
※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

４月

～6/1
「３Ｄプリンティングの世界によう
こそ！」展 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

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

14～5/15 日本タイポグラフィ年鑑2014作品展 日本タイポグラフィ協会 竹尾　見本帖本店２Ｆ ☎03-6661-7627

15～16
宣伝会議 ＡｄｖｅｒＴｉｍｅｓ ＤＡＹＳ 
2014 宣伝会議 東京国際フォーラム ☎03-6418-3331

16 文字組版の教室（東京） モリサワ モリサワ　東京本社 ☎03-3267-1231

16 文字組版の教室（大阪） モリサワ モリサワ　大阪本社 ☎06-6649-2151

16～18
第５回高機能フィルム展‐フィル
ムテックジャパン リードエグジビションジャパン 東京ビッグサイト ☎03-5501-7813

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

17～18 GODOミニ印刷機材展 合同印刷機材
合同印刷機材　研修セン
ター（広島）

☎082-277-8822

19 MUD教育検定　３級（岩手） 岩手県印刷工業組合
岩手県自治会館（盛岡
市山王町）

☎019-641-4483

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

26 MUD教育検定　３級（大阪） メディア・ユニバーサル・デザ
イン協会

大阪産業創造館 ☎03-3634-2970

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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
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

17 MUD教育検定　３級（岡山） 岡山県印刷工業組合
岡山県立図書館（岡山
市北区）

☎086-223-6351

19～6/6
第60回ニューヨークタイプディレ
クターズクラブ展 日本タイポグラフィ協会 竹尾　見本帖本店２Ｆ ☎03-6661-7627

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

23～24 正栄 ADVANCE FAIR 2014 正栄機械製作所 川越工場ショールーム ☎03-3380-1711

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

23 文字組版の教室（東京） モリサワ モリサワ　東京本社 ☎03-3267-1231

24
全国印刷緑友会第57回山梨総会 Y-ing
やまなし情報メディア研究会40周年記念式典 全国緑友会

人材開発センター富士研
究所 富士Calm

☎055-233-0769

25～6/1 TAKEO PAPER SHOW 2014 竹尾 TOLOT/heuristic SHINONOME ☎03-3292-3611

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

７ MUD教育検定　３級（東京） メディア・ユニバーサル・デザ
イン協会

日本印刷会館 ☎03-3634-2970

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

11～13
SIGN EXPO 2014（第29回広
告資機材見本市） 近畿屋外広告美術組合連合 大阪南港ATCホール ☎06－6776－8118

11～13 デジタルサイネージジャパン ナノオプト・メディア 幕張メッセ ☎03-6431-7801

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）

17～18 PHOTO NEXT 2014 プロメディア 東京ビッグサイト ☎03-3549-1231

21～22 MUD教育検定　２級 メディア・ユニバーサル・デザ
イン協会

日本印刷会館 ☎03-3634-2970

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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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

10～11
モトヤ　コラボレーションフェア
2014（東京） モトヤ

秋葉原クロスフィールド
アキバ・スクエア

☎03-3523-8711

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

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）
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