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https://www.ces.tech/

CES 2021

	2021年01月11日 ～ 2021年01月14日

記載無し
（参加登録は2020年12月1から開始予定）

基礎産業／鉱業、エネルギー
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
医療・健康／フィットネス
趣味・教育／玩具、遊戯用具、ゲーム用品
趣味・教育／スポーツ(用品・施設)

3D印刷、アクセシビリティ、広告、マーケティング、コンテンツとエン
ターテイメント、人工知能、オーディオ/ハイエンド/高性能、クラウド
サービス、コンピューターハードウェア、サイバーセキュリティとプライ
バシー、デジタルヘルス、デジタルイメージング/写真、ドローン、教
育、フィットネス、ゲーム、ライフスタイル（家族、美容、ペット）、モ
バイル決済/デジタルファイナンス/Eコマース、公共政策/政府、レジリエ
ンス、ロボット工学、センサーと生体認証、スマートシティ、スマート
ホーム、ソフトウェアとアプリ、スポーツテクノロジーとeスポーツ、サ
ステナビリティ、電気通信、旅行および観光、車両技術、ビデオ、仮想現
実および拡張現実、ウェアラブル、無線デバイス、無線サービス、その他
の消費者向け技術

NATPE Miami 2021

2021年01月19日 ～ 2021年01月21日

記載無し

情報・通信／新聞、放送、映像（映画、フォト）
趣味・教育／アミューズメント（機器・施設）
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
趣味・教育／玩具、遊戯用具、ゲーム用品
サービス／広告、マーケティング、経営管理

テレビステーション、ブロードキャストネットワーク、ケーブル/衛星放
送ネットワーク、インターネット、ホームエンターテイメント/ DVD /
VOD、広告

https://www.natpe.com/miami/

海外展示会開催情報（令和２年12月～令和3年3月）
（北米地域）
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基礎産業／鉱業、エネルギー
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D
輸送・物流・包装／海運、造船、港湾関連機器
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング
農林水産・食品／農林水産物

カメラ、音響測深機、電子機械センサー、ナビゲーション機器＆計装機
器、調査機器、通信機器、通信機器、海中工学機器、環境コンサルティン
グ、オフショア業者、海中工学海洋学、地球物理学など

アクセシビリティ、エレベーター、リフト、スロープ、電化製品、水道シ
ステム、家庭用品、建築、家の設計、計画、クリーニング製品とサービ
ス、クローゼット、組織、保管、移動、建設、改修、改造、フローリン
グ、塗装、請負業者、基礎、断熱材、エンジニア、照明：屋内と屋外、金
融、保険、住宅ローン、不動産、住宅検査、食品、飲料、ガレージ（ド
ア、組織）、自動車、ガーデン、デッキ、パティオ、風景、アウトドア、
ギフト、ガジェット（現金および携帯、直販製品）、暖房、エアコン、換
気、家の装飾、アート、インテリアデザイン、家具、ホームエンターテイ
メント、電子機器、セキュリティ、家の外観、雨どい、サイディング、屋
根、キッチン、バス、その他、自然災害、新しい住宅建設、ペット用品、
ペットサービス、害虫駆除、配管、レクリエーション、プールとスパ、健
康とウェルネス、フィットネス、サプライヤー、ユーティリティ企業、電
気、太陽光発電、エネルギー管理、発電機、グリーンエネルギー、休暇、
旅行、レンタル、タイムシェア、倉庫クラブ、小売、窓、窓覆い、スク
リーン、ドア

https://indianapolishomeshow.com/

米国国際海洋技術展 Oceanology International Americas 2021

2021年02月15日 ～ 2021年02月17日

記載無し

Indianapolis Home Show 2021

2021年01月22日 ～ 2021年01月31日

記載無し

建築／建築・建設、不動産
建築／衛生設備、空調、給排水、照明
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
医療・健康／ヘルスケア、保健産業、保健用品
生活／家具・インテリア用品
生活／家庭用品、食卓用品、陶磁器等

https://www.oceanologyinternationalamericas.com/
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航空機、航空宇宙、防衛、自動車、運輸、通信、コンサルティング、エン
ジニアリング、エレクトロニクス、コンピュータ、エネルギー、加工金
属、スタンピング、家具、政府、軍事、産業商業機械、医療、外科手術、
石油、ガス、プラスチック製品、研究、開発

https://houstexonline.com/

HOUSTEX

2021年02月23日 ～ 2021年02月25日

記載無し

機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理
機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）

https://www.camex.org/

CAMEX - Campus Market Expo 2021

2021年02月22日 ～ 2021年02月26日

記載無し
（参加登録は2020年11月中旬から開始予定）

	生活／ギフト用品、手工芸品、販促用品
生活／繊維・衣料（素材、製品、機器）
農林水産・食品／食・飲料、食品加工
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
趣味・教育／書籍（ブックフェア）、図書館設備
趣味・教育／教育・訓練、学校用品、文房具

