
※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

７月

７～８／24
GRAPHIC TRIAL 2014　－響。
ひびき－

凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

～８／10
赤松陽構造と映画タイトルデザ
インの世界

東京国立近代美術館フィルム

センター

東京国立近代美術館フィ

ルムセンター　展示室
☎03-5777-8600

～８／24
GRAPHIC TRIAL 2014　－響。
ひびき－

凸版印刷　印刷博物館
印刷博物館　Ｐ＆Ｐギャラ

リー
☎03-5840-2300

４～28
第335回企画展「2014 ADC展」
会員作品

大日本印刷　ggg
ギンザ・グラフィック・ギャ

ラリー
☎03-3571-5206

４～28
第335回企画展「2014 ADC展」
一般作品

大日本印刷　ggg クリエイションギャラリーＧ８ ☎03-3571-5206

９～11

第25回国際文具・紙製品展
（ISOT2014）、第６回販促EXPO、
第５回DESIGN TOKYO－東京
デザイン製品展－

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

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
Japan Color 認証セミナー（北
海道）

日本印刷産業機械工業会 札幌国際ホテル ☎03-6809-1617

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）
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

17

ワイドフォーマット、ラベル・パッ
ケージング、インダストリアル、３
Ｄプリンティ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

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
Too iPad活用セミナー「iOS
設定トコトン深堀り」

Too The Gallery Too ☎03-6757-3150

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

１
Japan Color 認証セミナー（東
京）

日本印刷産業機械工業会 日本印刷産業機械工業会 ☎03-6809-1617

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

２
Japan Color 認証セミナー（仙
台）

日本印刷産業機械工業会 駅前のぞみビル ☎03-6809-1617

３～６
INDOPRINT 2014（インドネ

シア国際印刷機材展）
メッセ・デュッセルドルフ・アジ
ア、WAKENI

ジャカルタ国際展示場（イ
ンドネシア ジャカルタ）

☎03-5210-9951
（日本事務局）

５～６ 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

18～20 サイン＆ディスプレイショウ2014 東京屋外広告美術協同組合 東京ビッグサイト ☎03-3626-2251

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

☎703－264－7200
（米国）

10月

３
Japan Color 認証セミナー（福
岡）

日本印刷産業機械工業会 カンファレンスASC ☎03-6809-1617
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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

15～17
第50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　
秋2014

ビジネスガイド社
サンシャイン　コンベンショ
ンセンター TOKYO　文
化会館

☎03-3847-9155

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
全日本シール連合会　第56回
年次大会・東北大会

全日本シール印刷協同組合
連合会

ホテル観洋 ☎022-263-3232

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

７
Japan Color 認証セミナー（東
京）

日本印刷産業機械工業会 日本印刷産業機械工業会 ☎03-6809-1617

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

19～20
Printed Electronics USA 

2014
ITTechEX社

サンタクララコンベンション
センター（米・カルフォル
ニア）

☎090-5566-1533
（日本オフィス）

12月

５
Japan Color 認証セミナー（大
阪）

日本印刷産業機械工業会 新大阪丸ビル新館 ☎03-6809-1617

11～13 エコプロダクツ2014
産業環境管理協会、日本経
済新聞社

東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）
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