント EXPO （AMLEX）

第6回 Japan Sports Week 

第6回 スポーツ ビジネス 産業展

第3回 トレーニング＆コンディショニング EXPO

第2回 スポーツ ツーリズム EXPO

第2回 スポーツ施設 EXPO

第2回 スポーツテック EXPO

第6回 自治体・公共 Week

第6回 地方創生 EXPO

第3回 スマートシティ推進 EXPO

第3回 自治体DX展

第3回 自治体向け サービス EXPO

第2回 地域防災 EXPO

※新 第1回 インフラメンテナンス展

第3回 ＸＲ総合展 【夏】 

　　第１回 メタバース総合展 【夏】 

　　第１回 COMNEXT 【次世代】 通信テクノロジー国際展

※新

※新

※新

会期 展示会名 会場

7月5日（水） ～7日（金）

第25回 インターフェックス Week 【東京】  （［医薬品］ ［化粧品］ 研究・製造 展）

東京ビッグサイト

第25回 インターフェックス ジャパン （［医薬品］［化粧品］ 製造展）

第17回 インファーマ ジャパン （【国際】 医薬品 原料展）

第7回 バイオ医薬 EXPO

第5回 ファーマラボ EXPO 東京 （［医薬品］ 研究・開発展）

第5回 再生医療 EXPO 【東京】 

7月7日（金） ～9日（日）
第2回 資産運用 EXPO 【夏】 

東京ビッグサイト
※新  TOKYO JEWELRY FES '23 Summer

7月12日（水） ～14日（金）

第3回 総務・人事・経理 Week 【オンライン】 

オンライン

第3回 オフィス防災 EXPO 【オンライン】 

第3回 総務サービスEXPO 【オンライン】 

第3回 HR EXPO （人事労務・教育・採用） 【オンライン】 

第3回 働き方改革 EXPO 【オンライン】 

第3回 会計・財務 EXPO 【オンライン】 

第3回 福利厚生 EXPO 【オンライン】 

第3回 法務・知財 EXPO 【オンライン】 

第3回 PR EXPO 【オンライン】 

※新 第1回 健康経営 EXPO 【オンライン】 

7月19日（水） ～21日（金）

第18回 ライフスタイル Week 【夏】 

東京ビッグサイト

第18回 【国際】 雑貨 EXPO 【夏】 

第15回 【国際】 ベビー＆キッズ EXPO 【夏】 

第14回 【国際】 ファッション雑貨 EXPO 【夏】 

第14回 【国際】 テーブル＆キッチンウェア EXPO 【夏】 

第14回 DESIGN TOKYO （【国際】 デザイン製品展）

第10回 【国際】 ヘルス＆ビューティグッズ EXPO 【夏】 

第3回 【国際】 サステナブル グッズ EXPO 【夏】 

第2回 Good Foods EXPO 【夏】 

第34回 【国際】 文具・紙製品展 【夏】 通称：ISOT 【夏】 

第15回 Japan マーケティング Week 【夏】 

第15回 販促 EXPO 【夏】 

第10回 営業支援 EXPO 【夏】 

第8回 広告メディア EXPO 【夏】 （旧称：リアル広告 EXPO）

第6回 Web・SNS活用 EXPO 【夏】 

第2回 CX・顧客育成  EXPO【夏】 

7月19日（水） ～21日（金）

第3回 Japan IT Week 【名古屋】 

ポートメッセなごや

第3回 【名古屋】 組込み/エッジ コンピューティング 展 

第3回 【名古屋】 クラウド業務改革 EXPO

第3回 【名古屋】 情報セキュリティ EXPO

第3回 【名古屋】 デジタル マーケティング EXPO （旧称：Web&デジタルマーケティング EXPO）

第3回 【名古屋】 IoTソリューション展 （旧称：IoT&5G ソリューション展）

第3回 【名古屋】 次世代 EC＆店舗 EXPO

