
※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

５月

～６／５ 見せ方の進化―仮想現実の世
界まで 凸版印刷　印刷博物館 Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

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

17 第62回ニューヨークタイプディレ
クターズクラブ展 竹尾 竹尾見本帖本店２Ｆ ☎03－3292－3669

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

18～20 第20回  自治体総合フェア2016 日本経営協会 東京ビッグサイト ☎03-3403-1338

19 サプライ（消耗品）市場コンファ
レンス2016 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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

19 オフィスソリューションフェア2016 
in 広島 エコソリューション 広島県立広島産業会館

西展示館 ☎082-250-5055

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

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

24 2016 NEW環境展 日報ビジネス 東京ビッグサイト ☎03-3262-3562

27～28 ISSEISHAフェア2016 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

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

８～10 デジタルサイネージジャパン2016 ナノオプト・メディア 幕張メッセ ☎03-6431-7801

10～12 SIGN EXPO 2016（第31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

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

18～19 2016北陸印刷機材展 ホッカツ 石川県産業展示館 ☎076-291-5050

21～22 PHOTO NEXT 2016 プロメディア パシフィコ横浜CDホール ☎03-3549-1231

22～24 第24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

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

１～２ SOPTECとうほく2016 東北地区印刷協議会 仙台卸商センター産業見
本市会館サンメッセ ☎022-284-7586
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

６～８ 第８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

22～23 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 Office Document Technology 
Conference 2016 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

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　

22～23 オーダーグッズビジネスショー
2016

オーダーグッズビジネスショー
実行委員会 池袋　サンシャインシティ ☎06-6924-6655

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）

12月

２～４
DES IGN GRAND PR IX 
TOHOKU'16（第17回デザイ
ングランプリTOHOKU2016）

東北地区印刷協議会、デザ
イングランプリTOHOKU実行
委員会

せんだいメディアテーク ☎022-284-7586
（事務局）

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　

今月のＤＮＰ

 
 

 今年で開設 30年という節目を迎え、改装中だったギンザ・グラフィック・

ギャラリー（ggg）のオープンニング企画が行われる。企画展では、過去 30

年間の ggg の告知ポスター全 360 点を一堂に展示する。単に活動を回顧す

る内容ではなく、ポスターをデザインしてきたアーティストを見ると、ggg

の活動の成長の記録と、一つの作品群としての存在感が見えてくる。 

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） 

ギンザ・グラフィック・ギャラリー30周年記念 第352企画展 ５／28(土)まで 

＜ 明日に架ける橋 ＞ 
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