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 9/3-7 第 11 回全日本学生フォーミュラ大会（ICV 部門／ EV 部門） 静岡県　エコパ
 9/18-20 第 40 回国際福祉機器展 東京ビッグサイト
 10/24-26 東京トラックショー 2013 東京ビッグサイト
 11/22-12/1 第 43 回東京モーターショー 2013 東京ビッグサイト
 12/12-15 第 18 回名古屋モーターショー ポートメッセなごや
 12/20-23 第 8 回大阪モーターショー インテックス大阪
 1/10～12 東京オートサロン 2014 with NAPAC 幕張メッセ
 3 月 第 41 回東京モーターサイクルショー 東京ビッグサイト

 4/21-29 オート上海（上海国際自動車工業展覧会） 中国　上海
 4/25-28 モスクワ・チューニングショー ロシア　モスクワ
 5/9-12 チューニングワールド・ボーデン湖 ドイツ　フリードリヒスハーフェン
 5/11-19 バルセロナ国際モーターショー スペイン　バルセロナ
 5/22-24 北京国際バス・トラック・コンポーネント展 中国　北京
 5/31-6/2 キエフ国際モーターショー（SIA） ウクライナ　キエフ
 6/10-16 ロンドン・モーターエキスポ イギリス　ロンドン
 6/15-23 ソフィア国際モーターショー ブルガリア　ソフィア
 6/20-30 バンコク・インターナショナル・オートサロン タイ　バンコク
 6/20-30 ブエノスアイレス国際モーターショー アルゼンチン　ブエノスアイレス
 6/24-28 トロント・モーターエキスポ カナダ　トロント
 7/12-14 グッドウッド・フェスティバル イギリス　ウエストサセックス
 7/12-15 ソウル・オートサロン（SAAS） 韓国　ソウル
 8/22-24 GATS　アメリカ・トラックショー アメリカ　テキサス
 8/26-29 オートメカニカ・モスクワ ロシア　モスクワ
 8/31-9/8 デュッセルドルフ・キャラバン・サロン ドイツ　デュッセルドルフ
 9/8-13 ニューヨーク・モーターエキスポ アメリカ　ニューヨーク
 9/10-14 モスクワ国際モーターショー ロシア　モスクワ
 9/12-22 フランクフルト・モーターショー（IAA） ドイツ　フランクフルト
 10/3-6 ニトラ・オートショー スロヴァキア　ニトラ
 10/4-13 ブカレスト国際モーターショー ルーマニア　ブカレスト
 10/6-13 ワールド・ソーラー・チャレンジ（WSC） オーストラリア　ダーウィン～アデレード
 10/9-11 国際商用車ショー（TIR '2013） ウクライナ　キエフ
 10/18-27 ヨハネスブルク国際モーターショー 南アフリカ　ヨハネスブルク
 10/28-11/1 輸送産業国際見本市（FENATRAN) ブラジル　サンパウロ
 11/5-9 ドバイ国際モーターショー UAE　ドバイ
 11/15-17 クラシック・モーターショー イギリス　バーミンガム
 11/15-17 イスタンブール商用車・バス・コンポーネント・エキスポ（COMVEX） トルコ　イスタンブール
 11/22-24 ルクセンブルク国際モーターショー ルクセンブルク　ルクセンブルク
 11/22-30 広州モーターショー 中国　広州
 11/22-12/1 ロサンゼルス・モーターショー アメリカ　ロサンゼルス
 11/30-12/8 エッセン・モーターショー ドイツ　エッセン
 12/3-8 パリ国際モーターサイクルショー フランス　パリ
 12/7-15 ボローニャ国際モーターショー イタリア　ボローニャ
 1月 デトロイト・モーターショー（NAIAS） アメリカ　デトロイト
 1/9-12 オートスポーツ・インターナショナル イギリス　バーミンガム
 1/16-19 ウィーン・オートショー オーストリア　ウィーン
 1/17-26 モントリオール・モーターショー カナダ　モントリオール
 1/24-26 モーターバイク・エキスポ イタリア　ヴェローナ
 1月 ブリュッセル国際モーターショー ベルギー　ブリュッセル
 2/7-9 オーストラリア・モーターサイクル・エキスポ オーストラリア　ブリスベン
 2/8-17 シカゴ・オートショー アメリカ　シカゴ
 2/6-12 オートエキスポ・インド インド　グレーターノイダ
 3/6-16 ジュネーブ・モーターショー スイス　ジュネーヴ
 4/8-19 アムステルダム国際商用車ショー オランダ　アムステルダム
 4 月 北京モーターショー 中国　北京

