
※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
2015年

11月

～４
GOOD DESIGN EXHIBITON 
2015

日本デザイン振興会 東京ミッドタウン ☎03-6743-3772

～20
紙のかたち展　まるめる、かさね
る、ひっぱる

竹尾 竹尾　見本帖本店 ☎03-3292-3669

～29 現代日本のパッケージ2015

凸版印刷　印刷博物館、日
本印刷産業連合会、日本パッ
ケージデザイン協会、日本包
装技術協会

印刷博物館　Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

～12／６

天理市・桜井市による連携展示
「歴史文化との出会い　記紀・
万葉の時代から大和の古道『山
の辺の道』を辿る」

天理市、桜井市（奈良県） 奈良県立美術館 ☎0742-23-3968

４ ad：tech New York ad：tech North America
Jacob K. Javits Convention 
Center of New York（アメ
リカ・ニューヨーク）

☎＋1-214-915-8800

４～６
International trade fair for 

visual communication
リード・エグジビション・デュッ
セルドルフ

メッセ・デュッセルドルフ ☎＋49-211-90-191-222

４～７ メッセなごや2015 メッセなごや実行委員会 ポートメッセなごや ☎052-223-5708

７
第24回JAGRA SPACE-21 全
国協議会 at OSAKA

ジャグラ SPACE-21 集合場所：新大阪駅 ☎03-3667-2271

10～12 図書館総合展 図書館総合展運営委員会 パシフィコ横浜
☎03-3357-1461

（カルチャー・ジャパン）

11
電流協主催フォーラム「図書館
に電子書籍は増えるのか？」

電子出版制作・流通協議会 パシフィコ横浜 ☎03-6380-8207

11 ワークライフ・バランスセミナー 東京グラフィックサービス工業会 ニッケイビル ☎03-3667-3771

12
「デジタルサイネージで収益を上
げる、広告ビジネス最前線」セ
ミナー

ナビット
ナビット　セミナールーム
（東京都千代田区）

☎03-5215-5701

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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

12～13
ダイレクトマーケティングフェア
2015

日本流通産業新聞社 東京ビッグサイト ☎03-3699-3421

13
ハイデル・フォーラム21　関東
甲信越静地区セミナー

ハイデルベルグ・ジャパン
ハイデルベルグ・ジャパン
（東京都品川区）

☎03-5715-7377

14
会社まるごとギャラリー2015「記
憶と記録」展

アーティストネットワーク＋コンパス 山陽印刷
☎045-785-3434

（要予約）

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 東商センター ☎03-3866-4561

17
会社まるごとギャラリー2015「記
憶と記録」展

アーティストネットワーク＋コンパス 山陽印刷
☎045-785-3434

（要予約）

17
コンプライアンスについての「ケー
スメソッド研修会」

日本フォーム印刷工業連合会 日本印刷会館 ☎03-3551-8615

18
SHOWA会33期　第１回講演会

「印刷人としての新常識」
ショーワ　SHOWA会 西神田コスモス館 ☎03-3263-6141

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　

18～19
Printed Electronics USA 

2015
IDTechEX社

Santa Clara Convention 
Center（アメリカ・カルフォ
ルニア）

☎＋44(0)1223 812300
（アメリカ）

18～20 産業交流展2015 産業交流展2015実行委員会 東京ビッグサイト ☎03-3503-7320

19
プロダクションデジタル印刷／
POD市場コンファレンス2015

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

24
2015年度　第２回　Ｐ＆Ｉ　研究
会シンポジウム

日本印刷学会
ディーアイシービル（東京
都中央区）

☎03-3555-7911

27 経営セミナー2015
富士フイルムグローバルグラ
フィックシステムズ

富士フイルム　201会議室 ☎03-6419-0411

28
会社まるごとギャラリー2015「記
憶と記録」展

アーティストネットワーク＋コンパス 山陽印刷
☎045-785-3434

（要予約）

12月

１～２ アドテック東京2015 dmg event Japan 東京国際フォーラム ☎03-5414-5430

５～13
桜井　記紀万葉歌碑原書展

（４Ｋ映像コンテンツ「山の辺の
道」展示）

奈良県立万葉文化館
奈良県立万葉文化館　企
画展示室

☎0744-54-1850

10～12 エコプロダクツ2015
産業環境管理協会、日本経
営新聞社

東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

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

2016年

１月

27～28 光文堂　新春機材展「Print Doors」 名古屋市中小企業振興会館 光文堂 ☎052-331-4111

２月

３～５ ｐａｇｅ2016 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＆文化会館

☎03-3384-3111
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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、1993 年にヒゲ有り名字無しの秀親とヒゲ無し名字有りの

塚田哲也によって結成された。日本語の五十音や漢字、英語のアルファベ

ットなどを解体したり、組合せたり、再構築することによって、新しい文

字の概念・可能性を探り続けている活動から、文字だらけの展覧会として

開催される。毎週金曜日には、ギャラリーラ字オ「トークナイトニッポン」

を開催するほか、ユーモアあふれる各種キャンペーンも開催。 

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351回 企画展 11／４日（水)～11／28(土) 

＜ 字字字 大日本タイポ組合 ＞ 

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

３～５ 第81回東京インターナショナル
ギフト・ショー春2016 ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9854

６ PRINT NEXT 2016 PrintNext2016運営委員会 大手町サンケイプラザ
☎03-3552-4571

（全日本印刷印刷）工業組合連合会

23～25 EuroCIS（商業用情報処理・
安全システム展） メッセ・デュッセルドルフ メッセ・デュッセルドルフ見

本市会場（ドイツ）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　

３月

２～３ 第55回大阪インターナショナル
ギフト・ショー春2016 ビジネスガイド社 大阪マーチャンダイズマート ☎06-6263-0075

５月

31～6／10 ｄｒｕｐａ2016（国際印刷・メディ
ア産業展） メッセ・デュッセルドルフ メッセ・デュッセルドルフ見

本市会場（ドイツ）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　

６月

25 ジャグラ文化典　北海道大会 日本グラフィックサービス工業会 札幌パークホテル ☎03-3667-2271

29～７／１ 第２回コンテンツ　マーケティン
グ　EXPO 東京ビッグサイト リード　エグジビション　

ジャパン ☎03-3349-8504

７月

22～23 姫路モトヤ総合機材展 姫路モトヤ 明石市立産業交流センター
（兵庫県） ☎078-612-9221

９月

７～10

INDOPLAS-INDOPACK-
INDOPRINT 2016（インドネシア
国際プラスチック・ゴム・包装・
印刷産業展）

メッセ・デュッセルドルフ・アジア
JI EXPO（ジャカルタ国
際展示場／インドネシア・
ジャカルタ）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　

10月

18 All in Print China 2016（中
国国際印刷技術・機械展） メッセ・デュッセルドルフ・上海 上海新国際博覧センター

（中国・上海）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　

21 2016　全日本印刷文化典
ふくしま大会

全日本印刷工業組合連合会、
東北地区印刷協議会、福島
県印刷工業組合

ホテルハマツ（郡山市） ☎024-544-1945
（福島県印刷工業組合）
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