
会期 催事名 展示品 会場 主催者 問い合せ先 対象 有料/無料

2/28（火）～2（木） あか・あお・きいろ　子供服合同展示会 子供服 ２階 南 株式会社ＧＲＯＵＮＤ　ＵＰ 06-6583-2682 招待 無料

1(水）
クローバーナビ2024Presents
障がい学生のための 就活スタートダッシュセミナー

合同企業説明会 ５階 株式会社ジェイ・ブロード 03-5537-3225 公開 無料

2（木） アニマルジョブフェスタ 就職説明会 ３階 株式会社ＴＹＬ 03-5730-1331 公開 無料

3（金）～4（土） 障がいのある方のための「サ～ナ就職フェスタ」 面談会 ５階 株式会社イフ 03-6417-0712 公開 無料

3（金）～4（土） 花咲ファミリーセール 婦人服・婦人靴 ２階 北 株式会社レーヴアイ 03-3866-6630 招待 無料

4（土）～5（日） JDA第３回ミニチュア・ドールハウス作家展 ミニチュア・ドールハウス展示販売 ３階 北 日本ドールハウス協会 03-3964-0632 公開 有料

4（土）～5（日） 第２９回　インセクトフェスティバル 昆虫標本 ２階 株式会社エルアイエス 03-3397-6520 公開 有料

5（日）
障がい者のための合同就職面談会
 クローバー就職フォーラム

合同企業説明会 ４階 株式会社ジェイ・ブロード 03-5537-3225 公開 無料

7（火)
公益財団法人日本金属学会日本金属学会
2023年（第172回）春期講演大会 ポスターセッション

学術発表のポスター ２階 南 公益財団法人日本金属学会 022-223-3685 関係者のみ 有料

8（水）～9（木） JAPAN ART & FRAME FAIR 2023 額縁　画材 ３階 南 全国額縁組合連合会 052-325-8722 招待 無料

9（木） ふくしま就職ガイダンス（東京会場） 合同企業説明会 ５階 福島県 024-521-7290 公開 無料

9（木） 2023　JVIG映像関連事業総合就職セミナー 合同企業説明会 ４階 協同組合日本映像事業協会 03-3505-2870 公開 無料

10（金） ザ・商談！し・ご・と発掘市 金属加工品等金属加工品、樹脂加工品 ２階 東京商工会議所 03-3283-7804 関係者のみ 無料

11（土） LC in 東京 お人形・お人形ドレス・小物 ３階 南 リトルファクトリー株式会社 0247-72-6364 公開 無料

11（土）～12（日） 大沢商会ファミリーセール
宝飾、時計、ゴルフ用品、紳士婦人服、
バッグ雑貨、食品

４階,５階 株式会社大沢商会 03-3527-2686 招待 無料

11（土）～12（日） TOKYOハンドメイド祭vol.3 手づくり雑貨・衣服・アクセサリー ２階 一般社団法人日本アートクラフト連盟 0155-27-1235 公開 無料

15（水）～17（金） 第44回　JITAC  EUROPEAN TEXTILE FAIR 欧州輸入婦人・紳士服生地
３階

４階,５階
一般社団法人ＪＩＴＡＣ　　 03-6380-4366 関係者のみ 有料

15（水） 第１１５回ＪＴＯフェア 宝石・宝飾品・時計その他 ２階 北 ジュエリータウンおかちまち 03-3839-0936 招待 無料

18（土） 障がいのある方のための「サ～ナ就職フェスタ」 合同企業説明会 ３階 株式会社イフ 03-6417-0712 公開 無料

19（日） ２０２３年Ｎ・ＤＳ春のダンス祭り ダンス発表会 ２階 ニュー・ダンシング・ストラクチャー（Ｎ・ＤＳ） 03-6273-2653 関係者のみ 有料

21（火）～23（木） 第2回　東京キルトショー パッチワークキルト ４階 一般社団法人日本キルト協会 045-900-2998 公開 有料

21（火）
障がい者のための合同就職面談会
 クローバー就職フォーラム

合同企業説明会 ２階 株式会社ジェイ・ブロード 03-5537-3225 公開 無料

23（木）～25（土） ヒロカワ製靴特別セールin浜松町 紳士靴・革小物 ３階 株式会社ヒロカワ製靴 03-3610-3737 公開 無料

22（水）～24（金） あさがくナビの就職博 合同企業説明会 ２階 株式会社学情 03-3593-1500 公開 無料

23（木）～25（土） シルクギャラリー新作発表会 着物　帯　ドレス　ストール ５階 北 シルクギャラリー 03-6681-9691 公開 無料

26（日） 昆虫・爬虫・珍獣フェア!!≪BLACK OUT！≫ 昆虫・爬虫類・小動物及び飼育用品 ４階,５階 ＯＺ 090-1986-6641 公開 有料

26（日） micina CAT FANCIERS CFA キャットショー 猫の品評会 ３階 北 ｍｉｃｉｎａ　ＣＡＴ　ＦＡＮＣＩＥＲＳ 090-8805-2621 関係者のみ 無料

26（日） 第37回 東京スピフェス in 浜松町 癒しに特化した体験型イベント ２階 北 直氣堂 080-6284-3933 公開 無料
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(地下鉄)

大門駅から約450m　徒歩7分
大門駅・浜松町方面改札からB2出口へ。地上へ出てJR浜松
町駅(北口)前から竹芝桟橋方面へ直進。

・ 最新情報はHP（https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/visitor）をご確認ください。
・ 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」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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東京都立産業貿易センター浜松町館 アクセス情報

[住所]　東京都港区海岸1-7-1　東京ポートシティ竹芝オフィスタワー　　　　[電話]　03-3434-4242　　[E-mail]  hama.opem@sanbo.metro.tokyo.jp

浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
浜松町駅(北口)から竹芝通り方向に出て竹芝桟橋方面へ直
進。

浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
モノレール改札口を出て隣接する世界貿易センタービルの正
面玄関口を出て、右(竹芝桟橋)方向から竹芝桟橋方面直進。

竹芝駅から約100m 徒歩2分
竹芝駅改札口を出て西口出口から浜松町駅方面へ直進。

大門駅から約450m　徒歩7分
大門駅・浜松町方面改札からB2出口へ。地上へ出てJR浜松
町駅(北口)前から竹芝桟橋方面へ直進。


