
※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
2015年

５月

～24 みんなにうれしいカタチ展 凸版印刷　印刷博物館
印刷博物館　Ｐ＆Ｐギャラ
リー

☎03-5840-2300

～14
日本タイポグラフィ年鑑2015作
品展、第61回ニューヨークタイ
プディレクターズクラブ展（前半）

日本タイポグラフィ協会、ニュー
ヨークタイプディレクターズクラブ

竹尾　見本帖本店２Ｆ ☎03-3292-3669

～７／12
ヴァチカン教皇庁図書館展Ⅱ　
書物がひらくルネサンス 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

５～７
SMT 2015（SMT Hybrid 

Packaging 2015） Mesago Messe Frankfurt社
Nuernberg Messe（ドイツ・
ニュルンベルグ）

☎＋49-711-619460
（ドイツ）

13 FileMakerお悩み無料相談会 Too The Callery Too ☎03-6757-3157

14
新登場！Document Cloud & 
Acrobat DCセミナー　ビジネス
編　完全版

Too
新宿住友ホール・スカイ
ルーム

☎03-6757-3123

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）

 13～15、
21～22

第48回包装基礎コース 日本包装技術協会 日本包装技術協会会議室 ☎03-3543-1189

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

15～16 シタラフェア2015 設楽印刷機材 ビエント高崎　ビッグキューブ ☎027-261-7000

15～16 2015 Japan 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

18～６／12
日本タイポグラフィ年鑑2015作
品展、第61回ニューヨークタイ
プディレクターズクラブ展（後半）

日本タイポグラフィ協会、ニュー
ヨークタイプディレクターズクラブ

竹尾　見本帖本店２Ｆ ☎03-3292-3669

19～23
CONVERFLEX 2015-Converting, 

Package Printing, Labelling Centrexpo Spa Fieramilano（イタリア・ミラノ）
☎＋29-02-3191091

（イタリア）

20 FileMakerお悩み無料相談会 Too The Callery Too ☎03-6757-3157

20～22 自治体総合フェア2015 日本経営協会 東京ビッグサイト ☎03-3403-1338

20～23
The29th International Exhibition 

on Plastics and Rubber Industries
Adsale Exhibition Services 
Limited

China Import and Export 
Fair Complex（中国・広州）

☎＋852-2516-3372
（中国）
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
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
大印工組60周年記念式典並び
に祝賀会 大阪府印刷工業組合 ホテルニューオータニ大阪 ☎06-6353-3035

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

26
チラシの力をパワーアップ～すぐ
に役立つAdobeの小技、チラ
シ成功事例とポントのご紹介～

大塚商会 大塚商会　関西支社５Ｆ ☎06-6456-2768

28 日本印刷カレッジ（NPC）設立説明会 日本印刷カレッジ 日本印刷会館 ☎0799-45-1323

29 日本印刷カレッジ（NPC）設立説明会 日本印刷カレッジ 大阪府印刷工業組合 ☎0799-45-1323

６月

２～３ PHOTO NEXT 2015 プロメディア 東京ビッグサイト ☎03-3549-1231

４～５
Cloud Days2015、ビッグデータ
EXPO2015、Security2015、スマー
トフォン＆タブレット2015（札幌）

日経BP社 札幌コンベンションセンター ☎03-6811-8083

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

６
メディア・ユニバーサルデザイン
教育検定（３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

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

16
チラシの力をパワーアップ～すぐ
に役立つAdobeの小技、チラ
シ成功事例とポントのご紹介～

大塚商会 大塚商会　関西支社５Ｆ ☎06-6456-2768

17～18
Cloud Days2015、ビッグデータ
EXPO2015、Security2015、スマー
トフォン＆タブレット2015（名古屋）

日経BP社 ウインクあいち ☎03-6811-8083

20
メディア・ユニバーサルデザイン
教育検定（３級）

メディア・ユニバーサル・デザ
イン協会

金沢商工会議所会館 ☎03-3634-2970

24～25
Cloud Days2015、ビッグデータ
EXPO2015、Security2015、スマー
トフォン＆タブレット2015（福岡）

日経BP社 福岡国際会議場 ☎03-6811-8083

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　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8506

７月

１～４
第22回東京国際ブックフェア、第
19回国際電子出版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

１～３
International Exhibition on 

Printing & Packaging Tecnology, 
Machinery and Equipment

Top Repute社
Saigon Exhibition & Comvention 
Center（SECC：ベトナム・ホーチ
ミン）

☎＋852-2851-8603
（ベトナム）

50



今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回のgggは、香港を拠点に国内外で幅広い活動を展開するクリエイティ

ブディレクターのスタンリー・ウォン×anothermountainman（又一山人）

という、ふたつの顔を紹介する。これまでみせてきたコマーシャルワーク

とアーティスト活動の発展と融合、そして新たな境地へ向かう今に至る 30

年の軌跡を見ることができる。オープニングとギャラリートークは５月 11

日、スタンリー・ウォン氏を招いて行われる。 

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 

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー） 
第345回 企画展 ５／９日（土)～５／30(土) 

＜ 2 MEN SHOW： stanley wong × anothermountainman ＞ 

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

３～４ SOPTECとうほく2015 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

８～10
第26回国際文具・紙製品展（ISOT）、
GIFTEX2015（第10回国際雑貨EXPO、
第６回DESIGN TOKYO、他）

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

９～10 モトヤコラボレーションフェア東京 モトヤ アキバ・スクエア ☎03-3523-8711

13～15 第７回販促EXPO リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8505

22～24
JANPS2015（第22回新聞制作
技術展） 日本新聞協会 東京ビッグサイト ☎03-3503-3829

24～25 姫路モトヤ総合印刷機材展2015 姫路モトヤ 明石市産業交流センター ☎078-612-9221

８月

26～29
PACK PRINT INTERNATIONAL 

2015－東南アジア国際包装・印
刷機材展

メッセ・デュッセルドルフ・アジア
Bnagkok International 
Trade＆Exhibition Center

（BITEC：タイ バンコク）

☎＋65-6332-9620
（シンガポール）

27～29
第57回サイン＆ディスプレイショ
ウ2015 東京屋外広告美術協同組合 東京ビッグサイト ☎03-3626-2251

９月

11～16 IGAS2015 印刷機材団体協議会 東京ビッグサイト ☎03-3434-2656

10月

16
全印工連創立60周年記念「還
暦の集い」 全日本印刷工業組合連合会 ハレスホテル東京 ☎03-3552-4021

15～17
第28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 ☎075-933-4025

11月

11～12
ENERGY STORAGE SUMMIT 
JAPAN

メッセ・デュッセルドルフ・ジャ
パン

ベルサール渋谷ファースト ☎03-5210-9951

17～20
swop2015－上海国際包装産

業総合展 メッセ・デュッセルドルフ

SHANGHAI NEW 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION CENTER

（SNIEC、中国・上海）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　

12月

18～20
第16回デザイングランプリTOHOKU
2015

宮城県印刷工業組合「デザイ
ングランプリTOHOKU」事務局

せんだいメディアテーク ☎022-284-7586
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