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海外展示会開催情報（令和２年12月～令和3年3月）

	
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

輸送・物流・包装／自動車補修・サービス用品

	炉、モール、コア製造、洗浄、鍛造および鍛造装置、タンピングおよびス
タンピング装置、廃棄物熱回収および保温、装置および熱交換器、原材
料、鋳造物完成、溶融および溶融金型電子機器、砂の準備、処理と再生、
鋳造機、アクセサリー、ダイカストマシンとアクセサリー、ノックアウ
ト、仕上げ、熱処理、乾燥、測定、試験、プロセス制御計器、材料処理、
環境制御、環境制御機器、ファウンドリーサービス、鋳造メーカー-（非
鉄金属および非鉄金属）

（インド・ASEAN地域）

https://kdclglobal.com/

https://kdclglobal.com/

8th Rajkot Machine Tools Show 2020 - 8th RMTS 2020

		2020年12月01日 ～ 2020年12月04日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器
機械・工業技術／精密・測定・試験機器

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

	工作機械：切削工作機械、成形工作機械、付属品、積層造形、表面仕上げ
およびブラスト精密工具、チューブおよびパイプ技術、電動工具およびハ
ンドツール、ギア、モーターおよびドライブ、ロボット工学および自動
化、溶接装置および消耗品、油圧空気圧機器、ファスナーおよびハード
ウェア、空気圧縮機、ポンプおよびバルブ、試験および測定、ITES（ソ
フトウェア）マテリアルハンドリング、保管および物流、産業安全、産業
用品、新発売およびSpms

2nd COMFORGE 2020

		2020年12月01日 ～ 2020年12月04日

記載なし
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		検査機器、医療機器/備品、医薬品、食品サプリメント、医薬品原料、医
薬品加工/包装機器、医療用アイケア、歯科用機器など

ACCS 2020 - 6th Asia Cold Chain Show

	2020年12月02日 ～ 2020年12月04日

記載なし

	
輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵

	冷蔵室と関連機器、コンプレッサーと凝縮ユニット、コンベヤーベルト、
冷却塔、カスタマイズされた床材、データロガーと低温計器、ドックレベ
ラー、火災とセキュリティ、発電機、熱交換器、加湿器と除湿機、食品
ディスプレイの冷蔵庫、ポータブル冷蔵庫、実験室の冷凍設備、冷蔵倉
庫、極低温急速冷凍庫、冷蔵ドアと棚、温度制御技術、パレットとラック
/フォークリフト、断熱材、コールドチェーンモニタリング管理システ
ム、自動識別装置、コールドチェーンロジスティクスと調達システム、
GPS＆RFID管理ソフトウェア、コールドトランスポート機器とアクセサ
リー、GPS追跡システム、モバイルジェネレーター、モバイル冷凍ユニッ
ト、リーファーコンテナーと車両、トラックとピックアップバン、冷凍
ボックス/保温ボックス、クールバッグ/アイスバッグ、サーマルカバー、
コールドチェーンコンサルタント、コールドストレージリース会社、コー
ルドストレージオーナー、ITサポートおよびGPS企業、サプライチェーン
企業

https://10times.com/vietnam-medi-pharm-hanoi

https://www.asiacoldchainshow.com/

Vietnam Medipharm Expo - The 27th International Medical,
Hospital & Pharmaceutical In HANOI

	2020年12月03日 ～ 2020年12月05日

記載なし

	
医療・健康／医療・病院用機器、医療技術
医療・健康／歯科用・眼科用機器・用品

医療・健康／福祉・介護・リハビリ用機器・用具
医療・健康／医薬品、製薬・製剤、薬学

医療・健康／ヘルスケア、保健産業、保健用品
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https://www.maha-tech.com/

MAHATech 2020 (18th)

2020年12月12日 ～ 2020年12月14日

記載なし

機械・工業技術／工作機械・金属加工
機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器
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）
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）

医療・健康／医薬品、製薬・製剤、薬学

プロセス産業機器、エンジニアリング、機械、工作機械、電気、電子機
器、計測および自動化、包装、製薬機械、サービスおよびコンサルティン
グ

https://techindiaexpo.com/Home

TECHINDIA 2020 - 10th International Exhibition on
Engineering and Manufacturing

	2020年12月17日 ～ 2020年12月19日

記載なし

機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

工場自動化・技術、ポンプ、バルブ、コンプレッサ、ギヤ、モーター、コ
ントローラ、ベアリング、シャフト、カップリング、倉庫技術、等。

http://www.medicasia.org/

MEDEX 2020

	2020年12月10日 ～ 2020年12月12日

記載なし

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
医療・健康／医療・病院用機器、医療技術
医療・健康／医薬品、製薬・製剤、薬学

