
包 装 の 最 新 情 報 が 一 堂 に 集 ま る 国 際 包 装 展

22021 24 26

■■食品・飲料・農林・水産　■医薬品・化粧品・トイレタリー　
■日用品・雑貨　■化学・繊維・衣料　■鉄鋼・機械・電気・自動車　
■流通・商社・物流サービス　■包装産業　■官公庁・団体・研究機関
■一般・学生　■PR・PRESS

来場者対象業種

■包装資材・容器　■包装機械　■印刷・包材加工機械
■食品・医薬品・クリーン関連機材　■検査・計測・包装関連機材
■包装デザイン＆サービス　■流通・物流システム機器＆サービス
■PRESS

出展対象分類

TOKYO PACK 2021 －2021 東京国際包装展－
TOKYO INTERNATIONAL PACKAGING EXHIBITION 2021
2021年2月24日（水）～26日（金） 3日間
10 ： 00 ～ 17 ： 00（来場登録受付開始9 ： 30）
東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟（１～６ホール）

未来（あす）を拓く 包みのテクノロジー

公益社団法人日本包装技術協会（JAPAN PACKAGING INSTITUTE）

包装関連約100団体

包装資材、包装機械から包材加工機械、食品機械、関連機器類、環境対応機材、物
流機器類に至る生産・包装・流通の技術振興をはかるとともに、相談や交流および
包装の最新情報発信の場として、国際的な視野に立った社会の発展に資すること
をもって目的とする。

経済産業省／日本商工会議所／日本貿易振興機構／日本生産性本部／
世界包装機構／アジア包装連盟／日本包装機械工業会／
日本マテリアル・ハンドリング（MH）協会／東京ビッグサイト（いずれも申請予定）

名　　称

会　　期
開場時間
会　　場
テ ー マ

目　　的

主　　催

後　　援

協　　賛

　TOKYO PACK 2021 開催概要

会　期

　
月 日㈬ 日㈮ 3日間年

TOKYO PACK 2021
公式ポスター

公益社団法人日本包装技術協会主　催

東京ビッグサイト 東展示棟（1～6ホール）会　場

【来場登録開始時刻 9:30】

20212 24 26水 金

FEB.24   26, 2021 TOKYO BIG SIGHT

を拓く 
包みの
テクノロジー

すあ

前回開催実績
出展社数・・・・・・
出展小間数・・・・・
来場登録者数・・・
総入場者数・・・・

700社・団体
2,609小間
62,488名
209,049名

2019年9月24日（火）より
出展申込み開始予定！!
出展募集期間：2019年9月24日㈫～2020年8月31日㈪



66％

9％
24％

71％
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※本紙はTOKYO PACKへの出展申込書ではありません。出展案内書は、2019年9月完成予定です。

FAX．03－3543－8970
TOKYO PACK 2021 出展案内書送付申込書

実行委員長 西野 聡 東洋製罐グループホールディングス㈱
副実行委員長 梶原 秀浩 ㈱カジワラ

津田 邦夫 ㈱タカラ
実 行 委 員 西川みどり アルマーク㈱

澤野 啓二 アンリツインフィビス㈱
駒井 祐郎 イーデーエム㈱
上杉 隆 出光ユニテック㈱
山縣 茂 王子ホールディングス㈱
成毛 慎一 共同印刷㈱
町田 秀紀 ㈱協和自動機
八木野 徹 ㈱クラウン・パッケージ
片山聡一郎 ㈱サンエー化研
田中 弘之 四国化工機㈱
中村 彰 ストラパック㈱

実 行 委 員 古田 拓 大日本印刷㈱
岩崎みづえ DIC㈱
寺田 哲郎 DKSHジャパン㈱
高田 知之 東洋インキ㈱
紙元 秀典 東洋自動機㈱
田原 健作 東洋製罐グループホールディングス㈱
吉野 新悟 凸版印刷㈱
浪江 栄治 ㈱トパック
青木 康哲 日本工業刃物㈱
鍛冶 葉子 日本テトラパック㈱
樋渡 央幸 日本包装機械㈱
米山 通徳 藤森工業㈱
島田 賢一 三菱商事パッケージング㈱
安川 義浩 レンゴー㈱

公益社団法人日本包装技術協会 担当：小川・佐藤裕貴 行

個人情報は「TOKYO PACK 2021」の事業実施に関わる資料作成、並びに弊会が主催・
実施する各事業におけるサービスの提供やご案内のために利用させていただきます。また
いただいた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、第三者に開示・提供することはあり
ません。

個人情報の取り扱いについて

貴 社 名

所属・役職

お 名 前

住 所
〒

連 絡 先 TEL： E-mail： ＠

出展について
いずれかに○で囲んでください

出展決定（ 小間予定） 出展検討中 出展に関し説明を聞きたい

77割割をを超超ええるる方方がが来来場場のの目目的的をを達達成成しし、、
次次回回ののTTOOKKYYOO PPAACCKKへへ来来場場をを希希望望ししてていいまますす。。
■来場者の目的達成度 ■TOKYO PACK 2021へ来場希望

■大いに達成できた

■達成できた

■どちらともいえない

■来場したい

■未定

TTOOKKYYOO PPAACCKK 22002211実実行行委委員員会会 敬敬称称略略・・会会社社名名5500音音順順

上記の実行委員編成は、5月8日現在のものです。

出展小間の形状、料金等につきましては、出展案内書に記載致しますので参照ください。
本展の出展案内書を希望の方は、下記申込書に送付先を明記の上、本紙をFAXにてお送りください。
（FAX番号：03－3543－8970） 出展案内書が完成次第、送付させていただきます。

2021 東京国際包装展事務局
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10階
公益社団法人日本包装技術協会
電話03-3543-1189／FAX03-3543-8970
E-mail : t-pack@jpi.or.jp／URL : http : //www.tokyo-pack.jp
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