展示会配布スケジュール（計画）
（２０２１年４月～２０２２年３月）
配布号

企画名

会場配布など

申込
締切

2021年 「デジタルサイネージジャパン2021」 配布号
4月13日号

デジタルサイネージジャパン2021

4月20日号 「第13回 Japan マーケティング Week 夏」 配布号

第13回 Japan マーケティング Week 夏 4/8

4月20日号 「第30回 Japan IT Week 春」 配布号

（4/14～16： 幕張メッセ）

（旧 関西 外食ビジネスウィーク）

6月1日号 「関西ロボットワールド2021」 配布号
（サービスロボット展）

6月8日号 「第2回 関西物流展」 配布号

（大阪会場）

6月29日号 「第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO」
（横浜会場）

8月31日号 「第10回 P&B JAPAN」 配布号

4/12 マーケティング業界 日本最大級の展示会 「第13回 Japan マーケ
(月) ティング Week 夏」 ＜4月21日～23日、東京ビッグサイト＞ の会

第30回 Japan IT Week 春

4/8
(木)

4/12 日本最大のIT展示会 「第30回 Japan IT Week 春」 ＜4月26日～
(月) 28日、東京ビッグサイト＞ の会場で無料配布いたします。

5/6
(木)

5/10 関西を代表する外食・中食・小売業界を網羅するフードビジネス
(月) の商談展示会 「FOOD STYLE Kansai 2021」＜5月25日～27日、

5/6
(木)

5/24 サービス（コミュニケーション）ロボットや次世代モビリティに関する
(月) ロボット専門展 「関西ロボットワールド2021」 ＜6月10日～11日、

5/27
(木)

5/31 物流業界の最先端かつ生産性向上、環境改善に繋がる製品・技
(月) 術・サービスの総合展示会 「第2回 関西物流展」 ＜6月16日～18

6/3
(木)

6/7
(月)

6/10
(木)

6/14 電子化、オンライン化などの新しいオフィス環境のための展示会
(月) 「第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO」（横浜会場） ＜6月30

8/19
(木)

8/23 製パン・製菓の素材・厨房機器・店舗運営などに関する専門展
(月) 「第10回 P&B JAPAN」 ＜9月2日～3日、パシフィコ横浜＞ の会

（9/29～10/1： インテックス大阪）

9/8
(水)

9/10 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
(金) 出展する展示会 「第4回 関西 施設リノベーション EXPO」 ＜9月

外食ビジネスウィーク 2021

9/22

9/27 日本最大の外食専門展示会 「外食ビジネスウィーク 2021」 ＜10
(月) 月7日～8日、東京ビッグサイト 青海展示棟＞ の会場で無料配布

FOOD STYLE Kansai 2021
（5/25～27： インテックス大阪）
関西ロボットワールド2021
（6/10, 11： インテックス大阪）
第2回 関西物流展

第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO

（6/23, 24： インテックス大阪）
第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO

（6/30, 7/1： パシフィコ横浜）
第10回 P&B JAPAN
（9/2, 3： パシフィコ横浜）

9月21日号 「第4回 関西 施設リノベーション EXPO」 配布号

10月5日号 「外食ビジネスウィーク 2021」 配布号

第4回 関西 施設リノベーション EXPO

（10/7, 8： 東京ビッグサイト 青海） (水)

10月5日号 「住宅ビジネスフェア2021」 配布号
（非住宅 木造建築フェア2021）

10月26日号 「第12回 Japan IT Week 秋」 配布号

住宅ビジネスフェア2021
（10/7, 8： 東京ビッグサイト）
第12回 Japan IT Week 秋
（10/27～29： 幕張メッセ）

10月26日号 「フードディストリビューション2021」 配布号
（FOOD展2021）

11月2日号 「FOOD STYLE 2021 in FUKUOKA」 配布号

フードディストリビューション2021
（10/27～29： 東京ビッグサイト 青海）

FOOD STYLE 2021 in FUKUOKA
（11/10, 11： マリンメッセ福岡）

11月9日号 「横浜ロボットワールド2021」 配布号
（サービスロボット展）

11月30日号 「第4回 施設リノベーション EXPO」

2022年 「SCビジネスフェア2022」 配布号
1月18日号
3月1日号 「フランチャイズ・ショー2022」 配布号

4/5
(月)

(木)

（6/16～18： インテックス大阪）

6月15日号 「第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO」

企画内容
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2021」 ＜4月14日～16日、幕張メッセ＞ の会場で
無料配布いたします。

（4/21～23： 東京ビッグサイト）

（4/26～28： 東京ビッグサイト）

5月18日号 「FOOD STYLE Kansai 2021」 配布号

3/25
(木)

原稿
締切

横浜ロボットワールド2021
（11/10, 11： パシフィコ横浜）

9/22
(水)

場で無料配布いたします。

インテックス大阪＞ の会場で無料配布いたします。

インテックス大阪＞ の会場で無料配布いたします。

日、インテックス大阪＞ の会場で無料配布。

電子化、オンライン化などの新しいオフィス環境のための展示会
「第1回 電子化・オンライン化 支援EXPO」（大阪会場） ＜6月23
日～24日、インテックス大阪＞ の会場で無料配布します。

日～7月1日、パシフィコ横浜＞ の会場で無料配布します。

場で無料配布いたします。

29日～10月1日、インテックス大阪＞ の会場で無料配布。

いたします。

9/27 住宅関連商材と、非住宅建築（商業施設）の建設・管理の展示会
(月) 「住宅ビジネスフェア2021」「非住宅 木造建築フェア2021」 ＜10

月7日～8日、東京ビッグサイト＞ の会場で無料配布。

10/14 10/18 ITに関する大規模展示会 「第12回 Japan IT Week 秋」＜10月27
(木) (月) 日～29日、幕張メッセ＞ の会場で無料配布いたします。
10/14 10/18 食品物流の課題解決を提案する最新機器・システム・サービスの
(木) (月) 専門展 「フードディストリビューション2021」 ＜10月27日～29日、

東京ビッグサイト 青海展示棟＞ の会場で無料配布。

10/21 10/25 小売・中食・外食業界への販路拡大のための商談展示会
(木) (月) 「FOOD STYLE 2021 in FUKUOKA」 ＜11月10日～11日、マリン

メッセ福岡＞ の会場で無料配布いたします。

10/28 11/1 サービス（コミュニケーション）ロボットや次世代モビリティに関する
(木) (月) ロボット専門展 「横浜ロボットワールド2021」＜11月10日～11日、

パシフィコ横浜＞ の会場で無料配布いたします。

（12/6～8： 東京ビッグサイト）

11/17 11/19 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
(水) (金) 出展する展示会 「第4回 施設リノベーション EXPO」 ＜12月6日

SCビジネスフェア2022

2022

2022 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

（1/19～21： パシフィコ横浜）

1/5
(水)

1/7
(金)

フランチャイズ・ショー2022

2/16
(水)

2/18 小売店、飲食店などのフランチャイズ（FC）に関する国内最大規
(金) 模の展示会 「フランチャイズ・ショー2022」 ＜2022年3月2日～4

第4回 施設リノベーション EXPO

（3/2～4： 東京ビッグサイト）

～8日、東京ビッグサイト＞ の会場で無料配布します。

ビジネスフェア2022」 ＜2022年1月19日～21日、パシフィコ横浜
＞の会場で無料配布いたします。

日、東京ビッグサイト＞ の会場で無料配布いたします。

※商業施設新聞を配布する展示会は、変更（追加・中止）することがあります。
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