
詳細はWebへ ▶ www.interphex.jp/doc_coronavirus/本展では、徹底したコロナ対策を実施します

本展は商談・技術相談のための展示会です
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創薬モダリティ/ラボオートメーションなど 全200講演を併催4

＜問合せ先＞ 主催者  RX Japan株式会社  旧社名： リード エグジビション ジャパン　ファーマラボEXPO 東京 展示会事務局
                   〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2  新宿野村ビル18階　TEL： 03-5324-1244　FAX： 03-3349-4922　E-mail： prd-vis.jp@rxglobal.com

印刷画面はこちら

■講師一部紹介

商談内容
◆製品・技術の導入

◆課題についての
技術相談

◆見積り・納期などの
打合せ

…など
…など …など

出 展 社

●研究機器・試薬
●測定・分析装置
●受託サービス
●ラボオートメーション
●創薬シーズ・バイオ技術
●AI・データ解析

●医薬品メーカー
●診断薬メーカー
●創薬ベンチャー
●化粧品メーカー
●化学メーカー
●大学･国公立研究所

下記のメーカー、商社など下記の医薬品研究者など

来場対象者

展示会場だからできること

出展社・製品検索ページを見る

最新のセミナープログラムを見る／申込みはこちら 

出展 まだ間に合います

お問合せは … Tel: 03-3349-8509

出展社を追加募集 !

「新製品・実機を見て」「体験して」700社
※2

を比較検討できる！

事前申込制

本券を展示会受付にて【画面提示】または【印刷してご持参】ください
※展示会受付にて名刺2枚を提出いただきます

本招待券に掲載の出展社数・講演数は、同時開催展を含む2021年8月3日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。
　※1 同種の展示会との出展社数の比較。同時開催展を含む。　※2 出展契約企業に加え、共同出展する グループ企業・パートナー企業数も含む。

ご来場当日、右記コードを
自動受付にかざしてください

エーザイ（株）
執行役 
木村 禎治

※敬称略。講師、プログラムが変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。

展示会場だからこそ

実機・デモ機を見ながら、
比較検討できます

製品の仕様・納期について、
その場で相談できます

課題解決につながる新製品・
新技術が見つかります

1 2 3
その場で
直接相談できる

思わぬ製品・技術に
出会える

実機を見ながら
商談できる

前回（2020年）の展示会の様子

会場レイアウト図
本招待券で
全展に入場可

本招待券を 関連部署、取引先、同業者の方にも転送・配布ください
本招待券は入場の際、お１人ずつの提示が必要となります。 複数名でご来場の場合は、本招待券を転送いただき、各自受付でご提示ください。

12月8日［水］ 9：30～10：30

hhc理念に基づく、エーザイの新薬創出とは 
～AD治療薬開発への挑戦～

12月8日［水］ 11：30～12：30

アステラスが挑む
ニューモダリティ創薬

資料を請求する

上司・同僚をご紹介ください

VIP（      　）は基調講演が無料社長・役員
部長 ・課長など

VIPを紹介する

（通常16,000円）

アステラス製薬（株）
モダリティ研究所 所長　
田端 健司

12月8日［水］ 11：30～12：30

TOP I 2030実現に向けたこれからの
中外製薬の研究開発

中外製薬（株）
上席執行役員 
山田 尚文

12月9日［木］ 13：30～14：30

CMC/GMP 領域における生データに関する
データインテグリティ対応

12月8日［水］ 15：30～16：30

ロボットとAIが実現する研究の
自動化・遠隔化 

12月8日［水］ 15：30～16：30

ロボティック・バイオロジーによる
生命科学の加速 

12月8日［水］ 11：30～12：30

新モダリティに対する
PMDAの取り組み 

大日本住友製薬（株）
信頼性保証本部 
主席部員　
蜂谷 達雄

（国研）
産業技術総合研究所
細胞分子工学研究部門
首席研究員　
夏目 徹

（国研）理化学研究所
バイオコンピューティング
研究チーム 
チームリーダー　
髙橋 恒一

（独）医薬品医療機器
総合機構
理事 審査センター長
新井 洋由

幕張メッセは近くて便利です!