 5/16-18 機械工業見本市金沢（MEX 金沢） 石川県産業展示館
 5/22-24 人とくるまのテクノロジー展 2013 パシフィコ横浜
 5/29-31 次世代自動車展（スマートコミュニティJapan） 東京ビッグサイト
 5/29-31 微細精密加工技術展／表面改質展 インテックス大阪
 6/5-7 マイクロ／ラージエレクトロニクスショー 東京ビッグサイト
 6/13-14 Smart Energy Japan in Osaka（SEJ Osaka） インテックス大阪
 6/13-16 東京おもちゃショー 東京ビッグサイト
 6/19-21 機械要素技術展／設計・製造ソリューション展（M-Tech） 東京ビッグサイト
 7/3-5 難加工技術展 ポートメッセなごや
 7/3-5 次世代ロボット製造技術展（ロボテック）／ナノ・マイクロ ビジネス展 東京ビッグサイト
 7/17-19 TECHNO-FRONTIER 2013　 東京ビッグサイト
 7/24-26 PVJapan 東京ビッグサイト
 7/24-27 プレス・板金・フォーミング展（MF-Tokyo） 東京ビッグサイト
 9/5-6 国際フロンティア産業メッセ 神戸国際展示場
 9/25-27 電気自動車開発技術展（EVEX）／ N+ 東京ビッグサイト
 9/25-27 工場の近代化展／センサエキスポジャパン 東京ビッグサイト
 10/1-5 シーテックジャパン（CEATEC JAPAN） 幕張メッセ
 10/9-11 次世代ものづくり基盤技術産業展　 ポートメッセなごや
 10/17-18 北陸技術交流テクノフェア 福井県産業会館
 10/17-19 諏訪圏工業メッセ 諏訪湖イベントホール
 10/23-26 メカトロテック ジャパン ポートメッセなごや
 10/30-11/1 ものづくり Neｘｔ↑ 東京ビッグサイト
 10/30-11/1 産業交流展 東京ビッグサイト
 10/31-11/4 グッドデザインエキシビション 東京ミッドタウン
 11/6-9 国際ロボット展 東京ビッグサイト

 11/12-14 ものづくりフェア マリンメッセ福岡
 12/12-14 エコプロダクツ 東京ビッグサイト
 1/15-17 カーエレクトロニクス技術展／クルマの軽量化技術展 東京ビッグサイト
 1/29-31 国際ナノテクノロジー総合展 東京ビッグサイト
 2/26-28 国際二次電池展／国際水素・燃料電池展 東京ビッグサイト
 3 月 モータースポーツシンポジウム 工学院大学　アーバンテックホール
 3 月 国際自動車素材・加工展 東京ビッグサイト