学校用品、教材、ギフト、衣料、バックパック、事務用品、コンピュー
ター（ハードウェア/ソフトウェア）、書籍、食品･飲料、各種サービスな
ど。
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8ラインマシン、会計システム、入場システム、エアホッケー、アミュー
ズメントデバイス、アミューズメントライド、アプリケーション開発者、
ATMマシン、野球、バスケットボール、バッティングケージ、ビルアク
セプター、ビルチェンジャー、ビリヤード/ビリヤードアクセサリー、ボ
ウリング、バルク販売、バンパーカー、キャビネット、キャンディーおよ
びおもちゃ、カードディスペンサー、カルーセル、カーペット、キャッ
シュレス/ペイメントシステム、クリーナーおよびポリッシュ、クライミ
ングウォール、コインチェンジャー、コインメカニズム、コインバリデー
ター、コインカウンター、クレーン＆ロータリー、ダーツ、デビットカー
ド＆システム、デザイナー、フローリングソリューション、ゲーム機器/
ソフトウェア、ギフト/お土産、ゴーカート機器＆用品、ゴルフ、屋内遊
び場、ジョイスティック、ジュークボックス/音楽、キディライド、キッ
ト、レーザーゲーム＆タグ、リーグ管理システム、中型アトラクション、
ピンボール、ロボットゲーム、シミュレーター、スロットマシン、スポー
ツゲーム、トランポリン、ビデオゲーム、トークン/コイン/メダリオン、
等

https://www.amusementexpo.org/2021/Public/Enter.aspx

2021年03月5日 ～ 2021年03月7日

記載無し

趣味・教育／玩具、遊戯用具、ゲーム用品
趣味・教育／アミューズメント（機器・施設）
趣味・教育／音楽（楽器、音盤、楽譜等）
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ

生物医学光学部品、製品、計測機器、アプリケーション、レーザー、分子
イメージング、治療レーザー、ナノ/バイオフォトニクス、バイオセン
サー、分光/顕微鏡イメージング

https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/bios-

expo?SSO=1

SPIE. PHOTONICS WEST BIOS 2021

2021年03月06日 ～ 2021年03月7日

記載無し

医療・健康／医療・病院用機器、医療技術
情報・通信／光学、光工学、レーザー技術・機器
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D

Amusement Expo International 2021
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3アラーム、接続されたセキュリティ、ドローンとロボット工学、新興技
術、国際調達、損失防止とサプライチェーン、新しい出展者のショーケー
ス、公共の安全と健康、スマートホーム

https://www.iscwest.com/

記載無し

生活／防災、警備、消防、防衛
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
サービス／産業安全、労災、労務管理
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）

AA分光計、接着剤製品、分析/テストサービス、分析器、バーコード/ラ
ベル、バイオケミカル、バイオセンサー/電極、バイオテクノロジー、ブ
レンド/グラインド/ミックス/シェイク/攪拌、ブックス/定期的/出版物校
正、キャリブレーション/キャリブレーション/キャリブレーションと試
薬、クロマトグラフデータSYS、クリーンルーム/アクセサリ、コン
ピュータソフトウェア、コネクタ/フィット/配管/チューブ、コンサル
ティングサービス、契約製造、カスタム開発、カスタム製造、データ処理
/廃棄管理、データ管理、廃棄管理、電気化学、電極、元素分析器、環境
チャンバー、蒸発器/蒸発、抽出装置、光ファイバー、ろ過と精製、フ
ロー制御/メーター/バルブ、フローテスト、蛍光スペクトロム、炉/ヒー
ター/オーブン、ガスクロマトグラフとジェネレーターとガス/ガス種/ガ
ス種アクセス、GC/MASS、一般的なラボ機器、高スループットスク
リーニング、HPLC/LCクロマトグラフ、カラム/アクセサリー、ICPおよ
びDCP分光器、画像アナライザー、イオンクロマトグラフ、IRおよび
FTIR分光器、実験室の家具と供給品、ラベル、等

https://pittcon.org/

ISC West 2021- International Security Conference & Exposition

2021年03月23日 ～ 2021年03月26日

PITTCON 2021 Conference and Expo

2021年03月08日 ～ 2021年03月12日

記載無し
（登録割引期間は2021年2月4日迄）

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
基礎産業／化学、ゴム、プラスチック、素材類
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D
情報・通信／光学、光工学、レーザー技術・機器
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング
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