展示会配布スケジュール
（２０１９年４月～２０２０年３月）
掲載号

企画名

2019年 「関西 外食ビジネスウィーク2019」 配布号
5月7日号 ＜配布を検討中＞

会場配布など
関西 外食ビジネスウィーク 2019
（5/14～16： インテックス大阪）

申込
締切

原稿
締切

4/18
(木)

4/22 食品・飲料・設備・サービスが一堂に集結する西日本最大の外食産
(月) 業の展示会 「関西 外食ビジネスウィーク2019」＜5月14日～16日、

5/23
(木)

5/27 コミュニケーションロボットや介護・介助支援ロボットなどのサービス
(月) ロボット専門展「サービスロボット開発技術展」＜6月6日～7日、イン

5/30
(木)

6/3
(月)

6/6
(木)

6/10 看板・ディスプレイ・デジタルサイネージといった、商業施設・店舗の
(月) 販促向け展示会 「第7回 看板・ディスプレイ EXPO 夏」＜6月19日

7/4
(木)

7/8
(月)

製パン製菓・リテール向け素材と開発者向け設備の展示会 「第8回
P&B JAPAN」 ＜7月22日～24日、東京ビッグサイト 青梅展示場＞
の会場で無料配布いたします。

8/8
(木)

8/9
(金)

業務用食材・飲料・設備等が集まる日本最大の外食専門展示会
「外食ビジネスウィーク 2019」 ＜8月27日～29日、東京ビッグサイト
＞ の会場で無料配布いたします。

8/15
(木)

8/19 サイン・ディスプレイの製作、施工に必要な資材、素材など関連商
(月) 品全般の展示会 「サイン＆ディスプレイショウ2019」＜8月29日～31

8/29
(木)

9/2
(月)

9/5
(木)

9/9
(月)

企画内容

インテックス大阪＞ の会場で無料配布いたします。

〔配布部数 1,000部〕

6月4日号 「サービスロボット開発技術展」 配布号
＜配布を検討中＞

サービスロボット開発技術展
（6/6～7： インテックス大阪）

テックス大阪＞の会場で無料配布します。

〔配布部数 1,000部〕

6月11日号 「デジタルサイネージジャパン2019」 配布号
＜配布を検討中＞

デジタルサイネージジャパン2019
（6/12～14： 幕張メッセ）

デジタルサイネージの最新動向を伝える展示会 「デジタルサイネー
ジジャパン2019」＜6/12～14、幕張メッセ＞ の会場で無料配布いた
します。

〔配布部数 1,000部〕

6月18日号 「第7回 看板・ディスプレイ EXPO 夏」 配布号
＜配布を検討中＞

第7回 看板・ディスプレイ EXPO 夏
（6/19～21： 東京ビッグサイト）

～21日、東京ビッグサイト＞ の会場で無料配布いたします。

〔配布部数 1,000部〕

7月16日号 「第8回 P&B JAPAN」 配布号
＜配布を検討中＞

第8回 P&B JAPAN
（7/22～24： 東京ビッグサイト 青海）
〔配布部数 1,000部〕

8月20日号 「外食ビジネスウィーク 2019」 配布号
＜配布を検討中＞

外食ビジネスウィーク 2019
（8/27～29： 東京ビッグサイト）
〔配布部数 1,000部〕

8月27日号 「サイン＆ディスプレイショウ2019」 配布号
＜配布を検討中＞

サイン＆ディスプレイショウ2019
（8/29～31： 東京ビッグサイト 青海）
〔配布部数 1,000部〕

9月10日号 「フードシステムソリューション2019」 配布号
＜配布を検討中＞

フードシステムソリューション2019
（9/11～13： 東京ビッグサイト 青海）
〔配布部数 1,000部〕

9月17日号 「第3回 関西 施設リノベーション EXPO」 配布号
＜配布を検討中＞

第3回 関西 施設リノベーション EXPO

（9/25～27： インテックス大阪）

日、東京ビッグサイト 青海展示場＞ の会場で無料配布いたしま
す。
惣菜工場・セントラルキッチンなど大量調理をテーマにした国内最
大級の専門展示会 「フードシステムソリューション2019」＜9月11日
～13日、東京ビッグサイト 青海展示場＞ の会場で無料配布いたし
ます。
商業施設・公共施設のオーナー・管理者向け製品／サービスが出
展する展示会 「第3回 関西 施設リノベーション EXPO」＜9月25日
～27日、インテックス大阪＞ の会場で無料配布します。

〔配布部数 1,000部〕

11月5日号 「FOOD STYLE 2019 in FUKUOKA」 配布号
＜配布を検討中＞

FOOD STYLE 2019 in FUKUOKA
（11/13～14： マリンメッセ福岡）

10/24 10/28 九州最大の外食産業最先端の商談展示会 「FOOD STYLE 2019
(木) (月) in FUKUOKA」＜11月13日～14日、マリンメッセ福岡＞ の会場で無

料配布いたします。

〔配布部数 1,000部〕

12月10日号 「第2回 施設リノベーション EXPO」
＜配布を検討中＞

第2回 施設リノベーション EXPO

（12/11～13： 東京ビッグサイト 青海）

11/28 12/2 商業施設・公共施設のオーナー・管理者向け製品／サービスが出
(木) (月) 展する展示会 「第2回 施設リノベーション EXPO」＜12月11日～13

日、東京ビッグサイト 青海展示場＞ の会場で無料配布します。

〔配布部数 1,000部〕

2020年 「SCビジネスフェア2020」 配布号
1月21日号 ＜配布を検討中＞

SCビジネスフェア2020
（1/22～24： パシフィコ横浜）

1/8
(水)

1/10 SC（ショッピングセンター）関係者が一同に集まる商談展示会 「SCビ
(金) ジネスフェア2020」＜1月22日～24日、パシフィコ横浜＞の会場で無

1/23
(木)

1/27 ホテル・レストラン、フード・ケータリング、厨房設備の商談専門展示
(月) 会 「HCJ 2020」の会場で無料配布いたします。

料配布いたします。

〔配布部数 2,000部〕

2月4日号 「HCJ 2020」 配布号
＜配布を検討中＞

HCJ 2020
（2/18～21： 幕張メッセ）

〔配布部数 1,000部〕

※配布展示会の追加・中止など、変更することがあります。
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