 5/7-10 ナショナル・マニュファクチャリング・ウィーク（NMW） オーストラリア　メルボルン
 5/14-16 PCIM ヨーロッパ ドイツ　ニュルンベルク
 5/14-16 PLAST-EX カナダ　トロント
 5/20-23 国際プラスチック・ゴム見本市（Chinaplas） 中国　広州
 5/23-25 INDO オートモーティブ インドネシア　ジャカルタ
 5/30-6/2 サイゴン国際自動車技術 & アクセサリー展 ベトナム　ホーチミン
 6/3-7 ターボエキスポ（ASME） 米国　テキサス
 6/3-8 国際工作機械展（FEIMAFE） ブラジル　サンパウロ
 6/4-6 エンジンエキスポ／ビークルダイナミクス・エキスポ ドイツ　シュトゥットガルト
 6/4-6 上海冶金工業展覧会 中国　上海
 6/6-8 自動車エンジニアリング展 インド　チェンナイ
 6/7-13 重慶国際自動車産業展 中国　重慶
 6/12-14 オート＆パーツ ウズベキスタン ウズベキスタン　タシュケント
 6/16-18 中国国際金属・冶金展 中国　広州
 6/17-23 パリ国際航空宇宙ショー フランス　パリ
 6/18-21 ダイ & モールド展（DMC） 中国　上海
 6/20-23 自動車用パーツ製造業展／アッセンブリー展 タイ　バンコク
 6/26-29 広州自動車工作機械・機器展（GIMT） 中国　広州
 7/2-4 アルミニウム中国 中国　上海
 7/2-5 上海国際工作機械見本市 中国　上海
 7/9-11 Tyrexpo インド インド　チェンナイ
 7/11-14 ソウル オートサロン／オートサービス 韓国　ソウル
 8/20-22 上海国際自動車産業総合展 中国　上海
 8/20-22 中国国際バッテリー製品・技術展 中国　上海
 8/22-24 中国自動車用品調達取引会（CSAE） 中国　上海
 8/27-29 エレクトロニクス・アッセンブリー＆パッケージング技術展 中国　深圳
 9/3-6 石油・ガス見本市（Offshore Europe） イギリス　アバディーン
 9/3-6 アジア国際プラスチック・ゴム産業展覧会（APPLAS） 中国　上海
 9/4-6 中国国際タイヤ博覧会（CITEXPO） 中国　上海
 9/4-6 エレクトロニカ・インディア／プロダクトロニカ・インディア インド　ニューデリー
 9/5-7 自動車用パーツ／エレクトロニクス展（EMMA ） インド　チェンナイ
 9/6-11 ベルリン国際コンシューマー・エレクトロニクス展（IFA） ドイツ　ベルリン
 9/13-15 中国国際自動車部品展（CIAPE) 中国　北京
 9/16-21 欧州国際工作機械見本市（EMO Hannover） ドイツ　ハノーバー
 9/17-19 コンポジット・ヨーロッパ／ハイブリッド・ヨーロッパ ドイツ　シュトゥットガルト
 9/17-19 バッテリー・ショー 米国　ミシガン
 9/25-27 国際鋳造技術展（METAL） ポーランド　キエルツェ
 9/30-10/2 F-Cell ドイツ　シュトゥットガルト
 10/7-10 韓国エレクトロニクスショー（KES） 韓国　ソウル
 10/7-11 国際エンジニアリング展（MSV） チェコ　ブルノ
 10/8-11 台北国際エレクトロニクスショー（TAITRONICS） 台湾　台北
 10/8-11 国際溶接技術・素材・設備展（WELDEX） ロシア　モスクワ
 10/13-16 エレクトロニック・アジア 中国　香港
 10/15-17 eCar テック・ミュンヘン ドイツ　ミュンヘン
 10/16-19 韓国自動車部品関連展（KOAA Show） 韓国　ソウル
 10/16-19 韓国メタル・ウィーク 韓国　ソウル
 10/16-20 自動車部品・整備機器展（EQUIP AUTO 2013） フランス　パリ
 10/22-24 北米・自動車テスト・エキスポ 米国　ミシガン
 10/28-31 PTC ASIA（パワートランスミッション・エンジン見本市） 中国　上海
 10/30-11/1 国際部品・素材産業展（IMAC 2013） 韓国　ソウル
 11/5-7 自動車アフターマーケット製品展（AAPEX） アメリカ　ラスベガス
 11/5-8 SEMA ショー アメリカ　ラスベガス
 11/5-8 国際板金加工見本市（Blechexpo） ドイツ　シュトゥットガルト
 11/5-9 中国国際工業博覧会 中国　上海
 11/6-8 自動車エレクトロニクス & テスト技術展 中国　上海
 11/12-14 プロフェッショナル・モータースポーツ・ワールド・エキスポ ドイツ　ケルン
 11/13-16 東莞国際金型・金属加工展覧会（DMP） 中国　東莞
 11/17-20 EV 国際シンポジウム（EVS 27） スペイン　バルセロナ
 11/18-21 溶接／メタルフォーミング展（FABTECH） アメリカ　シカゴ
 11/20-23 タイ国際工作機械・加工展（METALEX） タイ　バンコク
 11/27-12/1 ENGIMACH インド　アーメダバード
 12/3-6 Pollutec Horizons  フランス　パリ
 12/3-6 EUROMOLD ドイツ　フランクフルト
 12/4-7 マニュファクチュアリング・インドネシア インドネシア　ジャカルタ
 12/12-14 パフォーマンス・レーシング・インダストリー（PRI） 米国　インディアナポリス
 1/7-10 コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES） 米国　ラスベガス
 1/14-16 圧力鋳造技術専門見本市（EUROGUSS） ドイツ　ニュルンベルク
 1/25-2/2 AUTOTAGE ハノーバー ドイツ　ハノーバー
 1/31-2/1 モータースポーツ・エキスポテック イタリア　モデナ
 2/11-13 タイヤ・テクノロジー・エキスポ ドイツ　ケルン
 3/4-6 Tyrexpo アフリカ 南アフリカ　ヨハネスブルク
 3/11-15 自動製造技術展（METAV） ドイツ　デュッセルドルフ
 3/19-22 国際研磨技術見本市（GrindTec） ドイツ　アウグスブルク
 3 月 オートモーティブ・ウィーク 韓国　ソウル
 4 月 ハノーバー・メッセ（国際産業技術見本市）／ MobiliTec ドイツ　ハノーバー
 4 月 eCar テック・パリ フランス　パリ

国内技術系展示会
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海外モーターショー／カスタムカー・ショー


