
※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

３月

～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

～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）

１～２ 京都ビジネス交流フェア2017 京都府／京都産業21 京都パルスプラザ ☎075-315-8590

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

１～３
China International Exhibition 

on Label Printing Technology 
2017、Printing South China 2017

Adsale Exhibition Service 
Ltd

China Import＆Export 
Fair Complex（中国・
広州）

☎＋852-2516-3363
（中国）

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

８ ムサシ　春の大商談会（大阪） 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i-Communication 
Center大阪

☎06-6745-1634

８～９
カッティングテーブル成功事例セ
ミナー（名古屋）

エスコグラフィックス
名古屋中小企業振興会館 
吹上ホール

☎03-3255-8411
（セミナー事務局）

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）

９～11
FOODEX JAPAN 2017、フー
ドパック＆ロジスティクス2017

日本能率協会 幕張メッセ ☎03-3434-3453

10 平成28年度医療薬品包装セミナー 日本包装技術協会 日本薬学　長井記念ホール ☎03-3543-1189

10
カッティングテーブル成功事例セ
ミナー（大阪）

エスコグラフィックス
ツイン21　MIDタワー（大
阪市中央区）

☎03-3255-8411
（セミナー事務局）
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11 エプソンニューフォトフォーラム（札幌） エプソン
サッポロファクトリーホール

（北海道・札幌）
☎03-5919-5211

11～６／18
印刷書体のできるまで－活字書
体からデジタルフォントへ

凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館P&Pギャラリー ☎03-5840-2300

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

17 第７回パッケージイノベーションセミナー 日本包装技術協会
TKPガーデンシティ
PREMIUM秋葉原

☎03-3543-1189

17～18
第３回ホリゾンラインアップシス
テム展 in 香川

ホリゾン西コンサル サンメッセ香川 ☎075-933-3060

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

４月

13～14
第23回包装新人研修コース（２
日間）

日本包装技術協会
セミナーハウス「クロス・
ウェーブ船橋」

☎03-3543-1189

18～19
第21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　白
鳥ホール

☎075-933-3060

19～20 JP2017・ICTと印刷展 JP産業展協会 マイドームおおさか
☎06-6311-0281

（事務局）

19～22
第７回サクライ岐阜工場　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

５月

４～10
interpack 2017　国際包装

産業展
メッセ・デュッセルドルフ

デュッセルドルフ見本市会
場（ドイツ）

☎03-5210-9951
（日本事務局）

９～13
China Print 2017（2017北

京国際印刷技術展示会）
中国印刷及び設備器材工業
協会、他

中国国際展覧センター（中
国・北京）

☎042-799-2856
（日本事務局）

10～12

2017 Japan IT Week　春（第
５回通販ソリューション展・春、
第22回ビッグデータ活用展、第
６回IoT／M2M展・春、他）

リード　エグシビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8504

10～11 Printed Electronics EUROPE IDTechEx
Estrel Convention Center

（独・ベルリン）
☎＋44-0-1223-812300

（イギリス）

12～13 シタラフェア2017 設楽印刷機材 ビエント高崎　ビッグキューブ ☎027-261-7000

16～18 PACKEX Toronto UBM Canon
Toronto Congress Center

（カナダ）
☎310-445-4200

（カナダ）

17～19
第８回 教 育ITソリューション
EXPO（EDIX）

リード　エグシビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8510
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17～19
2017上海国際包装＆食品加

工技術展
中国食品和包装機械工業会、
ほか

上海新国際博覧センター
（中国・上海）

☎042-799-2856
（日本事務局）

18～19 第25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（東京） ☎03-3652-7631

19 GCJ東京大会
日本グラフィックコミュニケー
ションズ工業組合連合会

ホテル椿山荘東京 ☎03-3265-2714

26～27 2017九州印刷情報産業展 九州印刷材料協同組合、ほか 福岡国際センター ☎092-271-3773

28
全日本スクリーン・デジタル全
国大会

全日本スクリーン・デジタル印
刷協同組合連合会

水上温泉・松乃井 ☎03-3863-6901

６月

１～３
第13回福岡インターナショナル・
ギフト・ショー2017

ビジネスガイド社 マリンメッセ福岡 ☎03-3843-9901

７～９ デジタルサイネージジャパン2017
デジタルサイネージジャパン実
行委員会

幕張メッセ
☎03-6431-7800

（ナノオブト・メディア）

９～11
第59回ジャグラ文化典　岩手
大会

日本グラフィックサービス工業会
ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウイング

☎03-3667-2271

10～11 2017北陸印刷機材展 ホッカツ、池田大正堂 石川県産業展示館 ☎076-291-5050

14～16 SIGN EXPO 2017 近畿屋外広告美術組合連合会 大阪南港ATCホール ☎06-6776-8118

21～23 2017札幌パック 日報ビジネス アクセスサッポロ ☎03-3262-3462

28～30

コンテンツ東京2017（第１回グラフィックデ
ザインEXPO、第３回コンテンツマーケティ
ングEXPO、他）、AI・人工知能EXPO、
第30回インターフェックスジャパン

リードエグジビション　ジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8507

７月

５～７
第28回国際文具・紙製品展ISOT、
販促ワールド2017

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

６～７ ラベルフォーラムジャパン2017 ラベル新聞社 東京国際フォーラム ☎03-3866-6577

７～８ SOPTECとうほく2017
東北地区印刷協議会、SOPTEC
とうほく2017実行委員会

仙台卸商センター産業見
本市会館「サンフェスタ」

☎022-284-7586
（事務局）

21～22 姫路モトヤ総合機材展 モトヤ 明石市立産業交流センター ☎079-282-0876

27～28 モトヤコラボレーションフェア 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月

18～19 ISSEISHAフェア 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

31～９／２ SIGN＆DISPLAY SHOW 2017 東京屋外広告美術協同組合 東京ビッグサイト ☎03-3626-2251
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