
※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

９月

～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

（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

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　

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

13
アイマー・プランニング　プライ
ベート展示会

アイマー・プランニング ㈱相互（東京都江東区） ☎075-603-3878

13～14
「印刷技術革新によるパッケージ
への新提案」〜drupa2016から
始まる新しい潮流〜

PODi
テレコムセンター西棟会議
室（東京都）

http://podi.co.jp/
event_package

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）

20～21 アドテック東京2016 コムエクスポジアム・ジャパン 東京国際フォーラム ☎03-5414-5430
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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

22～25 ツーリズムEXPOジャパン2016
日本観光振興協会、日本旅
行業協会

東京ビッグサイト ☎03-5510-2004

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

24
全製工連創立60周年記念　全
国大会（東京大会）

全日本製本工業組合連合会 東京ドームホテル ☎03-5248-2371

25～28 GRAPH EXPO 16 GASC
Orange County Convention 
Center（米・フロリダ州オー
ランド）

☎＋1-703-264-7200
（米国）

28～29
第56回大阪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 大阪マーチャンダイズマート ☎06-6263-0075

29～30 第30回DM制作教室 日本ダイレクトメール協会 日本印刷会館 ☎03-5541-6311

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

13～14 フレキソ・ジャパン2016 日本フレキソ技術協会 東京ファッションタウンビル ☎03-5155-7925

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

14～15 印刷産業「夢メッセ」 広島県印刷工業組合 ＫＫＲホテル広島 ☎082-293-0906

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回東京インターナショナル プレ
ミアム・インセンティブショー秋2016

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

19～21 ITpro EXPO 2016 日経BP社 東京ビッグサイト ☎03-6811-8083

19～21 ｅドキュメントJAPAN 2016 日本文書情報マネジメント協会 東京ビッグサイト ☎03-5821-7351

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）

26～28

第６回Web＆デジタルマーケティング
EXPO【秋】、第４回通販ソリューショ
ン展【秋】、第５回ビッグデータ活用
展【秋】、Japan IT Week 秋 2016

リード　エグジビション　ジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8504

26～11／７ TOKYO DESIGN WEEK 2016 TOKYO DESIGN WEEK 明治神宮外苑絵画館前 ☎03-3479-1435

31～11／２ 産業交流展2016（TIIE2016） 産業交流展2016実行委員会 東京ビッグサイト ☎03-3263-8885

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

12 JAGRA SPACE 21全国協議会 SPACE21 金沢商工会議所
☎070-6544-2911

（担当：岡田氏）
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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
D E S I G N G R A N D P R I X 
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）

６～８
ポスターグランプリ in ぎふ
入賞・入選作品展

岐阜県印刷工業組合
みんなの森　ぎふメディアコス
モス「ドキドキテラス」（岐阜県）

☎058-295-4831

８～10 エコプロ2016（第18回）
産業環境管理協会、日本経
済新聞社

東京ビッグサイト ☎03-6812-8686

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　

2017年

１月

25～26
PrintDoors2017（第53回光文堂
新春機材展）

光文堂
名古屋市中小企業振興
会館・吹上ホール

☎052-331-4113

２月

１～３ インバウンドビジネス総合展2017 日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

８～10 page2017 日本印刷技術協会 池袋・サンシャインシティ ☎03-3384-3112

８～10
第83回東京インターナショナル・
ギフト・ショー春2017

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

８～10
第83回東京インターナショナル・ギ
フト・ショー春2017　Life×Design

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

８～10
第55回東京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2017

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3847-9155

３月

14～15
第57回大阪インターナショナル・
ギフト・ショー春2017

ビジネスガイド社 OMM（大阪） ☎06-6263-0075

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、2006 年に太刀川瑛弼氏が未来に良い変化をもたらす

ための「ソーシャルデザインイノベーション」を理念に掲げ創業した

NOSIGNER（ノザイナー）を紹介する。会場では、人工物と自然物を対

比させ、かたちの奥にある理由や、デザインを発想する方法に迫る。

アーカイブ展示も行われ、災害に機能するデザインやコミュニティ 

など課題の背景にある“Why”を視覚化し、解決策の例としてノザイナーの仕事が展示される。 

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355回企画展 ９／16日（金)～10／31(月) 

＜ ノザイナー かたちと理由 展 ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mozilla Factory Space/ 2013/ 

Mozilla Japan/ Photo: Hatta 
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