
   

 

 
 

          

     

 

※連絡なく日程が
変更される場合が
あります。
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日付 展示会・イベント 主　 催（事務局） 会　　場 問 合 先
2013年

４月

～ 5/12 ☎03-5840-2300

～ 5/13 ☎03-6218-2500

～９/1 ☎03-5435-0880

９～ 10 ☎075－９33－3060

10～ 12 ☎03－384９－９ 155

17～ 18 ☎＋44(0)1223－813－703
（ドイツ）

17～ 1９ ☎03－3652－7631

17～ 20 ☎0575－33－1260

27～ 30 ☎03－5210－5850
（日本事務局）

５月

8～ 10 ☎03-334９ -8507

９～ 11 ☎03－3652－7631

14～ 18 ☎042－7９９－2856
（日本事務局）

16～ 18 ☎06-6311-0281 

22 ☎03-5475-2663

23～ 7/1 ☎03-6218-2500

６月

6～8

7～8 ☎0９ 2-271-3773 

7～8 ☎03-3262-3462 

2013  PRINTING CALENDAR

複製そして表現へ−美しさを極め
るインクジェットプリントの世界

第８回クリエーティブトップ ナウ展

ルーヴルDNPミュージアムラボ「古代ギリ
シアの名作をめぐって−人　神々　英雄」

第３回ホリゾンプライベートショー
in 沖縄

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

Printed Electronics
EUROPE 2013

第17回ホリゾンプライベートショー
in 名古屋

桜井グラフィックシステムズ岐阜
工場新技術発表会

香港国際印刷・包装展

Japan IT Week 春 2013、第７回
Web&モバイルマーケティングEXPO春

第11回ホリゾン製本システムショー

CHINA PRINT 2013

JP2013情報印刷産業展

プロダクションデジタル印刷／
POD市場コンファレンス2013

第90回　ニューヨークADC賞
入賞作品展

第55回ジャグラ文化典名古屋大会

2013九州印刷情報産業展

札幌パック2013

凸版印刷　印刷博物館

吉田秀雄記念事業財団

ルーヴル美術館、大日本印刷

ホリゾン西コンサル

ビジネスガイド社

ID Tech EX社

ホリゾン西コンサル

桜井グラフィックシステムズ

香港貿易発展局

リードエグジビションジャパン

ホリゾン

中国印刷及び設備機材工業
協会、中国国際展覧センター

JP機材展協会

インフォトレンズ

吉田秀雄記念事業財団、New 
York Art Directors Club

日本グラフィックサービス工業会

九州印刷材料組合

日報ビジネス

印刷博物館P&Pギャラリー 

アド・ミュージアム東京 

ルーヴルDNPミュージアム
ラボ 

沖縄産業支援センター

池袋サンシャインシティ文
化会館

Messe Berlin（ドイツ・
ベルリン）

名古屋国際会議場　白鳥
ホール

岐阜工場１階ショールーム

アジアワールドエキスポ（中
国・香港）

東京ビッグサイト

東京科学技術館

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

インテックス大阪 

東京コンファレンスセンター・
品川 

アド・ミュージアム東京 

ウインク愛知、マリオットア
ソシアホテル 

福岡国際センター

アクセスサッポロ 
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日付 展示会・イベント 主　 催（事務局） 会　　場 問 合 先

10～12

12～14

12～14

13～14

21～22

25～26 

26～28

７月

3～5

3～6

5～6

10～13

11～13

８月

28～31 

９月

8～12 

10月

２～5 

15～18 

17～1９

23～25

11月

13～16

第９回福岡インターナショナルギ
フト・ショー2013

デジタルサイネージジャパン2013

SIGN EXPO 2013（第28回広
告資機材見本市）

mediaComfortフェア2013

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

ISSEISHAフェア

PHOTONEXT 2013

第24回ISOT、第５回販促EXPO

第17回電子出版EXPO／第２
回クリエイターEXPO東京

第20回東京国際ブックフェア

SOPTECとうほく2013

2013上海国際印刷・包装・製
紙産業総合展（PPP EXPO）

モトヤコラボレーションフェア東京

PACK PRINT INTERNATIONAL
2013（アジア国際包装・印刷機材展）

PRINT13

JGAS2013

JapanPack2013

第26回ホリゾンプライベートショー
in 大阪

Japan IT Week 秋 2013

メッセナゴヤ2013

ビジネスガイド社

ナノオプト・メディア

近畿屋外広告美術組合連合会

メディアコンフォート

全日本シール印刷協同組合
連合会

一誠社

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

リードエグジビションジャパン

リードエグジビションジャパン

リードエグジビションジャパン

SOPTECとうほく実行委員会

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

モトヤ

メッセ・デュッセルドルク・アジア、
タイ包装協会、タイ印刷協会

GASC

印刷機材団体協議会

日本包装機械工業会

ホリゾン

リードエグジビションジャパン

メッセナゴヤ実行委員会

マリンメッセ福岡 ☎03-3842-９９ 01

幕張メッセ ☎03-6431-7801

大阪南港ATCホール ☎06-6776-8118

テピア青山 ☎03-3514-1033 

京王プラザホテル札幌 ☎03－5812－5717

サンメッセ香川 ☎087-867-1148

東京ビッグサイト ☎03－5276－3561

東京ビッグサイト ☎03-334９ -8507

東京ビッグサイト ☎03-334９ -8507 

東京ビッグサイト ☎03-334９ -8507 

仙台卸商センター産業見本市会館 ☎022-284-7586

上海新国際博覧センター ☎050－1052－1442
（中国・上海） （日本事務局）

アキバスクエア ☎03-3523-8711

バンコク国際貿易展示場 ☎03－5210－９９ 51
（タイ・バンコク） （日本事務局）

McComic Place（アメリカ・ ☎03－3263－5065
シカゴ） （エコー・ジャパン）

東京ビッグサイト ☎03－3434－2656

東京ビッグサイト ☎03-5343-118９

マイドームおおさか ☎075－９33－3060

幕張メッセ ☎03-334９ -8507

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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