
※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

2016年

３月

～10 第67回全国カレンダー展
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

～23 祖父江慎＋コズフィッシュ展 千代田区立日比谷図書文化館 日比谷図書文化館（東京） ☎03-3502-3340

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 ITの総合展示会&セミナー「実践
ソリューションフェア2016」（名古屋） 大塚商会 ヒルトン名古屋 ☎052-955-3667

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

（中国・広州）

☎＋852-2811-8897
（中国）

３～４ スプリングフェア2016 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

３～４ ムサシ　春の大商談会 ムサシ
富士フイルムグローバルグラ
フィックシステムズ（西麻布ビル）

☎03-3546-7733

８～11
日経メッセ　街づくり・店づくり
総合屋（JapanShop2015、建
築・建材屋2016、他）

日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-5777-8600

9～4／17
東京ミッドタウン・デザインハブ第57
回企画展「おいしい東北パッケージ
デザイン展2015 in Tokyo」

東京ミッドタウン・デザインハブ 東京ミッドタウン・デザインハブ ☎03-6743-3776

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　　

10～11

Cloud Days（ビックデータEXPO
東京2016、セキュリティ&ガバナン
ス東京2016、モバイル&ウエアラブ
ル東京2016、IoT Japan東京2016）

日経BP社 ザ・プリンスパークタワー東京 itevents@
nikkeibp.co.jp
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

12
日本プリンティングアカデミー　
2016年度　体験入学

日本プリンティングアカデミー 日本プリンティングアカデミー ☎03-3811-2734

17
東京会場：第２回「オフセット印刷工場
用VOC警報器」ユーザー説明会

新コスモス電機
新コスモス電機　東日本
支社

☎03-5403-2703

18
大阪会場：第１回「オフセット印刷工場
用VOC警報器」ユーザー説明会

新コスモス電機
新コスモス電機　トレーニ
ングセンター（大阪）

☎06-7668-8577

19
日本プリンティングアカデミー　
2016年度　体験入学

日本プリンティングアカデミー 日本プリンティングアカデミー ☎03-3811-2734

４月

13
東京会場：第３回「オフセット印刷工場
用VOC警報器」ユーザー説明会

新コスモス電機
新コスモス電機　東日本
支社

☎03-5403-2703

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

13～16
桜井グラフィックシステムズ
第６回岐阜工場・新技術発表会

桜井グラフィックシステムズ
桜井グラフィックシステムズ
岐阜工場

☎03-3643-1131
（東京本社）

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

５～７
2016上海国際包装＆食品加

工技術展
中国食品＆包装機械工業協
会など

上海新国際博覧センター
（中国・上海）

☎042-799-2856

（中国産業見本市）日本事務局　 　

11～13 Japan IT Week 春2016 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

第26回自費出版アドバイザー養成講座
／2016日本自費出版ネットワーク全国
交流会／2016年度NPO法人日本自費
出版ネットワーク総会

日本自費出版ネットワーク KKRホテル金沢（石川県） ☎03-5623-5411

13～14 SHITARAフェア2016 設楽印刷機材 ビエント高崎 ☎027-261-7000

14～15 デザインフェスタvol.43 デザインフェスタ 東京ビッグサイト ☎03-3479-1433

18
東京会場：第４回「オフセット印刷工
場用VOC警報器」ユーザー説明会

新コスモス電機
新コスモス電機　東日本
支社

☎03-5403-2703

18～20
第７回　教育ITソリューション
EXPO

リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8510

19～20 第24回ホリゾン製本システム
ショー ホリゾン東テクノ 科学技術館 ☎03-3652-7631
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

19～21 2016中国国際ラベル技術展
中国印刷及び設備器材工業協会、
中国印刷科学技術研究所など

上海世博展覧館
☎042-799-2856

（中国産業見本市）日本事務局　 　

20 大阪会場：第２回「オフセット印刷工
場用VOC警報器」ユーザー説明会 新コスモス電機 新コスモス電機　トレーニ

ングセンター（大阪） ☎06-7668-8577

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

３～４ 2016九州印刷情報産業展 九州印刷材料協同組合、他 福岡国際センター ☎092-271-3773

15
東京会場：第５回「オフセット印刷工
場用VOC警報器」ユーザー説明会

新コスモス電機
新コスモス電機　東日本
支社

☎03-5403-2703

23～25 JP2016情報・印刷産業展 JP産業展協会 インテックス大阪
☎06-6311-0281

（事務局）

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

２～３ HOPE2016 HOPE実行委員会 アクセスサッポロ ☎011－562－6070

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）

15～17
インド国際包装産業展・会議／

インド国際食品加工・包装産業展
メッセ・デュッセルドルフ

ボンベイ　コンベンション＆
エキジビションセンター

（BCEC：インド・ムンバイ）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン　
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