2019年10月31日現在

イベント情報 2019年11月
会期

催事名

展示品

10/31(木) ～ 1(金) 東京くらしのフェスティバル 2019

生活雑貨関連品

10/31(木) ～ 1(金) 台東区産業フェア 2019

皮革製品・ジュエリー等の
台東区の地場産業製品

会場
6F
5・4F

主催者

問い合せ先

対象

有料/無料

公益財団法人
東京都中小企業振興公社

03-3263-3541

公開

無料

台東区産業フェア実行委員会

03-3263-3535

公開

無料

2(土) ～ 3(日)

美容と癒しと健康と食と教育のフェア
姫コラソンVol.30in東京

占い・化粧品・マッサージ等の体験
販売、プロモーションなど

7F

ブラックキャットスニーズ

050-1508-8706

公開

有料

2(土)

人狼文化祭2019 in Tokyo

人狼ゲームのイベント
同人制作の人狼ゲーム

5F

人狼文化祭運営委員会

080-3451-6241

公開

有料

3(日)

とんぶり市 2019

生体（爬虫類及び両生類中心）
及び関連グッズ

合同会社ぶりくら

090-5880-3424

公開

有料

6(水) ～ 7(木)

TSK & NFJ 合同展
2020 Spring & Summer Collection
第32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

東京装身具工業協同組合
ニューファッションジュエリー協同組合
日本ファッショングッズ協会

03-3861-0522

招待

無料

10(日)

昆虫・爬虫・珍獣フェア!! 《BLACK OUT！》

昆虫・爬虫類・小動物 および
飼育用品

OZ

0563-54-7571

公開

有料

13(水) ～ 14(木)

多文化社会エキスポ2019 -あしたのニッポン展- 食糧食品・化粧品・雑貨等

フードダイバーシティ株式会社
多文化エキスポ2019 実行委員会

03-5811-1947

公開

無料

15(金) ～ 17(日)

第54回全国切手展 JAPEX2019

切手コレクション

5・4F

公益財団法人日本郵趣協会

03-5951-3311

公開

無料

15(金) ～ 16(土)

ファミリーセール

紳士衣料品及び雑貨

7F北

大賀株式会社

03-6300-6823

招待

無料

16(土)

CFAキャットショー デライトキャットファンシャーズ 猫

7F南

デライトキャットファンシャーズ

090-3210-8393

公開

有料

17(日) ～ 19(火)

第72回 萩原東京展示会

白木仏壇・仏壇・その他

6F

株式会社萩原

03-3624-3314

招待

無料

17(日)

データサイエンティスト志望者向け
キャリアイベント

就職イベント

7F

株式会社アカリク

03-5464-2125

公開

無料

19(火)

2019 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(水) ～ 21(木)

ホテル旅館 生衛業フェア

ホテル旅館用品・アメニティ・内装等
リネンシステムフロント・他

5F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(金)

第51回東宗教大展示会

仏壇・仏具

6F南

東京宗教用具商業協同組合

03-3841-1867

関係者のみ

無料

22(金)

2019年度 「第3回ビジネスマッチング in 東京」 商談会

5F

公益財団法人
東京都中小企業振興公社

03-3251-7883

関係者のみ

無料

23(土) ～ 24(日)

第20回 ジャパンギルドミニチュアショー in 東京

ミニチュア＆ドールハウス

6F北

日本ミニチュア作家協会

0568-92-5883

公開

有料

23(土) ～ 24(日)

第15回 地球にやさしい中国茶交流会

中国茶を中心とした茶葉
茶器・菓子類

合同会社ティーメディアコーポレーション

03-4455-3953

公開

有料

25(月)

次世代通信／LPWAセミナー LPガス新時代へ それらを活用したビジネススキーム

株式会社石油化学新聞社

03-5833-8840

招待

有料

29(金) ～ 30(土)

エースファミリーセール

03-3847-5609

招待

無料

次世代通信機器と

6・5F

6・5・4F

5・4F
6F

5F
5F南

かばん・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

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。
Copyright©指定管理者：公益財団法人 東京都中小企業振興公社

