
※連絡なく日程が
変更される場合が
あります。

イ ベ ン ト ガ イ ド

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
2013年

２月

～1 コンバーテックジャパン2013 加工技術研究会 東京ビッグサイト ☎03-3219-3568
1～2 モトヤコラボフェア 大阪 モトヤ 天満橋 OMMビル ☎06-6261-1931

６～８ page2013 日本印刷技術協会 サンシャインシティコンベン
ションセンター Tokyo ☎03-3384-3111

６～８ YES13プライベートフェア デュプロ デュプロ本社ショールーム ☎03-5952-6111
６～８ ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851
６～８ 第75回インターナショナルギフトショー ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

9～3/24 謄写版の冒険ー卓上印刷器から
はじまったアート 和歌山県立近代美術館 和歌山県立近代美術館 ☎073-436-8690

11～15 innovation days 2013 フンケラー社（Hunkeler AG） Messe Lucerne
（スイス・ルツェルン）

☎＋41－62－745－61－61
（スイス）

14～15 リョービ新春ショー リョービ リョービ東京ショールーム ☎03-3927-1031

15～16 ホリゾン製本システムショー ホリゾン東テクノ ホリゾン東テクノ東北営業
所ショールーム ☎022-782-2821

16 印青連文化祭わくわく印刷2013 印刷産業青年連絡協議会 3331 Arts Chiyoda inseiren-info@
googlegroups.com

21～22 ショーワ新春ショー ショーワ 本社ショールーム ☎03-3213-6141
21～22 リョービ新春ショー リョービ リョービ広島東工場 ☎0847-40-1600

３月

1～2 シタラフェア2013 設楽印刷機材 高崎問屋街卸商センター
展示会館 ☎027－261－7700

5～８ JAPAN SHOP 2013、リテールテック
JAPAN2013、SECURITY SHOW 2013 日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

６～7 ギフトショー2013大阪 ビジネスガイド社 大阪マーチャンダイズマート ☎06-6263-0075

８～９ 第27回ホリゾンプライベートショー
in 九州 ホリゾン 九州営業所ショールーム ☎092－626－8111

13～14 第２回ホリゾンプライベートショー
in 四国 ホリゾン サンメッセ番川 ☎075－933－3060

19～20 印章21世紀展＆オーダーグッズ
EXPO×ウエアプリントフェア

オーダーグッズビジネスショー
実行委員会 マイドームおおさか ☎06-6924-6655

４月

10～12 第47回インターナショナル プレミ
アム・イノセンティブショー春2013 ビジネスガイド社 池袋サンシャインシティ文

化会館 ☎03－3849－9155

17～18 Printed Electronics
EUROPE 2013 ID Tech EX社 Messe Berlin（ドイツ・

ベルリン）
☎＋44(0)1223－813－703

（ドイツ）

17～19 第17回ホリゾンプライベートショー
in 中部 ホリゾン 名古屋国際会議場　白鳥

ホール ☎03－3652－7631
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
27～30 香港国際印刷・包装展 香港貿易発展局 アジアワールドエキスポ（中

国・香港）
☎03－5210－5850
（日本事務局）

５月
８～10 Japan IT Week 春 2013 リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8507
９～11 第11回ホリゾン製本システムショー ホリゾン 東京科学技術館 ☎03－3652－7631

14～18 CHINA PRINT 2013 中国印刷及び設備機材工業
協会、中国国際展覧センター

中国国際展覧センター新館
（CIEC:China International 
Exhibition Center、中国・北京）

☎042－799－2856
（日本事務局）

16～18 JP2013情報印刷産業展 JP機材展協会 インテックス大阪 ☎06-6311-0281

６月

６～８ 第55回ジャグラ文化典名古屋大会 日本グラフィックサービス工業会 ウインク愛知、マリオットア
ソシアホテル

7～８ 2013九州印刷情報産業展 九州印刷材料組合 福岡国際センター ☎092-271-3773
13～14 mediaComfortフェア2013 メディアコンフォート テピア青山 ☎03-3514-1033

14 全日本シール印刷協同組合連合会
第55回年次大会 北海道大会

全日本シール印刷協同組合
連合会 京王プラザホテル札幌 ☎03－5812－5717

21～22 ISSEISHA フェア 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

25～26 PHOTONEXT 2013
プロメディア、写真発光材料
工業会、日本カラーラボ協会、
日本写真映像用品工業会

東京ビッグサイト ☎03－5276－3561

26～28 第24回ISOT、第５回販促EXPO リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8507

７月
3～5 第17回電子出版EXPO リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8507
4～7 第20回東京国際ブックフェア リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8507
5～６ SOPTECとうほく2013 SOPTECとうほく実行委員会 仙台卸商センター産業見本市会館 ☎022-284-7586

10～13 2013上海国際印刷・包装・
製紙産業総合展（PPP EXPO）

国家新聞出版総署印刷発行管理
司、上海市政府新聞出版局、他

上海新国際博覧センター
（中国・上海）

☎050－1052－1442
（日本事務局）

11～13 モトヤコラボレーションフェア東京 モトヤ アキバスクエア ☎03-3523-8711

９月

８～12 PRINT13 GASC McComic Place（アメリカ・
シカゴ）

☎03－3263－5065
（エコー・ジャパン）

10月
2～5 JGAS 印刷機材団体協議会 東京ビッグサイト ☎03－3434－2656
15～18 JapanPack2013 日本包装機械工業会 東京ビッグサイト ☎03-5343-1189

17～19 第26回ホリゾンプライベートショー
in 大阪 ホリゾン マイドームおおさか ☎075－933－3060

23～25 Japan IT Week 秋 2013 リード エグジビション ジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8507

11月
13～16 メッセナゴヤ2013 メッセナゴヤ実行委員会 ポートメッセなごや ☎052－223－5708

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

–
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