2018年10月31日現在

イベント情報 2018年11月
会期

催事名

展示品

会場
7・6F

主催者

問い合せ先

対象

有料/無料

台東区
台東区産業フェア実行委員会

03-3263-3535

公開

無料

1(木) ～ 2(金)

台東区産業フェア2018

服飾雑貨・伝統工芸品

1(木) ～ 2(金)

東京くらしのフェスティバル 2018

東京くらしのフェスティバル

5F

（公財）東京都中小企業振興公社

03-3263-3541

公開

無料

2(金)

SWBS海外ビジネス総合展 2018

海外サービスに関するサービス

4F

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

070-4419-5280

公開

無料

3(土) ～ 5(月)

新創造展

呉服

7F

京商株式会社 東京支店

03-3663-6011

招待

無料

4(日)

ビクトリーショー

衣類・雑貨・玩具

6・5・4F 有限会社ミリタリ屋

03-3971-4935

公開

有料

7(水) ～ 8(木)

TSK & NFJ 合同展 2019 Spring & Summer &
第30回 東京ファッショングッズトレードショー

婦人用装身具及びその関連商品

6・5・4F ﾆｭｰﾌｧｯｼｮﾝｼﾞｭｴﾘｰ協同組合

03-3861-0522

招待

無料

10(土) ～ 11(日)

花咲ファミリーセール

婦人服・紳士服・子供服

7F

株式会社レーヴアイ

03-3866-6630

招待

無料

10(土) ～ 11(日)

『きになる日立のきになるフェア』

家電品及び健康器具

4F

日立ｺﾝｼｭｰﾏ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
北東京HES会

03-5629-3405

招待

無料

11(日)

とんぶり市2018

爬虫類を中心とした生物及び
関連グッズ

6・5F

合同会社ぶりくら

090-5880-3424

公開

有料

16(金) ～ 18(日)

第53回 全国切手展 JAPEX2018

切手コレクション

5・4F

（公財） 日本郵趣協会

03-5951-3311

公開

有料

16(金)

フジボウファミリーセール

紳士・婦人肌着

6F

株式会社フジボウアパレル

03-3665-7755

関係者のみ

無料

17(土)

北側：ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ志望者向けｷｬﾘｱﾌｫｰﾗ
南側：博士･ﾎﾟｽﾄﾞｸ対象ｷｬﾘｱﾌｫｰﾗﾑ

業界研究セミナー

6F

株式会社アカリク

03-5464-2125

公開

無料

19(月)

2018 TOKYO理容まつり in 浅草

理容用品、業務用化粧品

6F

東京理容用品商業組合

03-3365-3680

招待

無料

20(火) ～ 21(水)

カワタキコーポレーション リビング・フェア

家庭用品全般

7F北

㈱カワタキコーポレーション東京支店

03-3987-8215

招待

無料

20(火)

2018中華・食鳥肉フェスタ

中華料理業の食材・酒類･備品
鳥肉加工食材

5F南

東京都中華料理生活衛生同業組合

03-3872-0811

公開

無料

20(火) ～ 21(水)

ホテル・旅館 生衛業フェア

ホテル旅館用品・アメニティ・
内装業・リネン・カラオケ・etc

6F南

東京都ホテル旅館生活衛生同業組合

03-3262-4376

招待

無料

22(木) ～ 27(火)

きもの紀行 IN 浅草

呉服、宝飾、毛皮他

5・4F

株式会社すずのき

03-5308-3220

招待

無料

23(金) ～ 25(日)

「赤札市」

呉服

7F南

東京呉服専門店協同組合

03-3668-5660

招待

無料

24(土) ～ 25(日)

第19回 ジャパンギルド ミニチュアショー

ミニチュア・ドールハウス

7F北

日本ミニチュア作家協会

0568-92-5883

公開

有料

27(火) ～ 28(水)

OGK プライベートショー

自転車用品 自転車部品

7F北

オージーケー技研株式会社

06-6762-4353

関係者のみ

無料

30(金) ～ 1(土)

エースファミリーセール

カバン・ハンドバッグ・スーツケース 7・6・5・4F エースサービス株式会社

03-3847-5609

招待

無料

東京装身具工業協同組合
日本ﾌｧｯｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ協会

東京都立産業貿易センター台東館 アクセス情報
[住所] 〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5

[電話] 03-3844-6190

東京メトロ
銀座線（地下鉄）

浅草駅から370m 徒歩5分
7番出口へ。階段を上がり左側の出口を出て・右
へ直進(馬道通り)。二天門交差点の角。

東武スカイツリーライン
（伊勢崎線）

浅草駅から370m 徒歩5分
エスカレーターを降りて右側の出口を出て・右へ
直進(馬道通り)。二天門交差点の角。

都営浅草線
(地下鉄)

浅草駅から500m 徒歩8分
A5番出口へ。出口を背にして左側(馬道通り)へ
お進みください。二天門交差点の角。

都営バス

二天門下車すぐ前
(都08) 日暮里駅 ⇔ 錦糸町駅
(草64) 浅草雷門 ⇔ 池袋駅 東口

つくばエクスプレス
(TX)

浅草駅から700m 徒歩9分
A1番出口へ。右側浅草寺方面に進み・5差路の
中程「奥山おまいりまち」の鳥居をくぐり直進。浅
草寺境内を通り抜け二天門から馬道通りを渡っ
た正面。二天門交差点の角。

東京水辺ライン
(水上バス)

浅草(二天門)発着場から500m 徒歩6分

・ 催事のご案内は・主催者の希望と提供情報に基づいて作成しています。
・ 催事の詳細については・主催者にお問い合わせください。
・ 催事は主催者の都合で中止・もしくは内容変更になる場合があります。
「公開」は・どなたでもご入場いただける催事です。
「招待会」は・原則として主催者からの招待者のみが対象となる催事です。
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