
※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

６月

～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

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）

７～９
電子機器トータルソリューション展
2017

日本電子回路工業会 東京ビッグサイト ☎03-5657-0767

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

10～18

グラフィックトライアル香港
（GRAPHIC TRIAL-HONG 
KONG EDITION CURATED 
BY ALAN CHAN）

凸版印刷、アラン・チャンデ
ザインカンパニー

Space27（香港） ☎03-3835-5636

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

16～17
’17佐藤総合印刷機材展／三
傳商事ペーパーショー

佐藤商事 秋田テルサ ☎018-862-3571

20～21 PHOTO NEXT 2017 プロメディア パシフィコ横浜　CDホール ☎03-3549-1231

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

21～23 第25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

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）

７～８
第31回北海道情報 ・ 印刷文化
典 旭川大会

北海道印刷工業組合
旭川市民文化会館大ホー
ル／旭川グランドホテル

☎0166-31-5581

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

29～30 ISSEISHAフェア 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

８月

24
JAGAT Summer Fes 2017～
デジタル印刷とマーケティングの
可能性

日本印刷技術協会 JAGAT ☎03-3384-3113

30～９／２
第84回東京インターナショナル
ギフト・ショー秋2017　LIFE×
DESIGN

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9711

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

９月

１～２ HOPE2017 HOPE実行委員会 アクセスサッポロ ☎0166-31-5581

６～８
第84回東京インターナショナル
ギフト・ショー秋2017

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851
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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56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2017

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3847-9155

８ JUMP東北2017 JAGAT 未定 ☎03-3384-3112

10～14 Print17 GASC社
McCormick Place Convention 
Center Lakeside Center（米
国・シカゴ）

☎＋1-703-264-7200
（米国）

13 2017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 ☎03-3553-6051

15 JUMP中国・四国2017 JAGAT 未定 ☎03-3384-3112

22～23
オーダーグッズビジネスショー
OGBS2017

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

25～28 Labelexpo Europe 2017 Tarsus Group Brussels Expo（ベルギー）
☎＋44-20-8846-2700

（英国）

10月

３～６ JAPAN PACK 2017 日本包装機械工業会 東京ビッグサイト ☎03-6222-2277

10～12 SGIA Expo 2017
Speciality Graphic Imaging 
Association

Ernest N.Morial Conventional 
Center（アメリカ・ニューオリンズ）

☎＋1-703-385-1335
（アメリカ）

12～14
第30回ホリゾンライナップシステ
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

13 全日シール全国大会 全日本シール協同組合連合会 京王プラザホテル ☎03-5812-5717

26 50周年記念　JAGAT大会2017 日本印刷技術協会 椿山荘 ☎03-3384-3113

31～11／３ IPEX2017 Informa Exhibitons NEC（イギリス・バーミンガム）
☎＋44-0-20-7017-6986

（イギリス）

12月

５～８ Labelexpo Asia 2017 Tarsus Group
Shanghai New International 
Expo Center（中国・上海）

☎＋44208-846-2738
（イギリス）

７～９ エコプロ2017
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
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