
※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

12月

～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

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

９ JAGATトピック技術セミナー2015 日本印刷技術協会
日本印刷技術協会　３Ｆ
セミナールーム

☎03-3384-3113

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

11 デジタルブック新製品セミナー（東京） コトブキ企画 ハロー貸会議室新橋RoomG ☎03-5251-0025

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

８～９ ホリゾン新春展 ホリゾン東テクノ
ホリソン東テクノ東京ショー
ルーム

☎03-3652-7631

13～17 第57回全国カタログ展（東京会場） 日本印刷産業連合会 ゲートシティ大崎 ☎03-3553-6051

15～16 2016タイガ新春機材展 タイガ 本社ショールーム ☎058-271-0683

15～16 TOPS2016 東和 本社ショールーム ☎029-247-2111

21～22
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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
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

27～29
コンバーティングテクノロジー総合展
2016

加工技術研究会 東京ビッグサイト ☎03-3219-3568
（事務局）

29～30 2016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

29～30 モトヤコラボフェア　大阪 モトヤ 天満橋　OMMビル ☎06-6261-1931

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

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

12～13
第30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 九州営業所ショールーム ☎092-626-8111

16～17
マーケティングテクノロジーフェア
2016

UBMジャパン 東京ビッグサイト
☎03-5296-1020

（事務局）

18～19 ショーワ新春ショー ショーワ 本社ショールーム ☎03-3263-6141

19～20 2016ホリゾンフェア in 仙台 ホリゾン東テクノ 東北営業所ショールーム ☎022-782-2821

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　

24～25
PACKAGING INNOVATIONS 
2016

easyFairs UK NEC（イギリス・バーミンガム）
☎＋44-20-8843-8815

（イギリス）

29～3／10 第57回全国カタログ展（大阪会場） 日本印刷産業連合会 ペーパーボイス大阪 ☎03-3553-6051

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

３～４ Printing South China 2016 Assale Exhibition Services
China Import ＆ Export 
Fair Pazhou Complex

（中国・広州）

☎＋852-2811-8897
（中国）

４～５ スプリングフェア2015 リョービMHIグラフィックテクノロジー リョービMHI 東日本支社 ☎03－3927－3300

８～11 JapanShop2015 日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-5777-8600

９～12

2016上海国際デジタル＆エクスプレ
ス印刷設備展＆フォーラム／2016
中国上海国際ラベルショー／2016
中国上海国際印刷・包装・製紙
産業総合展＆フォーラム

新聞出版広電総局印刷発行
管理司、他

国家会展センター（中国・
上海）

☎042-799-2856

（中国産業見本市）日本事務局　　
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今月のＤＮＰ

 
 

 DNP 文化振興財団は、12 月４日から 23 日まで、「THE NIPPON POSTERS」

を千代田区立日比谷図書文化館で開催する。DNP グラフィックデザイン・ア

ーカイブ収蔵品の中から、“日本の伝統美”という視点で選んだ幅広い世代

のポスター作品を紹介する。会場では、戦後のグラフィックデザイン黎明

期から現在まで、現代日本のポスター作家たちによる日本独特の伝統美の

血脈を感じさせる傑作を見ることができる。 

開館時間：11:00～19:00（土曜18:00、日・祝日17：00まで） 休館日：第３月曜日 

入場：無料 会場：東京都千代田区日比谷公園1-4 ＴＥＬ：080-7039-2356（会場受付） 

DNP グラフィックデザイン・アーカイブ収蔵品展 12／４日（金)～12／23(水) 

＜ THE NIPPON POSTERS ＞ 

日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

４月

13～15
第53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2016

ビジネスガイド社 サンシャインシティ文化会館 ☎03-3847-9155

19～21 Sign ＆ Digital UK 2016 Faversham House NEC（イギリス・バーミンガム）
☎＋44-1342-332100

（イギリス）

27～28
第20回ホリゾンラインアップシス
テム展 in 名古屋

ホリゾン西コンサル 名古屋国際会議場 ☎075-933-3060

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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