医療・健康／ヘルスケア、保健産業、保健用品
趣味・教育／観光・旅行（施設、用品等含む）

環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング

医療機器/消耗品、医療ラボラトリー機器、整形外科/リハビリ機器、ヘル
スケア関連IT機器、手術機器、画像診断機器、医療観光、ほか
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https://imexonline.com/Home

https://cweonline.in/Home

IMEX - International Machine Tools Expo

	2020年12月17日 ～ 2020年12月19日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

切削および成形技術 - 掘削および仕上げ、製作ツール、レーザー技術、産
業用ロボット、溶接プロセス、装置および技術 -ろう付けおよびはんだ付
け、溶接自動化システム、溶接消耗品、プラズマおよびレーザー溶接、溶
接装置および技術、表面仕上げ

CWE - Cutting and Welding Equipment Expo 2020

	2020年12月17日 ～ 2020年12月19日

記載なし

機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理
機械・工業技術／先端技術、新素材、合成物、R&D

	溶接プロセス、装置および技術 - ろう付けおよびはんだ付け、溶接自動化
システム、溶接消耗品、プラズマおよびレーザー溶接、溶接装置および技
術、表面仕上げ、切削および成形技術 - 掘削および仕上げ、製作ツール、

レーザー技術、産業用ロボット

https://www.chanchao.com.tw/MyanmarPlasPrintPack/

Myanmar PLASPRINTPACK - Myanmar International Plastics, Rubber,
Printing & Packaging Industry Exhibition

	2020年12月18日 ～ 2020年12月21日

記載なし

基礎産業／化学、ゴム、プラスチック、素材類
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）
生活／紙・紙製品、製紙機械、印刷・出版

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

包装機械、原材料、ブロー成形機械、押出機、射出成形機械、包装生産、
補助装置、機器サプライヤー、印刷機械、プラスチックおよびゴム加工機
械、製本および製本装置、材料および付属品、金型および金型、部品およ
び付属品、農業、その他
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https://www.propakphilippines.com/ppkp/2021/en/index.asp

https://www.agriproexpo.com/

APE- AGRI PROGRESS EXPO

2021年01月29日 ～ 2021年01月31日

記載なし

総合／総合見本市
農林水産・食品／農林水産物
農林水産・食品／食・飲料、食品加工

農業機械、コンバイン、収穫機、水中ポンプ、農業、ポンプ噴霧器、ポン
プ、自動噴霧器、ポンプ、トラクター搭載噴霧器、肥料、穀物洗浄機、ハ
ランバ、脱穀機、乳製品技術および機器、乳製品メーカー、畜産技術、
ギー製造機、乳製品

PROPAK PHILIPPINES 2021 - プロパックフィリピン2021

	2021年01月27日 ～ 2021年01月29日

記載なし

輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）

輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング
機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

	食品、飲料、医薬品業界の包装資材＆容器、包装機械、調達、生産、物
流、流通、販売、消費、廃棄＆リサイクルなど包装関係全般
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記載なし

機械・工業技術／工作機械・金属加工
機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器
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）
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）

医療・健康／医薬品、製薬・製剤、薬学

	プロセス産業機器、エンジニアリング、機械、工作機械、電気、電子機
器、計測および自動化、包装、製薬機械、サービスおよびコンサルティン
グ

プラストアジア Plastasia 2021

2021年01月29日 ～ 2021年02月01日

記載なし

	
基礎産業／化学、ゴム、プラスチック、素材類

機械・工業技術／工作機械・金属加工
機械・工業技術／精密・測定・試験機器

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング

原材料＆材料＆サービス（添加剤、マスターバッチ、バイオプラスチッ
ク、コーティングコンパウンド、サーモプラスチック、補強繊維＆材料、
ゴム＆エラストマー、発泡体＆中間体、半製品、着色顔料、充填剤、複合
材料 接着剤と接着剤、CAD/CAM/CAEソフトウェア、専門家とコンサ
ルタント、合成繊維、熱硬化性樹脂）、機械と自動化（ブロー成形機、押
出機と押出ライン、射出成形機、真空成形機、ワクチンと熱成形機）、回
転成形機、包装機、3D印刷機、前処理＆リサイクル機、後処理＆加工
機、反応性＆強化樹脂機、印刷＆仕上げ機、リサイクル機、袋＆袋製造装
置、測定＆試験装置、ゴム加工装置、部品＆コンポーネント、プラスチッ
ク溶接装置、補助＆試験装置）、金型＆金型、包装＆完成品、リサイク
ル、グリーンソリューション

https://www.maha-tech.com/

MAHATech 2021 (19th)

2021年02月04日 ～ 2021年02月07日
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展示会名