Wi-Fi・電源を完備！　複数名での打合せが可能なスペースもご利用いただけます。

JR京葉線 特急利用、
海浜幕張駅までの所要時間東京駅から電車で最速23分

羽田空港から直通バス

テレワークラウンジを利用可（無料）
所要時間はダイヤ・交通状況により前後します。

電 

車

バ 

ス
羽田空港 約40分 【高速バス】

徒歩
約5分

東 京 23分 【JR京葉線（特急）】 海浜幕張

秋葉原 38分【JR総武線】
バス
約15分

幕張本郷
幕
張
メ
ッ
セ

QR 287%

招待券

本券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000/人。 18歳未満の方の入場は固くお断りします。 最新情報はWebへ ▼www.pharma-rd.jp

日本最大※1！700社　※2が出展
医薬品業界

Week 2021東京

医薬品   研究･開発 展
ファーマラボ E  XPO

第
　
回
3

（旧　BIO tech）
バイオ　テック

会 期： 2021年12月8日［水］～10日［金］
会 場： 幕張メッセ　  主  催： RX Japan株式会社

同時開催：　インターフェックス ジャパン / 再生医療 EXPO 他2展
旧社名: リード エグジビション ジャパン

10:00～17:00

など先端技術・製品が一堂に！AI・データ解析 ラボ自動化 創薬シーズ
1～3ホール 9～11ホール

●研究・理化学機器 ●測定・分析装置
●ラボオートメーション ●研究支援ロボット
●AI・データ解析 ●イメージング機器
●スクリーニング装置 ●ゲノミクス関連製品
●ラボ設計・実験設備 ●受託サービス
●試薬・消耗品 ●ナノテク・微細加工

も開催アカデミック フォーラム

50の創薬シーズ･バイオ技術を発表！

170社が出展

60社が出展
●原料・中間体 ●添加剤
●高薬理活性 原薬 ●ペプチド・核酸  …など

ファーマラボ E  XPO
第
　
回
3

国際 医薬品原料 展
インファーマジャパンインファーマジャパン第

　
回
15

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。出入口 出入口 出入口 出入口 

●自動培養装置 ●培地・試薬
●セルイメージング ●細胞保存容器  …など

50社が出展
研究・治療・創薬のための製品・サービスが出展

第
　
回
3 再生医療E  XPO

●バイオリアクター ●受託製造（CMO）
●シングルユース製品 ●分離・精製装置 …など

60社が出展
研究機器・受託サービス・製造技術が出展

第
　
回
5バイオ医薬E  XPO

360社が出展
原料加工
●連続生産システム
●混合・造粒機
●乾燥・打錠機 …など

IoT・自動化
●工場向けIoT

●生産管理システム
●産業ロボット …など

包装
●充填・包装機
●サステナブルパッケージ
●包装資材・材料 …など

プロセス測定・検査
●外観検査装置
●画像検査装置
●計測機器・センサー …など

受託製造
●開発・製造 受託
●分析受託
●化粧品OEM …など

滅菌・クリーン
●滅菌機・殺菌機
●クリーンルーム、ウェア
●空調設備 …など

物流・流通
●輸送・保管サービス
●RFID・流通サービス
●GDP関連製品 …など

プラントエンジニアリング
●エンジニアリングサービス
●GMP/バリデーションサービス
●プラント設計・施工・請負 …など

医薬品   化粧品 製造展

第
　
回
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12月9日［木］ 11：30～12：30

“一人ひとりに最適な医療を届けるヘルスケア
カンパニーに向けて”田辺三菱製薬の挑戦

田辺三菱製薬（株）
代表取締役社長
上野 裕明

● 全参加者へ マスク着用を徹底 ● 全参加者へ 手指の消毒を徹底
● 全参加者に サーモグラフィ等による体温測定 ● 扉の開放、空調設備による常時換気
● 看護師が 医務室に常駐 ● セミナー会場での 座席間隔の確保 …など

https://www.interphex.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/interphex-week/documents/2021/jp/02-visit/prd_jp_21_doc_inv_ex_print_1021.pdf
https://www.interphex.jp/ja-jp/search/2021t/directory.html
https://reed-speaker.jp/Seminar/2021/ipjrmtokyo/top/?lang=jp&id=IPJ
https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IPBI/?lg=jp&tp=vip&ec=IPBI
https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IPBI/?lg=jp&tp=ex&ec=WEEK

