
※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

９月

～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

～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

～18 GRAPHIC TRIAL 2017 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
ワイドフォーマット プリンティング 
コンファレンス＠サイン＆ディスプ
レイショウ2017

キーポイントインテリジェンス 東京ビッグサイト　会議棟 ☎03-5475-2663

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

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

７ JapanColor認証セミナー in 大阪 日本印刷産業機械工業会 新大阪丸ビル新館 ☎03-6809-1617

８ JapanColor認証セミナー in 名古屋 日本印刷産業機械工業会 ウインクあいち ☎03-6809-1617

８ JUMP東北2017 JAGAT 宮城県印刷会館 ☎03-3384-3112

８ セキュリティ印刷セミナー エスコグラフィックス エスコグラフィックス（東京
都江東区） ☎03－5579－6295

９ としょかんde活版印刷　本木昌
造からのおくりもの2017

長崎県印刷工業組合、長崎
市立図書館

長崎市立図書館　多目的
ホール ☎095－829－4946

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 日印産連地域おこしめっせ2017：
シンポジウム＆レセプション 日本印刷産業連合会 太閤園 ☎03-3553-6051

15 JUMP中国・四国2017 JAGAT KKRホテル広島 ☎03-3384-3112

15 JapanColor認証セミナー in 東京 日本印刷産業機械工業会 JPMA（機械振興会館） ☎03-6809-1617

20 大阪府印刷工業組合　秋祭り 
in Hard Rock CAFÉ OSAKA 大阪府印刷工業組合 ハードロックカフェ大阪 ☎06-6353-3035

20～23 東南アジア国際包装・印刷
機材展 メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン バンコク国際貿易展示場

（タイ） ☎03-5210-9951

21 日本包装技術協会　平成29年
９月度月例研究会（東京開催） 日本包装技術協会 日本包装技術協会 ☎03-3543-1189

2017 PRINTING CALENDAR

51



日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
22 JapanColor認証セミナー in 東京 日本印刷産業機械工業会 JPMA（機械振興会館） ☎03-6809-1617

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）

25～30 サイバーナレッジアカデミー 大日本印刷 DNP五反田ビル https://www.dnp.
co.jp/cka/

27～30 日印産連地域おこしめっせ2017：
展示会、ワークショップ・セミナー 日本印刷産業連合会 大阪国際交流センター ☎03-3553-6051

29 JapanColor認証セミナー in 東京 日本印刷産業機械工業会 JPMA（機械振興会館） ☎03-6809-1617

30 ジャグラSPACE-21　全国協議
会　岐阜大会　by愛青会 ジャグラSPACE-21 長良川温泉　岐阜グラン

ドホテル ☎03-3667-2271

10月

１ 「時の響」2017～1867年日本と
西洋の文化に出会う～ 『時の響』実行委員会（DNP） 京都コンサートホール ☎075-746-3201

（ロームシアター京都）

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

４ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　１回目（初回） 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

５ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　２回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

６ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　３回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

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）

11～13 櫻井グラフィックシステムズ　東
京ショールーム展 桜井グラフィックシステムズ 東京ショールーム ☎03-3643-1131

11～13 ｅドキュメントJAPAN2017 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

11～13 ビジネスAI2017／働き方改革2017
／FACTORY2017、他 日経BP社 東京ビッグサイト

itevents＠　　　
nikkeibp.co.jp

（ITイベント事務局）

12～13 POINT2017 大塚商会 秋葉原UDX　AKIBA-
SQUARE

https://www.otsuka-
shokai.co.jp/

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

13～14 正栄アドバンスフェア2017 正栄機械製作所 川越工場 ☎049－278－1000

17～18 アドテック東京2017 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

19～20 暮しの包装商品展2017 日本包装技術協会 KITTE　１Ｆアトリウム・
Ｂ１　パフォーマンスゾーン ☎03-3543-1189

20～21 2017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

21 JUMP九州2017 日本印刷技術協会 福岡県印刷会館、福岡
サンパレス ☎03-3384-3111

21～１／14 キンダーブックの90年 凸版印刷　印刷博物館、フ
レーベル館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

24 プライバシーマーク審査認定事
業10周年記念シンポジウム 日本印刷産業連合会 アルカディア市ヶ谷 ☎03－3553－6051

25 DNP秀英活字倉庫と久喜工場
見学 大日本印刷　ggg 大日本印刷　久喜工場 ☎03-3571-5206

（ggg）

52



日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
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）

11月

７ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　４回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

７～10 中国国際包装資材製造・加
工展 メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン 上海新国際博覧中心（中国） ☎03-5210-9951

（日本）

８ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　５回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

９ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　６回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

15～16 ID TechEx Show！ ID TechEx社 Santa Clara Convention 
Center（米国・カリフォルニア）

☎03-3216-7209
（日本法人）

16～17 第55回全日本包装技術研究大
会名古屋大会 日本包装技術協会 名古屋国際会議場 ☎03-3543-1189

17～18 「ハコの日」イベント（仮称） 「ハコの日」委員会（東京
紙器工業組合） としま産業振興プラザ ☎03-3624-2683

29 JAGAT近畿大会2017 日本印刷技術協会 太閤閣（大阪） ☎03-3384-3111

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）

６ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　７回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

７ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　８回目 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

８ 第20期プリンティングコーディ
ネータ養成講座　９回目（最終） 日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3411

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

10～１／15 「年賀状展」－春を寿ぐ－ 郵政博物館 郵政博物館 ☎03-6240-4311

23～２／12 2017　ADC展【長野巡回展】 大日本印刷　ggg
市立小諸高原美術館（会
員作品）・白鳥映雪館（一
般作品）

☎0267-26-2070

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、ブックデザインやエディトリアルデザインを中心に

活動を続ける白井敬尚による個展を開催する。白井氏の代表的な仕事

の一つで、10年間に亘り手がけてきた世界中で高く評価されているデ

ザイン誌「アイデア」のアートディレクションなど、実際の仕事とと

もに、一部ではあるが制作にあたって参照された資料なども併せて紹

介される。10月６日と 10月 20 日にギャラリートークも開催。 

開館時間：11:00～19:00、日曜・祝日は休館 入場：無料 会場：東京都中央区銀座7-7-2DNP銀座ビル ＴＥＬ：03-3571-5206 

第362回企画展 ９月26日（火)～11月７日(火) 

＜ 組版造形 白井敬尚 展 ＞ 
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