
※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

10月

～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

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

～11／24 もしもの時のデザイン「災害時
に役立つ物や心のデザイン」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

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

８ 第１回GAフェア デュプロ デュプロ　池袋ショールーム ☎03-5952-0611

９
2014パッケージングフォーラム
－2014日本パッケージングコンテ
スト入賞作品記念発表会－

日本包装技術協会
TOKYO PACK 2014会
場内（東６　セミナース
テージ６）

☎03-3543-1189

10 自費出版アドバイザー養成講座
「自費出版とビジネス」 日本自費出版ネットワーク 三菱製紙・本社会議室

（両国シティコア） ☎03-5623-5411

11～12 メイカーズバザール大阪 メイカーズバザール大阪2014
実行委員会

大阪南港ATC　ITM棟
10Ｆ　展示エリア ☎06-6245-2340

13～15 Word Publishing Expo 2014 WAN-IFRA社 Press Centre WPE Amsterdam
（オランダ・アムステルダム）

☎＋49.69.240063-286
（ドイツ）

14～15 Canon Production Printing 
Forum 2014 キヤノンマーケティングジャパン キヤノンマーケティングジャ

パン（品川） ☎03-6719-9558

15～17 Security2014秋 日経BP社 東京ビッグサイト ☎03-6811-8083

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

16～17 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

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

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

20
モリサワ第14回モリサワ文字文
化フォーラム「トーベ・ヤンソン
とムーミンのあゆみ」

モリサワ
モリサワ本社４Ｆ大ホール
大阪／東京本社（TV会
議システム経由）

☎06-6649-2151

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

22～23 Autumn Fair 2014 リョービMHIグラフィックテクノロ
ジー

リョービMHIグラフィックテク
ノロジー（東日本支社） ☎03-3927-1031
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
23 化粧品包装セミナー特別講演会

「小林照子と化粧品」 日本包装技術協会 スペースFS汐留 ☎03-3543-1189

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

28～30 OPEN HOUSE 2014 ミヤコシ ミヤコシ　POD事業本部　
クリーンルーム、モデルルーム ☎047-493-3854

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

６～７ ホリゾン新商品発表会 ホリゾン東テクノ 本社ショールーム ☎03-3652-7631
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

15 第16回ラベル関連ミニ機材展 東京都ラベル印刷協同組合、東
京都正札シール印刷協同組合 東商センター３Ｆ　展示場 ☎03-3866-4561

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

2015年

１月

８ 2015年新年交歓会 日本印刷産業連合会 ホテルオークラ東京 ☎03-3553-6051

15～２／15 2014　ADC展（長野巡回展） 大日本印刷 市立小諸高原美術館・
白鳥映雪館 ☎03-3571-5206

21～22 PrintDoors2015　第51回光文
堂新春機材展 光文堂 名古屋市中小企業振興

会館・吹上ホール ☎052-331-4113

３月

６ 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

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、セミトラことセミトランスペアレント・デザインが、「退

屈」という挑戦的なタイトルで展覧会を行う。過去の活動をベースにしな

がらも、グラフィックデザインへのアプローチを図るという独自のポジシ

ョンを形成しつつある様々な仕事を一堂に紹介するというだけでなく、メ

ディアを替えて提示するなど、コミュニケーション手段の移り変わりを俯

瞰する内容となる。 

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333回 企画展 10／３日(金)～10／28(火) 

＜ セントランスペアレント・デザイン 退屈 ＞ 
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