第3回 【名古屋】 AI・業務自動化 展

第3回 【名古屋】 営業DX EXPO （旧称：セールス自動化・CRM EXPO）　

第3回 【名古屋】 ソフトウェア&アプリ開発 展

※新 第1回 【名古屋】 メタバース活用 EXPO

会期 展示会名 会場

8月30日（水） ～9月1日（金）

第7回 【関西】 ジャパン ビルド ～ 建築の先端技術展 ～

インテックス大阪

第7回 【関西】 建材・住設 EXPO

第7回 【関西】 スマートビルディング EXPO

第6回 【関西】 スマートハウス EXPO

第6回 【関西】 施設リノベーション EXPO

第4回 【関西】 不動産テック EXPO

第3回 【関西】 建設DX展

第2回 【関西】 商業施設・店舗DX展

8月31日（木） ～9月2日（土） 第2回 FRAX OSAKA インテックス大阪

9月1日（金） ～3日（日） 第4回 資産運用 EXPO 【関西】 インテックス大阪

9月13日（水） ～15日（金）

第3回 スマートエネルギー Week 【秋】 

幕張メッセ

第3回 FC EXPO  【秋】  ～ 【国際】 水素・燃料電池展 ～

第3回 PV EXPO  【秋】  ～ 【国際】 太陽光発電展 ～

第3回 【国際】 二次電池展  【秋】  ～ バッテリージャパン ～

第3回 【国際】 スマートグリッド EXPO  【秋】 

第3回 WIND EXPO  【秋】  ～ 【国際】 風力発電展 ～

第3回 脱炭素経営 EXPO 【秋】 

第2回 ネプコン ジャパン 【秋】 （エレクトロニクス開発・実装展）

第2回 オートモーティブ ワールド 【秋】 

第2回 Factory Innovation Week 【秋】 

第2回 ロボデックス 【秋】 （ロボット［開発］・［活用］ 展）

第2回 スマート工場 EXPO 【秋】 （IoT/AI/FAによる製造革新展） 

※新 第1回 グリーンファクトリー EXPO 【秋】 

9月27日（水） ～29日（金）

第4回 ライフスタイル Week 【関西】 

インテックス大阪

第4回 【国際】 雑貨 EXPO 【関西】 

第4回 【国際】 ファッション雑貨 EXPO 【関西】 

第4回 【国際】 ヘルス＆ビューティグッズ EXPO 【関西】 

第3回 【国際】 サステナブル グッズ EXPO 【関西】 

第3回 【国際】 テーブル＆キッチンウェア EXPO 【関西】 

第2回 Good Foods EXPO 【関西】 

第4回 【国際】 COSME Week 【大阪】 

第4回 【国際】 化粧品展 【大阪】 - COSME OSAKA -

第4回 化粧品 開発展 【大阪】 - COSME Tech OSAKA -

第4回 Japan マーケティング Week 【関西】 

第4回 【関西】 販促 EXPO

第4回 【関西】 営業支援 EXPO

第4回 【関西】 広告メディア EXPO （旧称：リアル広告 EXPO）

第4回 【関西】 Web・SNS活用 EXPO

第3回 【関西】 CX・顧客育成 EXPO

9月27日（水） ～29日（金）

第20回 【東京】 総務・人事・経理 Week 【秋】 

幕張メッセ

第19回 オフィス防災 EXPO 【秋】 

第15回 総務サービスEXPO 【秋】 

第13回 HR EXPO （人事労務・教育・採用） 【秋】 

第12回 働き方改革 EXPO 【秋】 

第10回 会計・財務 EXPO 【秋】 

第8回 福利厚生 EXPO 【秋】 

第6回 法務・知財 EXPO 【秋】 

第5回 PR EXPO 【秋】 

第3回 健康経営 EXPO 【秋】 
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会期 展示会名 会場

