■ライフサイエンス関連展示会一覧
No.
1

展示会名
第3回国際ドローン展

会期

（2017年2月28日現在）
詳細ＵＲＬ

2017年
04/19～21

http://www.jma.or.jp/tf/drone/

資料作成：京都産業21 京都ライフサイエンスプロジェクト成長展開事業
会場

概要

前回来場者数
又は今回見込み

入場料

主催者

ドローンに関連する技術とサービスの専門展

9,000
3,000円（事前登録招待券持参者は無料）
（見込み）

日本能率協会

東京ビッグサイト

医療機器の設計・製造に関するアジア最大の展示会・セミナー

35,000
2,000円（事前登録招待券持参者は無料）
（見込み）

ＵＢＭジャパン㈱

幕張メッセ

2

MEDTEC (メドテック) Japan2017

04/19～21

http://www.medtecjapan.com/ja/ab
str_medtec1406

3

ヘルスケアIT2017（第2回）

04/19～21

http://www.healthcarejapan.com/

東京ビッグサイト

ヘルスケア領域における最新のテクノロジーや活用のためのノウハウを展示

14,000 2,000円（事前登録招待券持参者は無料）

ＵＢＭジャパン㈱

4

介護・福祉ロボット＆機器開発展

04/19～21

http://www.medtecjapan.com/abstr_
kaigorobo1406

東京ビッグサイト

介護・福祉機器の完成品から部品・部材、設計・製造に関わるサービスを提供する企
業が出展

14,000 2,000円（事前登録招待券持参者は無料）

ＵＢＭジャパン㈱

5

バリアフリー2017

04/20～22

http://barrierfree.jp/

インテックス大阪

高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展

93,598 無料（事前登録要）

大阪府社会福祉協議会
テレビ大阪

6

サービスロボット開発技術展2017（第2回）

06/08～09

http://www.srobo.jp/

インテックス大阪

介護・介助支援ロボット、作業ロボット、コミュニケーションロボット、セルフドライビング
カー、ドローンなどのロボット開発に必要な開発技術展

7

2017国際食品工業展

06/13～16

http://www.foomajapan.jp/2016/ind
ex.html

東京ビッグサイト

アジア最大級を誇る「食の技術」の総合トレードショウ。食品製造プロセスの上流から下
流まであらゆる分野の企業が集結

94,497 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）

日本食品機械工業会

8

MEDIX［メディックス］
（第8回医療機器 開発・製造展）

06/21～23

http://www.medix-tokyo.jp/

東京ビッグサイト

金属・樹脂加工技術や、製造装置、計測技術、画像技術、包装技術、ITソリューション
などの医療機器の開発、製造展

87,285 5,000円（事前登録招待券持参者は無料）

リード エグジビション ジャパン㈱

9

国際バイオテクノロジー展（BIOTech2017）

06/28～30

http://www.lifescience-world.jp/

東京ビッグサイト

バイオ医薬専門展

06/28～30

http://www.interphex.jp/About/Con
current-Shows/

東京ビッグサイト

医薬・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
に出展する世界有数の専門技術展

06/29～7/1

http://www.jsmi.gr.jp/connection/ex
hibition-2-1-1-html/

パシフィコ横浜

日本医療機器学会主催の学会大会併設機器展示会。要素技術の出展のほか、医療
機器関連の連携事例などを紹介

80,942 原則として、招待券持参者と事前登録者

日本病院協会/日本経営協会

10 第30回インターフェックスジャパン
11

メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2017
（第92回日本医療機器学会大会併設機器展示会）

－ 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

サービスロボット開発技術展実行委員会

9,335 Webからの事前登録により無料

リード エグジビション ジャパン㈱

33,000
Webからの事前登録により無料
(見込み)

リード エグジビション ジャパン㈱

約5,000
無料（当日登録制）
(総来場者数)

