
※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

12月

～’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

～’15／１／12
「印刷と美術のあいだ－キヨッソー
ネとフォンタネージと明日の日本」 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

３
E3PA創立10年記念行事「日欧・
印刷環境フォーラム」 環境保護印刷推進協議会

国際文化会館　岩崎小彌
太記念ホール

☎03-3553-5681

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

’15／２／22 世界のブックデザイン2013－2014 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館　Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

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

９～10 ホリゾン新春フェア ホリゾン東テクノ
ホリゾン東テクノ東京ショー
ルーム

☎03-3652-7631

13～17
2015第66回全国カレンダー展

（東京会場） 日本印刷産業連合会 東京銀座画廊美術館
☎03-3553-5681

（事務局）

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

14～16
ネプコンジャパン、オートモーティ
ブワールド、ライティング　ジャパ
ン、第１回ウエアラブルEXPO

リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8502

16～17 2015タイガ新春製本展 タイガ 本社ショールーム ☎058-271-0683

16～17 TOPS2015 東和 本社ショールーム ☎029-247-2111

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

21～29
2015第66回全国カレンダー展

（大阪会場） 日本印刷産業連合会 平和紙業ペーパーボイス大阪
☎03-3553-5681

（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

22～23
アイコー最新印刷機材展＆OA
ショー アイコー 厚木文化会館 ☎046-228-2255

27～31
第56回全国カタログ展（東京
会場） 日本印刷産業連合会 ドットDNP

☎03-3553-6051
（事務局）

28～29
マーケティングテクノロジーフェ
ア2015 UBMジャパン 東京ビッグサイト ☎03-5296-1020

28～30 Convertech JAPAN 2015 加工技術研究会 東京ビッグサイト ☎03-3861-3858

30～31 モトヤコラボフェア大阪 モトヤ 天満橋　OMMビル ☎06-6261-1931

30～31 2015いわはし新春印刷機材展 いわはし 広島県立産業会館 ☎082-247-4435

２月

４～６ page2015 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

☎03-3384-3111

４～６
東京インターナショナル・ギフト
ショー春2015 ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9854

11～15 Printpack India 2015 IPAMA
India Expo Center（イン
ド・ノイダ）

☎＋91-9717199385
（インド）

12～13 ショーワ新春ショー ショーワ 本社 ☎03-3263-6141

12～14
第29回ホリゾンプライベートショー
in 福岡 ホリゾン西コンサル

㈱ホリゾン西コンサル　九
州営業所ショールーム

☎092-626-8111

13～14 2015ホリゾンフェア in 埼玉 ホリゾン東テクノ 埼玉県南卸売団地内ViViLo ☎03-3652-7631

13～14 2015ホリゾンフェア in 仙台 ホリゾン東テクノ
㈱ホリゾン東テクノ　東北
営業所ショールーム

☎022-782-2821

18～19 2015ホリゾンフェア in 札幌 ホリゾン東テクノ 北海道職業能力開発協会 ☎03-3652-7631

19～20 新春ショー 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

25～26 ムサシ大商談会 ムサシ
FFGS i-Communication 
Center西麻布

☎03-3546-7717

３月

２～12
第56回全国カタログ展（大阪
会場） 日本印刷産業連合会 平和紙業ペーパーボイス大阪

☎03-3553-6051
（事務局）

３～６
JAPAN SHOP 2015／SECURITY 
SHOW 2015 日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-5777-8600

３～６ Foodpack2015 日本能率協会 幕張メッセ ☎03-3434-3453

４～５
第53回大阪インターナショナル・
ギフト・ショー春2015 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 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

９～11
Printing South China 2015

／Sino-Label 2015
Adsale Exhibition Services 
Ltd

China Import & Export 
Fair Pazhou Complexs

（中国・広州）

☎＋852-2516-3389
（中国）

10～12 CCE International 2015 Mack Brooks Exhibitions
Munich Trade Fair Centre

（ミュンヘン）
☎＋44-1727-814400

（ドイツ）
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今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、絵本を中心にイラストレーション・小説の 装画・挿絵・

広告・舞台美術・アニメーションなど幅広い分野で活躍中の荒井良二氏の

作品を紹介する。新宿・仙台・山形を巡った「旅する門」 や最新絵本 『イ

ノチダモン』の原画、好きだった本へのオマージュを描く新作・架空の表

紙など、想像力をかきたてる作品が並ぶ。ギャラリートークは22日に開催。

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340回 企画展 12／３日(水)～12／25(木) 

＜ 荒井良二だもん 展 ＞ 

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

11～14
2015上海国際印刷・包装・

製紙産業総合展＆フォーラム／
2015上海国際ラベルショー

新聞出版広電総局印刷発行
管理司、他

国家会展センター（上海）
☎042-799-2856

（中国産業見本）市日本事務局

４月

７～12 PRINT CHINA 2015 中国印刷及び設備器材工業
協会

広東現代国際展覧センター
☎042-799-2856

（中国産業見本）市日本事務局

８～10
第51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
2015

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

５月

13～15 Japan IT Week 春2015 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

13～15 PrintEx15 Reed Exhibition Australia 
Pty Ltd

R.A.S.Sydney Showground
（オーストラリア、シドニー）

☎＋61-2-9422-2500
（オーストラリア）

14～16 JP2015情報印刷産業展 JP機材展協会 インテックス大阪 ☎06-6311-0281

15～16 SHITARAフェア2015 設楽印刷機材 ビエント高崎 ☎027-261-7000

21～23 第23回ホリゾン製本システムショー ホリソン東テクノ 東京科学技術館 ☎03-3652-7631

22～23 ISSEISYAフェア 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

６月

５～６ 2015九州印刷情報産業展 九州印刷材料協同組合ほか 福岡国際センター ☎092-271-3773

10～12 デジタルサイネージジャパン2015 デジタルサイネージジャパン2015
実行委員会

幕張メッセ
☎03-6431-7800

（ナノオプトメディア）

10～12
SIGN EXPO 2015　第30回広
告資機材見本市 近畿屋外広告美術組合連合会 大阪南港ATCホール ☎06-6776-8118

11～13 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

12～13
第57回ジャグラ文化典東京大会
60周年記念大会 日本グラフィックサービス工業会 八芳園 ☎03-3667-2271

24～26
第19回ホリゾンラインアップシス
テム展　名古屋 ホリゾン

名古屋国際会議場　白
鳥ホール

☎03-3652-7631

24～26
第23回３D＆バーチャルリアリ
ティ展 リードエグジビション 東京ビッグサイト ☎03-3349-8506
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