開催日又は開催期間

申込締切日

対象業種

対象品目

開催方法 ■ リアル □ オンライン □
リアル・
オンライン併設

□ その他

展示会公式HP

2021年02月25日 ～ 2021年02月28日

記載なし

輸送・物流・包装／自動車（部品・製造関連機器含む）
輸送・物流・包装／自動車補修・サービス用品
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ

	パーツ＆コンポーネント、電子＆システム、修理＆メンテナンス、メンテ
ナンス、アクセサリー＆カスタマイズ、カーウォッシュ、ケア＆リコン
ディショニング、管理とデジタルソリューション

現場建設機械および設備、建築材料およびソリューション、建築および品
質仕上げ、生産技術、設備管理、インフラ製品およびサービス

PVF - Pumps, Valves & Fittings World Expo 2021

	2021年02月24日 ～ 2021年02月27日

記載なし

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備

	ポンプ、バルブ、継手

https://buildtechasia.com/

BuildTech Asia 2021 - International Building & Technology Expo

2021年03月10日 ～ 2021年03月12日

記載なし

建築／建築・建設、不動産
建築／衛生設備、空調、給排水、照明

建築／公共施設用機器・備品、都市計画
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

https://acma-automechanika-newdelhi.in.messefrankfurt.com/newdelhi/en.html

https://chemtech-online.com/waterex-world-expo-2019-3/about-event/

ACMA Automechanika New Delhi 2021
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展示会公式HP

https://www.maritimeshows.com/vietnam/en/home.html

FoodTech International

	2021年03月18日 ～ 2021年03月21日

記載なし

機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
輸送・物流・包装／包装（資材、関連機器）

農林水産・食品／農林水産物
農林水産・食品／食・飲料、食品加工

-食品プロセス,技術および機械-食品包装-食品サプライチェーン-マテリア
ルハンドリング機器-液体食品,飲料,および飲料-液体食品,飲料,および飲料
技術-肉,家禽,魚介類の原料-穀物,種子,豆,およびマメ科植物-甘いものと軽

食,菓子類-オーガニック,健康食品,ローフード-加工食品-添加物

https://www.maritimeshows.com/vietnam/en/home.html

INMEX Vietnam 2021

2021年03月24日 ～ 2021年03月26日

記載なし

建築／建築・建設、不動産
機械・工業技術／電気・電子（製品、機器）
機械・工業技術／その他の産業用機器・設備
情報・通信／通信、情報処理、コンピュータ

輸送・物流・包装／海運、造船、港湾関連機器
輸送・物流・包装／物流、貯蔵、保蔵

エージェント、建築家、ケーブル配線、貨物取扱システムおよび機器、設
計および建設、電子/電気工学、環境保護および汚染防止、火災、安全お
よび生存機器、流量制御、貨物輸送機器、燃料および潤滑剤、重量物運搬
船、計装 および制御、インテリア、ITシステム、ロジスティクス処理、
海洋工学および機器、海事出版物、サービスおよび機関、監視および計

装、ナビゲーションおよび通信技術、石油およびガス輸送システム、塗料
およびコーティング、港湾およびロジスティクス、港湾設備および技術、
処理および梱包設備、推進システム/ポンプおよびバルブ、冷凍および冷
凍設備、ロープ、安全/救助および生存/セキュリティ設備、造船、船舶検
査および調査、船舶の運用と管理、船舶の修理と改造、船舶、ボート、船

舶の設備とサービス、サポートと補給船など。
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展示会名
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オンライン併設

□ その他

展示会公式HP https://www.wire-india.com/

wire India 2021 インド国際ワイヤー産業展

	2021年03月25日 ～ 2021年03月27日

記載なし

	
機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理

	各種線材＆ねじ＆ばね製造機械、加工技術＆工具＆補助材料、特殊ワイ
ヤー＆ケーブル、測定＆制御＆検査技術　ほか。

https://www.metec-india.com/

METEC India 2021 インド国際冶金・金属製造・加工技術展・会議

	2021年03月25日 ～ 2021年03月27日

記載なし

	
機械・工業技術／金属製品、工具、金型
機械・工業技術／工作機械・金属加工

機械・工業技術／精密・測定・試験機器
機械・工業技術／製造・生産技術、品質管理
環境／環境、廃棄物処理、リサイクリング
機械・工業技術／マテハン機器、圧力機器

	各種機械、機器、プラント（原料加工、製鉄、製鋼、溶鋼、鉄金属鋳込
み、鋼鉄成形）、環境保護＆廃棄物処理＆ガス精製プラント＆システム、
プロセス制御技術、測定＆検査技術、情報処理、訓練＆教育、業界団体＆
メディアほか
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