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幕張メッセ キャラクター
バクハリ君

展示会・見本市　　 イベント　　 音楽イベント　　 即売会　　 学会・会議　　 その他

1/31金～2/2 日
ジャパンキャンピングカーショー2020
冬スポ！！WINTER SPORTS FESTA season19
家具メッセバザール in 幕張メッセ

1土～2 日
2020年度獨協大学一般入学試験

2 日
KING OF PRISM SUPER LIVE 
Shiny Seven Stars!
第3回 カラーガード・マーチングパーカッション全国大会

3 月～4 火
業界 & 仕事研究LIVE 東京
ー2 /4のみー
女子学生のための業界 & 仕事研究LIVE 東京／業界 & 仕事研究LIVE 北関東UIターン in 東京
業界 & 仕事研究LIVE 中国地方UIターン in 東京／業界 & 仕事研究LIVE 静岡UIターン in 東京
業界 & 仕事研究LIVE 四国UIターン in 東京／業界 & 仕事研究LIVE 九州UIターン in 東京
業界 & 仕事研究LIVE 沖縄UIターン in 東京

5 水
2020年 春季食材提案会 尾家産業

5 水～7 金
第3回 Japan マーケティング Week【春】
第3回 販促EXPO【春】 ／ 第3回 看板 ・ ディスプレイEXPO【春】
第3回 営業支援EXPO【春】 ／ 第3回 広告宣伝EXPO【春】
第3回 Web販促EXPO【春】 ／ 第1回 店舗運営EXPO【春】
第7回 ライブ・エンターテイメント EXPO
第7回 イベント総合 EXPO
第3回 スポーツビジネス産業展
第3回 地方創生 EXPO

7 金～8 土
ジャパン アミューズメント エキスポ 2020 （JAEPO2020）
～ゲーセンの未来を体感しよう～（一般は8日のみ）
東京コミュニケーションアート専門学校 
卒業・進級制作展「we are TCA2020」

8 土～9 日
リスアニ！LIVE 2020

9 日
ワンダーフェスティバル2020［冬］

12 水～14 金
FOOD TABLE in JAPAN 2020
第54回 スーパーマーケット ・ トレードショー2020
第15回 こだわり食品フェア2020
デリカテッセン ・ トレードショー2020
第5回 外食FOOD TABLE

16 日
マイナビ薬学生のための就活準備フェア 千葉会場
マイナビ業界研究フェア 千葉会場

18 火～21金
HCJ 2020
第48回 国際ホテル ・ レストラン ・ ショー
第41回 フード ・ ケータリングショー ／ 第20回 厨房設備機器展
インバウンドマーケットEXPO 2020
オリジナル商品開発WEEK
第12回 国際OEM ・ PB開発展 ／ 第2回 地域産品展 ／ 第2回 パッケージ × デザイン展

22 土
業界 & 仕事研究LIVE 東京
理系学生のための業界 & 仕事研究LIVE 東京
機械 ・ 電気電子 ・ 情報系のための業界 & 仕事研究LIVE 東京
建築 ・ 土木学生のための業界 & 仕事研究LIVE 東京

22 土～23 日・祝
2020東京どてらい市
F6 2nd LIVEツアー 「FANTASTIC ECSTASY」

22 土～24 月・振休
住友不動産　新築そっくりさん　住まいの大リフォーム博

23 日・祝
コープみらいフェスタ きやっせ物産展2020

24 月・振休
FLOW 超会議 2020 ～アニメ縛りリターンズ～

26 水～28 金
日本 ものづくり ワールド 2020
第31回 設計 ・ 製造ソリューション展（DMS）／第28回 3D & バーチャル リアリティ展（IVR）
第24回 機械要素技術展（M-Tech）／第2回 ものづくり AI / IoT展（AIoTex）
第 2 回 次世代 3Dプリンタ展（AM Japan）／第2回 航空 ・ 宇宙機器 開発展（AeroTech）
第 2 回 工場設備 ・ 備品展（FacTex） ／ 第1回 計測 ・ 検査 ・ センサ展（MeasureTech）

28 金～3/1日
2020スーパージャパンカップダンス（28日・大舞踏会）
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