ライフサイエンス関連主要展示会一覧（2018年4月17日現在、資料作成：京都産業21）
No.

展示会名

会期

詳細ＵＲＬ

会場

概要

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

幕張メッセ

ドローンの産業利用に焦点をあてた専門展示会

前回来場者数
又は見込み

1

第4回国際ドローン展

2018年
4/18～20

2

第１回AI/IoT活用技術展

4/18～20

https://www.jma.or.jp/tf/outl
ine/ai.html

幕張メッセ

様々なビジネスシチュエーションに役立つAIの技術を紹介し、ものづくりの現場に広く普
及、活用できる場をつくる専門展

（見込み）

3

MEDTEC (メドテック) Japan2018

4/18～20

http://www.medtecjapan.com
/ja/abstr_medtec1406

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。ヘルスケアIT展を同時
開催

（見込み）

4

バリアフリー2018

4/19～21

http://barrierfree.jp/

インテックス大阪

5

第2回関西農業ワールド

http://www.nogyoworld.jp/

6

第3回サービスロボット開発技術展/第2回産業用ロボッ
ト開発技術展/第2回ロボットITソリューション展

7

FOOMA JAPAN 2018国際食品工業展

8
9

入場料

主催者

6,822 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

日本能率協会

32,000 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

日本能率協会

35,000 無料（登録入場制）

ＵＢＭジャパン㈱

高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展

91,356 無料（事前登録要）

大阪府社会福祉協議会
テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ

インテックス大阪

西日本最大の農業総合展。スマート農業や植物工場など最新の農業技術が展示され
る「次世代農業EXPO」など3展で構成

15,906 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㈱

http://www.srobo.jp/

インテックス大阪

ロボット開発・導入を促進する専門技術展

6/12～15

http://www.foomajapan.jp/

東京ビッグサイト

食品機械の最先端テクノロジー、製品、サービスを通して、「食の技術が拓く、ゆたかな
未来」を提案

MEDIX［メディックス］
（第9回医療機器 開発・製造展）

6/20～22

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

BIO tec2018
(第17回バイオ・ライフサイエンス研究展)

6/27～29

http://www.bio-t.jp/

東京ビッグサイト

創薬・再生医療・ゲノム・診断機器など バイオ研究・技術を支える【研究機器】【試薬】
【分析装置】【受託サービス】【創薬シーズ】などが一堂に出展

－ 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㈱

10

第31回インターフェックスジャパン

6/27～29

http://www.interphex.jp/Abo
ut/Concurrent-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

－ 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㈱

11

国際モダンホスピタルショウ2018

7/11～13

http://noma-hs.jp/hs/2018/

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

80,295 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

12

第27回ヘルス＆フィットネスジャパン

7/25～27

http://www.hfj.jp/

東京ビッグサイト

フィットネスマシン・プログラム・サービスの集まるフィットネス総合展

50,972 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

13

第7回ＪＡＳＩＳ 2018

9/5～７

http://www.jasis.jp/topics/in
fo-of-2016.html

アジア最大級の分析機器・科学機器の専門展

24,856 入場無料

日本分析機器工業会
日本科学機器協会

14

食品開発展2018

10/3～5

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

41,001 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

UBMジャパン㈱

15

第8回農業ワールド

10/10～12

http://www.nogyoworld.jp/to
kyo/

幕張メッセ

アジア最大の農業総合展。スマート農業や植物工場など最新の農業技術が展示され
る「次世代農業EXPO」など3展で構成

42,761 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㈱

16

第45回国際福祉機器展 H.C.R2018

10/10～12

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

東京ビッグサイト

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

121,528 無料（登録制・事前もしくは当日）

17

World Robot Week2018

10/17～19

http://biz.nikkan.co.jp/eve/srobot/overview.html

東京ビッグサイト

「国際ロボット展」の翌年に開催するサービスロボットやロボット関連技術の専門展

18

World Robot Summit2018

10/17～2１

http://worldrobotsummit.org/

東京ビッグサイト

ロボットの競技会「World Robot Challenge」と、最新のロボット技術を展示する「World
Robot Expo」を介して、世界中のロボット関係者が一堂に集まる

19

メディカルクリエーションふくしま2018

10/18～19

http://fmdipa.jp/mcf/

20

Care TEX（ケアテックス）関西2018
（介護用品・介護施設産業展・介護シリューション展）

10/24～26

http://caretex.org/

インテックス大阪

介護用品、介護施設向け設備・サービスに特化した専門展

21

HOSPEX Japan ［ホスペックスジャパン］2018

11/20～22

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

東京ビッグサイト

病院設備機器展、病院・福祉給食展、医療・福祉機器開発テクノロジー展、介護・福祉
設備機器展という4つの展示会

22

第5回ウェアラブルEXPO

2019年
1/16～18

http://www.wearableexpo.jp/

東京ビッグサイト

ウェアラブル端末の活用と技術の専門展

23

第3回ロボデックス
（ロボット開発・活用展）

1/16～18

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

東京ビッグサイト

産業ロボット・サービスロボット・ドローンや、ロボット・ドローンの開発技術、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

24

Care Show Japn

1/23～24

https://www.careshow.com/mcs/

東京ビッグサイト

メディケアフーズ展、介護産業展、保険外サ－ビス展、総合医療展の4つの展示会を同
時開催

25

第37回健康博覧会

1/23～25

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う専門展

26

Care TEX（ケアテックス）2019

http://caretex.jp/

東京ビッグサイト

介護用品、介護施設向け設備・サービスに特化した専門展

27

メディカルジャパン2019大阪
（第5回医療・介護総合EXPO大阪）

2/20～22

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

インテックス大阪

医療ＩＴ／医療機器・設備／介護・看護製品／地域包括ケア／先端医療技術に関わる
あらゆる製品・技術・サービスが一堂に出展する日本唯一の医療の総合展

31,245 無料（事前登録要）

リード エグジビション ジャパン㈱

28

Japan Drone2019

3/14～16

http://www.japandrone.com/

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

11,440 2,000円（事前登録招待券持参者は無料）

日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

（介護用品・介護施設産業展・介護施設ソリューション展）

5/9～11
6/7～8

2/6～8

幕張メッセ

ビッグパレットふくしま

幕張メッセ

医療機器開発・製造に関する展示情報展

－ 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）
100,411 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）
88,554 5,000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
日本食品機械工業会

リード エグジビション ジャパン㈱

全国社会福祉協議会
保健福祉広報協会

1,000円（事前登録者、招待券持参者、中学生 日本ロボット工業会
日刊工業新聞社

29,260 以下は無料）

－ 無料（事前登録招待券持参者）
3,820 無料
－ 無料（事前登録招待券持参者）
21,453 1,000円（事前登録招待券持参者は無料）

経済産業省
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
メディカルクリエーションふくしま実行委員会
ブティックス㈱
日本医療福祉設備協会
日本能率協会

16,000 1,000円（事前登録者、招待券持参者、中学生 リード エグジビション ジャパン㈱
（見込み） 以下は無料）
－ 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㈱

15,000 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）
（見込み）

UBMジャパン㈱

36,344 3,000円（事前登録招待券持参者は無料）

UBMジャパン㈱

－ 無料（事前登録招待券持参者）

ブティックス㈱

