
※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
2014年

９月

～26 折り紙の呼吸展 竹尾 竹尾　見本帖本店２Ｆ ☎03-3292-3669

～10／19 企画展「伝えた神奈川の100年
―読売新聞横浜支局展」

読売新聞東京本社／日本新
聞博物館 日本新聞博物館 ☎045-661-2040

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 ムサシ秋の大商談会（大阪） ムサシ
富士フイルムグローバルグラフィック
システムズ　i-Communication 
Center大阪（ショールーム）

☎06-6745-1634

３
JAGAT３研究会　合同セミナー

「消費者視点のメディアビジネス
戦略」

日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3113

３～４ ［関西］スマートエネルギー Week 
2014 リードエグジビションジャパン インテックス大阪 ☎03-3349-8576

３～５ 第78回　東京インターナショナル・
ギフト・ショー秋2014 ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9854

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）

４～５ ムサシ大商談会2014秋 ムサシ
富士フイルムグローバルグラフィック
システムズ　i-Communication 
Center西麻布（ショールーム）

☎03-3546-7733

５ 「自社製品PRのための営業ツー
ル活用」セミナー プリントミックス ルノワール　貸会議室プラ

ザ　八重洲北口（東京） ☎03-3357-0501

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

11 オフィスドキュメントテクノロジーコ
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

12 小規模企業のための「販路拡大」
「製品PR」のやり方セミナー 新規開拓支援セミナー

リコージャパン　プリンティ
ングイノベーションセンター

（大阪市中央区）
☎03-5833-8297

13～'15／３／１ 紙で旅するニッポン～関東・甲
信編～ 紙の博物館 紙の博物館 ☎03-3916-2320

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

17～19 高齢者施設・住宅ビジネス
EXPO2014

高齢者施設・住宅ビジネス
EXPO実行委員会 東京ビッグサイト ☎03-3503-7660

19 全印工連「勝ち残り合宿ゼミ」 全日本印刷工業組合連合会 晴海グランドホテル（東京） ☎03－3552－4571

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

24～26 関西　ものづくりワールド 日本ものづくりワールド事務局
／リードエグジビションジャパン インテックス大阪 ☎03-3349-8506
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
26～27 オーダーグッズビジネスショー

（OGBS）2014
オーダーグッズビジネスショー
実行委員会

サンシャインシティ　文化
会館　展示ホールＤ

☎06-6924-6655
（事務局）

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
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
７～11 CEATEC JAPAN 2014 CEATEC JAPAN 実施協議会 幕張メッセ ☎03-6212-5233

８～10 第44回日本プロモーショナル・マー
ケティング協会展（JPM協会展）

日本プロモーショナル・マーケ
ティング協会 東京都立貿易センター ☎03-3523-2505

15～17 Security2014秋 日経BP社 東京ビッグサイト ☎03-6811-8083
16～17 フレキソ・ジャパン2014 日本フレキソ技術協会 東京ファッションタウンビル ☎03-5155-7925
17～18 2014印刷産業　夢メッセ 広島県印刷工業組合 KKRホテル広島 ☎082-293-0906

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

21～22 ダイレクト・マーケティング・フェ
ア2014

ダイレクト・マーケティング・フェ
ア実行委員会 東京ビッグサイト ☎03-3661-5898

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

29～31
Web＆モバイルマーケティング
EXPO秋／第４回情報セキュリティ
EXPO秋／通販ソリューション展秋

リードエグジビションジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8504

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

８ SPACE-21　全国協議会　大
分大会 ジャグラ・SPACE-21 ホルトホール大分（大分

県）
☎097-523-0432
（実行委員会）

12～14 Japan Home&Building Show 2014 日本能率協会 東京ビッグサイト ☎03-3434-1988

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）

 

 

 
 

 今回の ggg は、ポスターアーティストとして第一線で活躍するミシェ

ル・ブーヴェ氏が登場する。今回は、1F でイラストレーションを、B1F で

は写真を使用した「So French！（まさにフレンチ！）」な代表ポスター約

40 点を展示。制作過程でのラフ案や、実際に市内に貼られている様子など

もあわせて、パリの街の臨場感たっぷりに紹介する。 

開館時間：11:00～19:00（土曜18:00）   休館日：日曜・祝祭日  入場：無料 

会場：東京都中央区銀座7-7-2（ＤＮＰ銀座ビル１Ｆ） ＴＥＬ：03-3571-5206 

第337回 企画展 ９／３日(水)～９／27(土) 
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