日本医療機器学会

12 国際モダンホスピタルショウ2017

07/12～14

http://noma-hs.jp/hs/2016/

東京ビッグサイト

医療機器関連をはじめ、看護・介護リハビリ関連、医療情報システム関連、病院・施設
運営サポート関連の専門展示会

13 第26回ヘルス＆フィットネスジャパン

07/25～27

http://www.hfj.jp/

東京ビッグサイト

最新のハード＆ソフトを一堂に展示するコンベンション。フィットネス関連、福祉、介護、
医療関係も展示

46,517 2,000円（事前登録招待券持参者は無料）

ヘルス＆フィットネスジャパン実行委員会

09/06～08

http://www.jasis.jp/topics/info-of2016.html

アジア最大級の分析機器・科学機器の専門展

24,381 入場無料

日本分析機器工業会
日本科学機器協会

09/27～29

http://www.hcr.or.jp/

10/03～06

http://www.ceatec.com/ja/applicati
on/

17 食品開発展2017

10/04～06

http://www.hijapan.info/

東京ビッグサイト

機能性素材・健康素材と分析・計測・衛生資材、製造技術を集めた「健康と安全」に関
するアジア最大の技術展

Care TEX関西（ケアテックス）
18
（第2回介護用品・介護施設産業展）

10/18～20

http://caretex.org/

インテックス大阪

介護用品はもとより介護施設向けの設備・サービスが一堂に展示される商談展

19 メディカルクリエーションふくしま2017

10/25～26

http://fmdipa.jp/mcf/

HOSPEX Japan ［ホスペックス］2017
（病院・福祉設備機器の専門展）

11/20～22

http://www.jma.or.jp/hospex/ja/top
/iryou.html

東京ビッグサイト

日本最大級の病院・福祉設備機器に関する専門展示会

http://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/

東京ビッグサイト

国内外における産業用・サービス用ロボットおよび関連機器を一堂に集めた専門展示
会（隔年開催）

14

ＪＡＳＩＳ 2017
（分析展・科学機器展）

15 第44回国際福祉機器展 H.C.R2017
16

20

CEATEC ＪAPAN 2017
（最先端ＩＴ・エレクトロニクス総合展）

21 2017国際ロボット展

11/29～12/2

22 第30回日本内視鏡外科学会総会（併設展）

12/7～/9

http://www.c-linkage.co.jp/jses30/

23 ネプコンジャパン2018

2018年
1/17～19

http://www.nepconjapan.jp/

幕張メッセ
東京ビッグサイト
幕張メッセ

ビッグパレットふくしま

国立京都国際会館

ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用した福祉車両まで世界の福祉機器を一堂
に集めた国際展示会

112,752 無料（登録制・事前もしくは当日）

全国社会福祉協議会
保健福祉広報協会

最先端ＩＴ、エレクトロニクスの総合展

145,180 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）

CEATEC JAPAN 実施協議会

医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー

「心技一体、30年の想いを新たなる30年へ」をメインテーマに京都で第30回は開催

東京ビッグサイト

エレクトロニクス製造・実装・検査に関するアジア最大級の専門展

40,397 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）
－ 無料（事前登録招待券持参者）
5,019 無料
20,593 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）
121,422 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）
6,000 事前参加登録

UBMメディア㈱
ブティックス㈱
メディカルクリエーションふくしま実行委員会
日本医療福祉設備協会
日本能率協会
日本ロボット工業会
日刊工業新聞社
日本内視鏡外科学会
運営事務局：㈱コンベンションリンケージ

83,557
無料（事前登録招待券持参者）
（2016実績）

リード エグジビション ジャパン㈱

16,304 無料（事前登録招待券持参者）

リード エグジビション ジャパン㈱

24 ロボデックス2018（第2回）

1/17～19

http://www.robodex.jp/ja/

東京ビッグサイト

産業用・サービスロボットから、ロボットの開発技術、IT、AI技術までロボット社会の実
現を促進するあらゆる技術が出展

25 統合医療展2018

1/24～25

http://www.togo-iryo.jp/

東京ビッグサイト

“医療”と“ヘルスケア産業”をつなぐ展示会

14,213 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

UBMメディア㈱

26 メディケアフーズ展2018

1/24～25

http://www.medicarefoods.com/

東京ビッグサイト

高齢者食と介護食の専門展示会＆セミナー

14,213 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

UBMメディア㈱

36,344 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

UBMメディア㈱

29,311 無料（事前登録要）

リード エグジビション ジャパン㈱
特別協力：関西広域連合

27 健康博覧会2018

1/31～2/2

http://www.this.ne.jp/

東京ビッグサイト

国内最大の健康産業ビジネストレードショー。最新の健康産業に関わる幅広い分野の
製品・サービスが全国から一堂に集まる

28

メディカルジャパン2018大阪
第4回医療総合展

2/21～23

http://www.medical-jpn.jp/

インテックス大阪

病院ＩＴ／設備／機器・看護／介護製品・医療機器・臨床検査／診断・先端医療 技術・
製薬に関わる日本初の「医療総合展」

29

Care TEX2018（ケアテックス）
（第4回介護用品・介護施設産業展）

3/14～16

http://caretex.jp/

東京ビッグサイト

介護用品はもとより介護施設向けの設備・サービスが一堂に展示される日本最大級の
商談展

幕張メッセ

ドローンに特化した単独開催の国際展示会＆コンファレンス。対象来場者は、ドローン
を活用したい産業分野のビジネスパーソンや一般ユーザー

30 Japan Drone（ジャパン・ドローン）2018（第3回）

未定

http://www.japan-drone.com/

10,368
無料（事前登録招待券持参者）
（2016実績）
9,000
2,000円（事前登録招待券持参者は無料）
(見込み)

ブティックス㈱
日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

