
※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
2014年

２月

～3/2
World book design 2012-13
世界のブックデザイン 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

～2/1 モトヤコラボフェア　大阪 モトヤ 天満橋　OMMビル ☎06-6261-1931

５～７ Page2014 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

☎03-3384-3112

５～７
東京インターナショナル・ギフト・
ショー春2014 ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3847-9155

13～14 ショーワ新春ショ－ ショーワ 本社 ☎03-3213-6141

14～15 ホリゾン東北営業所システムショー ホリゾン東テクノ ホリゾン東テクノ東北営業所 ☎022-782-2821

15 PRINTNEXT2014 Printnext2014運営委員会 ウインクあいち（名古屋市）
☎052－962－5771

（愛印工事務局内）

17
デジタルイメージングコンファレン
ス2014 インフォトレンズ

東京コンファレンスセンター
品川

☎03－5475－2663

20～21
リョービＭＨＩグラフィックテクノロ
ジー　オープンハウス

リョービＭＨＩグラフィックテクノロ
ジー

東京ショールーム ☎03－3927－3300

26～27
第３回ホリゾンラインアップシス
テム展松山 ホリゾン西コンサル 松山コミュニティーセンター ☎075-933-3060

26～27

Cloud Days Tokyo 2014春、ビッ
グデータEXPO東京 2014春、ス
マートフォン＆タブレット 2014春・東
京、Security 2014春・東京

日経BP社 ホテルニューオータニ ☎03－6811－8083

３月

３～５
Printing South China 2014、SINO-

PACK2014／PACK PRINT 2014
Adsale Exhibition Services 
Ltd,

China Import＆Export Fair 
Complex（中国・広州）

☎＋852－28118897
（中国）

４～７
JAPAN SHOP 2014/SECURITY SHOW 2014
日経メッセ街づくり・店づくり総合展 日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03－6256－7355

５～6
第51回大阪インターナショナル・
ギフト・ショー春2014 ビジネスガイド社 大阪マーチャンダイズ・マート ☎06-6263-0075

6～７
リョービＭＨＩグラフィックテクノロ
ジー　オープンハウス

リョービＭＨＩグラフィックテクノロ
ジー

本社ショールーム（広島） ☎0847－40－1600

７～８
第28回ホリゾンラインアップシス
テム展福岡 ホリゾン西コンサル

ホリゾン西コンサル九州営
業所

☎075-933-3060
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

24～29 Ipex 2014 The Print & Media Group ExCeL（ロンドン）
☎44-0-1372-460-537

（イギリス）

26～27 european design EU Gateway Programme事務局 シェラトン都ホテル東京 ☎03－5228－0630

４月

９～11
第49回インターナショナルプレミ
アム・インセンティブショー春2014 ビジネスガイド社

サンシャインシティコンベン
ションセンターTOKYO　
文化会館

☎03-3847-9155

16～19
桜井グラフィックシステムズ新技
術発表会 桜井グラフィックシステムズ 岐阜工場 ☎03-3643-1131

23～25
第18回ホリゾンラインアップシス
テム展名古屋 ホリゾン西コンサル

名古屋国際会議場白鳥
ホール

☎075-933-3060

５月

８～14 interpack 2014 メッセデュッセルドルフ メッセデュッセルドルフ（ドイツ）
☎03－5210－9951

（メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン）

９～11
第６回ダイレクトマーケティング
EXPO リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8504

14～16 2014Japan IT Week春 リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8504

15～17 JP2014情報印刷産業展 JP機材協会 インデックス大阪 ☎06-6311-0281

16～17 シタラフェア2014 設楽印刷機材 ビエント高崎（群馬） ☎027-261-7000

21～23 第５回教育ITソリューションEXPO リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8510

21～23 自治体総合フェア2014 東京ビッグサイト 日本経営協会 ☎03-3403-1338

22～24 第22回ホリゾン製本システムショー ホリゾン東テクノ 科学技術館（北の丸） ☎03-3652-7631

23 第60回GCJ東北大会 日本グラフィックコミュニケー
ションズ工業組合連合会

仙台国際ホテル ☎03-3265-2714

６月

6～７ 2014九州印刷情報産業展 九州印刷材料協同組合ほか 福岡国際センター ☎092-271-3773

6～８ 第56回ジャグラ文化典新潟大会 日本グラフィックサービス工業会
ANAクラウンプラザホテル
新潟

☎03-3667-2271

９～11
第10回福岡インターナショナル・
ギフト・ショー2014 ビジネスガイド社 マリンメッセ福岡 ☎03－3843－9901

12～14 2014中国国際ラベル技術展示会 中国印刷及び設備器材工業協
会、中国印刷科学技術研究所

上海世博展覧館
☎042－799－2856

（日本事務局）

25～27
第22回３Ｄ＆バーチャル リアリ
ティ展 リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8506

７月

２～５
第21回東京国際ブックフェア／
国際電子出版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

３～6

2014上海国際デジタル＆エクス
プレス印刷設備展＆フォーラム、
2014中国上海国際ラベルショー、
2014中国上海国際印刷・包装・
製紙産業総合展＆フォーラム

新聞出版広電総局印刷発行
管理司、上海市政府新聞出
版、他

上海新国際博覧センター
☎042－799－2856

（日本事務局）
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今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

４～５ SOPTECとうほく2014 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

９～11
第25回国際文具・紙製品展

（ISOT2014） リード エグジビション ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8505

16～22 Expo Print 2014 AFEIGRAF
TransAmerica Expo Center

（ブラジル、サンパウロ）
☎55-11-4013-7979

（ブラジル）

22～23 ラベルフォーラムジャパン2014 ラベル新聞社 東京国際フォーラム ☎03－3866－6577

24～27
Gift Show in 上海 日本生活

用品・家居装飾品展覧会 ビジネスガイド社
上海国際展覧中心（中
国・上海）

☎03－3843－9854

８月

23～26 第２回インド国際印刷＆包装展 India Trade Promotion 
Organaisation

Pragati Maidan（インド・
ニューデリー）

☎＋91－11－23378255

27～30
KIPES 2014、K-Lavel show 

2014、K-PACK show 2014、K- 
DIGI PRINT 2014

Korea E & Ex社、Korean 
PrinterAssociation

KINTEX
☎＋82(2)551－0102

（韓国）

９月

４～6 北海道情報・印刷産業展 北海道情報・印刷産業展実
行委員会

アクセスさっぽろ ☎011－562－6070

17 2014年９月　印刷の月記念式典 日本印刷産業連合会 ホテルニューオータニ ☎03－3553－6051

28～10/1 GRAPH EXPO 14 GASC
McCormick Place（米・
シカゴ）

☎703－264－7200
（米国）

10月

７～10 TOKYO PACK2014 東京国際包装展事務局 東京ビッグサイト ☎03-5343-1189

16～18
第27回ホリゾンラインアップシス
テム展大阪 ホリゾン西コンサル マイドームおおさか ☎075－933－3060

24～25 全日本印刷文化典京都大会 全日本印刷工業組合連合会 ウェスティンホテル京都 ☎075－312－0020

11月

14～17 All in Print China 2014
中国印刷技術協会／中国印
刷科学技術研究所
メッセ・デュッセルドルフ・上海

Shanghai New International 
Expo Centre

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン

「エネルギーを発動する指先」
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