
※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
2017年

１月

～15 武士と印刷 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

～20
お年玉付き年賀状と林正治展
／明治・大正・昭和の酉年年
賀状と作家展

山櫻 山櫻　新富本社ビル ☎03-5543-6335

～３／５ 世界のブックデザイン2015－16 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館　Ｐ＆Ｐギャラリー ☎03-5840-2300

～14

：Image and Matter by Yoichi 
Ochiai Cyber Arts and Science 
towards Digital Nature（落合陽
一氏の個展）

大日本印刷
ISETAN The Japan Store

「CUBE_1」（マレーシア・ク
アラルンプール）

☎03-3753-0017

～15 年賀状甲子園全作品展示会 アイデア工房
郵政博物館（東京都墨
田区）

☎06-6636-3111

13～14 2017ホリゾン新春展 ホリゾン東テクノ
ホリゾン東テクノ　本社
ショールーム

☎03-3652-7631

14～18
第68回全国カレンダー展（東京）
／第58回全国カタログ展（東京）

日本印刷産業連合会、フジ
サンケイビジネスアイ

ゲートシティ大崎
☎03-3273-6180

（事務局）

18～20
第１回スマート工場EXPO、第３
回ウエアラブルEXPO、他

リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8502

19～20
アイコー新春印刷機材展＆OA
ショー

アイコー 厚木文化会館 ☎046-228-2255

20～21 TOPS2017 東和 本社ショールーム ☎029-247-2111

20～21
オーダーグッズビジネスショー

（OGBS）大阪2017
オーダーグッズビジネスショー
実行委員会

梅田スカイビル　タワーウエス
ト10Ｆ　アウラホール（大阪）

☎06－6924－6655

20～21 2017タイガ新春機材展 タイガ 本社ショールーム ☎058-271-0683

20～21 2017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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

23～２／２ 第68回全国カレンダー展（大阪）
日本印刷産業連合会、フジ
サンケイビジネスアイ

ペーパーボイス大阪（平
和紙業）

☎03-3273-6180
（事務局）

25 第７回食品包装コース③ 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

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

26～27
JAGAT中部大会2017＆ジョイン
トセミナー

日本印刷技術協会
名古屋市中小企業振興
会館・吹上ホール

☎03-3384-3112

27
出版プリントオンデマンド活用セ
ミナー

電子出版制作・流通協議会
日本書籍出版協会（日本
出版会館）

☎03-6380-8207

27～28 此花新春展 此花 OMMビル（大阪） ☎06-6772-0471

28 エプソンニューフォトフォーラム　【福岡】 エプソン
福岡ファッションビル
FFBホール８Ｆ　Ａホール

☎03-5919-5211

31～２／１ イベントJAPAN2017
インタークロス・コミュニケーショ
ンズ

東京ビッグサイト ☎03-5820-7161

２月

１～３
日経メッセ　街づくり・店づくり
総合展2017（２月）、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

１～３

第83回東京インターナショナル・ギ
フト・ショー春2017　Life×Design/
ＡＣＴＩＶＥ DESIGN&CRAFT FAIR/
NIPPON BRAND FAIR

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

２～３
第31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

３～４
販促・特殊印刷技術フェア／モ
トヤコラボレーションフェア

モトヤ 天満橋OMMビル ☎06-6261-2413

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／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 ☎03-3843-9851

14～15 新春ショー2017（リョービMHI）
リョービMHIグラフィックテクノ
ロジー

東日本支社　東京ショー
ルーム

☎03-3927-3300

14～15
第５回マーケティングテクノロジー
フェア2017／イーコマースEXPO
2017

UBMジャパン 東京ビッグサイト ☎03-5296-1020
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

15
３Ｄ Printing 2017、Convertech 
JAPAN 2017、Printable Electronics 
2017、先進印刷技術展2017

JTBコミュニケーションデザイン 東京ビッグサイト ☎03-5657-0760

16～17 ショーワ新春ショー ショーワ 本社ショールーム ☎03-3263-6141

16～17 ホリゾンフェア in 札幌 ホリゾン東テクノ
北海道立職業能力開発
支援センター

☎03-3652-7631

17～18 東北営業所　製本システムショー ホリゾン東テクノ
ホリゾン東テクノ　東北営
業所ショールーム

☎03-3652-7631

20～23
フンケラー innovationdays 

2017
フンケラー社（スイス）

Messe Lucerne exhibition
（スイス・ルツエルン）

☎＋41-62-745-61-61
（スイス）

21
デジタルイメージングコンファレン
ス2017

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

21 第７回食品包装コース④ 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

27～３／９ 第58回全国カタログ展（大阪）
日本印刷産業連合会、フジ
サンケイビジネスアイ

ペーパーボイス大阪（平
和紙業）

☎03-3273-6180
（事務局）

３月

１～３
スマートエネルギーWeek 2017、
電力自由化EXPO

リード　エグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8576

７～10
JAPAN SHOP 2017、リテールテッ
クJAPAN2017、日経メッセ　街づく
り・店づくり総合展2017（３月）

日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

９
中国ワイドフォーマットコンファ

レンス2017
インフォトレンズ

国家会展センター（中国・
上海）

☎03-5475-2663
（東京事務所）

11 エプソンニューフォトフォーラム　【北海道】 エプソン
サッポロファクトリー　１Ｆ
サッポロファクトリーホール

☎03-5919-5211

15～16
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

22 第７回食品包装コース⑤ 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、仲條正義氏を紹介する。仲條節炸裂のタイトル「IN & OUT, 

あるいは飲＆嘔吐」のもと、『MOTHER & OTHERS』をテーマに、スイスサイズ

という少し大きめのポスター新作 22 点に挑戦。地階では、これまでの個展

作品と、代名詞といえる『花椿』作品から、40 年前の『花椿』エディトリア

ルデザインも並び、現代に違和感なく存在し得る奇跡を目にすることができ

る。１月 27 日にはトークショーも開催。 

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357回企画展 １／13日（金)～３／18(土) 

＜ 仲條正義 IN & OUT，あるいは飲＆嘔吐 展 ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design: Kaoru Kasai 
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