10月4日（水） ～6日（金）

第26回 【関西】 ものづくり ワールド

インテックス大阪

第26回 【関西】 設計・製造ソリューション展 （DMS関西）

第26回 【関西】 機械要素技術展 （M-Tech 関西）

第14回 【関西】 ヘルスケア・医療機器 開発展 （MEDIX 関西）

第8回  【関西】 工場設備・備品展 （FacTex 関西）

第6回  【関西】 ものづくり AI/IoT展 （AIoTex 関西）

第5回  【関西】 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan 関西）

第4回  【関西】 計測・検査・センサ展 （MeasureTech 関西）

第2回  【関西】 製造業DX展 （MDX 関西）

第2回  【関西】 ものづくりODM/EMS展 （ODM 関西）

10月4日（水） ～6日（金）

第14回 高機能素材 Week

幕張メッセ

第14回 フィルムテック ジャパン （高機能フィルム展）

第12回 プラスチック ジャパン （高機能プラスチック展）

第10回 メタル ジャパン （高機能 金属展）

第8回 セラミックス ジャパン （高機能セラミックス展）

第7回 接着・接合 EXPO

第6回 塗料・塗装設備展 （コーティング ジャパン）

第3回 サステナブル マテリアル展 （SUSMA サスマ）

第23回 Photonix （光・レーザー技術展）

第33回 ファインテック ジャパン （電子ディスプレイ産業展）

10月5日（木） ～7日（土）
第2回 Femtech Tokyo (フェムテック トーキョー）

東京ビッグサイト
　　第1回 女性のメンタルヘルスケア EXPO

10月10日（火） ～12日（木）

第14回 FaW TOKYO （ファッションワールド 東京） 【秋】 

東京ビッグサイト

第14回 ジャパンファッション EXPO 【秋】 

第14回 海外ブランド EXPO 【秋】 

第9回 海外生地・素材 EXPO 【秋】 

第9回 ファッション OEM EXPO 【秋】 

第3回 サステナブル ファッション EXPO 【秋】 

第2回 ファッションDX EXPO 【秋】 

第36回  iOFT 【国際】 メガネ展

10月11日（水） ～13日（金）

第6回 メディカル ジャパン 【東京】  医療･介護･薬局 Week 東京

幕張メッセ

第6回 病院 EXPO 【東京】 

第6回 介護＆看護 EXPO 【東京】 通称：ナーシング ケア 東京

第4回 クリニック EXPO 【東京】 

第4回 次世代薬局 EXPO 【東京】 

第3回 感染対策 EXPO 【東京】 

10月11日（水） ～13日（金）

第13回 農業 WEEK

幕張メッセ

第13回 【国際】 農業資材 EXPO

第10回 【国際】 スマート農業 EXPO

第8回 【国際】 6次産業化 EXPO

第5回 【国際】 畜産資材 EXPO　

第17回 GARDEX （国際 ガーデン＆アウトドア EXPO）

第13回 TOOL JAPAN

10月25日（水） ～27日（金） 第11回 国際宝飾展 【秋】 パシフィコ横浜

※新

会期 展示会名 会場

10月25日（水） ～27日（金）

第14回 Japan IT Week 【秋】 

幕張メッセ

第14回 クラウド業務改革 EXPO 【秋】 

第13回 情報セキュリティ EXPO 【秋】 

第13回 デジタル マーケティング EXPO 【秋】 （旧称：Web&デジタルマーケティング EXPO）

第12回 データセンター＆ストレージ EXPO 【秋】 

第12回 営業DX EXPO 【秋】 （旧称：セールス自動化・CRM EXPO）

第11回 次世代 EC＆店舗 EXPO 【秋】 

第9回 IoTソリューション展 【秋】 （旧称：IoT&5G ソリューション展）

第7回 AI・業務自動化 展 【秋】 

第5回 ソフトウェア＆アプリ開発 展 【秋】 

第5回 組込み/エッジ コンピューティング展 【秋】 

※新 第1回 メタバース活用 EXPO 【秋】 

第4回 NexTech Week 【秋】 

第4回 AI・人工知能 EXPO 【秋】 

第4回 ブロックチェーン EXPO 【秋】 

第4回 量子コンピューティング EXPO 【秋】 

