
※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

７月

～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

～９／11 GRAPHIC TRIAL 2016－Crossing－ 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

１
Japan Color　認証セミナー

（福岡）
日本印刷産業機械工業会 エイムアテイン ☎03-6809-1617

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

４
印刷産業におけるリスクアセスメ
ントセミナー（愛知県）

日本印刷産業連合会／愛知
県印刷工業組合

愛知県産業労働センター
ウインクあいち

☎03-3553-6051

６～８
第27回国際文具・紙製品展
ISOT ／販促ワールド2016

リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト
☎03-4334-8927
☎03-4334-8936

７～８
MOTOYA COLLABORATION 
FAIR 2016（東京）

モトヤ
秋葉原クロスフィールド　
アキバ・スクエア

☎03-3523-8711

８
Japan Color　認証セミナー

（東京：現場責任者限定）
日本印刷産業機械工業会 JPMA ☎03-6809-1617

12～13
新製品発表会　RISO FUTURE 
LIVE 2016（広島会場）

理想科学工業 NTTクレドホール ☎0120-534-881

13
印刷産業におけるリスクアセスメ
ントセミナー（北海道）

日本印刷産業連合会／北海
道印刷工業組合

かでる2.7 ☎03-3553-6051

14～15
新製品発表会　RISO FUTURE 
LIVE 2016（福岡会場）

理想科学工業 アクロス福岡 ☎0120-534-881

20～22
INBOUND JAPAN 2016（イン
バウンド・ジャパン2016）

日経BP社 東京ビッグサイト
inbound@nikkeibp.
co.jp

20～22 文化財保存・復元技術展 日本能率協会 東京ビッグサイト ☎03-3434-1988

21
印刷産業におけるリスクアセスメ
ントセミナー（広島）

日本印刷産業連合会／広島
県印刷工業組合

KKRホテル広島 ☎03-3553-6051

21～22
新製品発表会　RISO FUTURE 
LIVE 2016（仙台会場）

理想科学工業 フォレスト先代 ☎0120-534-881
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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

26
印刷産業におけるリスクアセスメ
ントセミナー（福岡）

日本印刷産業連合会／福岡
県印刷工業組合

福岡国際会議場 ☎03-3553-6051

８月

２～４ 第12回 Gift Show in 上海 ビジネスガイド社 上海世貿商域（上海マート） ☎03-3843-9851

24～26
23th BEIJING INTERNAIONAL 

BOOK FAIR
China National Publications 
Import＆Export Corporation

China In terna t iona l 
Exhibition Centre（New 
Venue：中国・北京）

☎＋86-10-6506-3080
（中国）

25～26
イノベーション・ジャパン2016～大
学見本市＆ビジネスマッチング～

国立研究開発法人科学技術
振興機構（JST）、国立研究
開発法人慎エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）

東京ビッグサイト
☎03-5214-7519

（JST）

27～28
真夏のデザインフェスタ＋GAKUTEN
2016

デザインフェスタ 東京ビッグサイト ☎03-3479-1433

９月

1
Japan Color　認証セミナー

（大阪）
日本印刷産業機械工業会 新大阪丸ビル新館 ☎03-6809-1617

１～３ サイン＆ディスプレイショウ2016 東京屋外広告美術協同組合 東京ビッグサイト ☎03-3626-2251

２
Japan Color　認証セミナー

（名古屋）
日本印刷産業機械工業会 ウインクあいち ☎03-6809-1617

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

７～９
東京インターナショナル・ギフト
ショー　秋　2016

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

８～11
Seoul International Gift Show 

2016（SIGS 2016）
Korea Federation of Handi 
crafts Cooperatioves

COEX（韓国、ソウル）
☎＋82-2-2698-0003

（韓国）

９
Japan Color　認証セミナー

（東京）
日本印刷産業機械工業会 JPMA ☎03-6809-1617

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　

13～15 Labelexpo Americas 2016 Tarsus Group
Donald E Stephens Convention 
Center（米国、ローズモント）

☎＋1-262-782-1900
（米国）

14 2016年　印刷の月記念式典 日本印刷産業連合会 ホテルニューオータニ東京 ☎03-3553-6051

14～16 SGIA Expo 2016
Specialty Graphic Imaging 
Association

Las Vegas Convention 
Center（ラスベガス、米
国）

☎＋1-703-385-1335
（米国）
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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

23～25 第23回東京国際ブックフェア
東京国際ブックフェア実行委
員会

東京ビッグサイト ☎03-3349-8507

10月

４～７ TOKYO PACK 2016 日本包装技術協会 東京ビッグサイト ☎03-3543-1189

13～15
第296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 ☎075-933-3060

18～22
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　

19～21
第54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

ビジネスガイド社
池袋サンシャインシティ文
化会館

☎03-3847-9155

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）

11月

４
全日本シール印刷協同組合連合会
第58回年次大会【沖縄大会】

全日本シール印刷協同組合
連合会

ロジワールホテル＆スパタ
ワー那覇（沖縄）

☎03-5812-5717

８～10
第18回図書館総合展（教育・
学術情報オープンサミット／公
共施設復号化フェア2016）

図書館総合展運営委員会 パシフィコ横浜 ☎03-3357-1462

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ｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今月の ggg は、7 月恒例の「2016 ADC 展」を開催する。2015 年５月から

翌年４月までに発表されたポスター、新聞・雑誌広告、エディトリアルデ

ザイン、パッケージ、CI・マーク＆ロゴ、ディスプレイ、テレビコマーシャ

ルなど多様なジャンルから寄せられた約8,000点の応募作品の中から、厳正

な審査の結果選ばれた受賞作品をはじめ、優秀作品を紹介する。会場は、

会員作品が ggg で、一般作品は G8 に展示する。 

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） 

第354回企画展 ７／４日（月)～８／６(土) 

＜ 2016 ＡＤＣ展 ＞ 
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