第2回 デジタル人材育成支援 EXPO 【秋】 

第3回 XR総合展 【秋】 

第2回 メタバース総合展 【秋】 

10月25日（水） ～27日（金）

第6回 【名古屋】 ネプコン ジャパン （エレクトロニクス開発・実装展）

ポートメッセなごや

第6回 【名古屋】 オートモーティブ ワールド （クルマの先端技術展）

第6回 【名古屋】 カーエレクトロニクス技術展 （カーエレ 名古屋）

第6回 【名古屋】 EV・HV・FCV 技術展 （EV JAPAN 名古屋）

第6回 【名古屋】 クルマの軽量化 技術展

第6回 【名古屋】 自動車部品＆加工 EXPO （カーメカ 名古屋）

第6回 【名古屋】 自動運転 EXPO

※新 第1回 【名古屋】 SDV EXPO  車載ソフトウェア開発展

第6回 【名古屋】 Factory Innovation Week

第6回 【名古屋】 ロボデックス （ロボット［開発］・［活用］ 展）

第6回 【名古屋】 スマート工場 EXPO （IoT/AI/FAによる 製造革新展）

第2回 【名古屋】 グリーンファクトリー EXPO

第3回 【名古屋】 スマート物流 EXPO

11月15日（水） ～17日（金）

第8回 【関西】 総務・人事・経理 Week

インテックス大阪

第8回 【関西】 オフィス防災 EXPO

第8回 【関西】 総務サービス EXPO

第8回 【関西】 HR EXPO （人事労務・教育・採用）

第8回 【関西】 働き方改革 EXPO

第8回 【関西】 会計・財務 EXPO

第7回 【関西】 福利厚生 EXPO

第5回 【関西】 法務・知財 EXPO

第3回 【関西】 PR EXPO

第2回 【関西】 健康経営 EXPO

第11回 【関西】 スマートエネルギー Week 

第11回 【関西】 PV EXPO ～ 【関西】 太陽光発電展 ～

第10回 【関西】 二次電池展 ～ バッテリー 大阪 ～

第10回 【関西】 スマートグリッド EXPO

第3回 【関西】 脱炭素経営 EXPO

会期 展示会名 会場

11月29日（水） ～12月1日（金）

　　第1回 【九州】 ものづくり ワールド

マリンメッセ福岡

※新 第1回 【九州】 設計・製造ソリューション展 （DMS 九州）

※新 第1回 【九州】 機械要素技術展 （M-Tech 九州）

※新 第1回 【九州】 工場設備・備品展 （FacTex 九州）

※新 第1回 【九州】 ものづくり AI/IoT展 （AIoTex 九州）

※新 第1回 【九州】 次世代 3Dプリンタ展 （AM Japan 九州）

※新 第1回 【九州】 計測・検査・センサ展 （MeasureTech 九州）

※新 第1回 【九州】 製造業DX展 （MDX 九州）

※新 第1回 【九州】 ものづくりODM/EMS展 （ODM 九州）

12月6日（水） ～8日（金）

第14回 コンテンツ 東京

東京ビッグサイト

第14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 クリエイター EXPO

第12回 映像・CG 制作展

第10回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO

第10回 先端デジタル テクノロジー展

第4回 フードテック Week 東京

第4回 フードテック ジャパン 食品工場の自動化・DX 展

第2回 スマートレストラン EXPO 飲食店の自動化・DX 展

第8回 ドリンク ジャパン 【飲料】 【液状食品】 開発・製造展

12月13日（水） ～15日（金）

第8回 ジャパン ビルド ～ 建築の先端技術展 ～

東京ビッグサイト

第8回 【高性能】 建材・住設 EXPO

第8回 スマートビルディング EXPO

第6回 スマートハウス EXPO

第6回 施設リノベーション EXPO

第4回 不動産テック EXPO

第3回 建設DX展

第3回 商業施設・店舗DX展

12月13日（水） ～15日（金）

第3回 ネプコン ジャパン 【オンライン】 

オンライン第3回 オートモーティブ ワールド 【オンライン】 

第3回 Factory Innovation Week 【オンライン】 

※新
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