
※連絡なく日程が
変更される場合が
あります。
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
2017年

11月

～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）

～11／26 「現代日本のパッケージ2017」展 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館　P&Pギャラリー ☎03-5840-2300

～11／27
企画展「タツノコプロコレクション
2017―創立55周年特別企画―」

タツノコプロ、大日本印刷
東京アニメセンター in DNP
プラザ

☎03-3753-0017

～12／24
The Japan Times創刊120周年
記念企画「英字新聞が伝えた

『日本』」

ジャパンタイムズ、ニュースパーク
（日本新聞博物館）

ニュースパーク
（日本新聞博物館）

☎03-3452-7050

～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

～12／24 英字新聞が伝えた『日本』 ジャパンタイムズ 日本新聞博物館 ☎03-3452-7050

4
湯山昭・童謡トーク＆フレーベル
少年合唱団コンサート

凸版印刷　印刷博物館、
フレーベル館

トッパンホール ☎03-5840-2222

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

８～10
Japan IT Week 秋2017／第７
回モバイル活用展〈秋〉

リードエグジビションジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8506
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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

９～10
第４回ダイヤミックときめきフェア
in新潟

ダイヤミック　東京本社
協同組合　新潟卸セン
ターNOCプラザ

☎03-5600-1590

10
2017年11月文書情報マネージャー
第16回認定資格取得セミナー

日本文書情報マネジメント協会 AP西新宿（東京） ☎03-5821-7351

15～16 RMGT Autumn Fair 2017 リョービMHIグラフィックテクノロジー 東京ショールーム ☎03-3927-1031

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）

15～17 産業交流展2017 産業交流展2017運営事務局 東京ビッグサイト ☎03-3263-8885

16
プロダクションデジタル印刷／
POD市場コンファレンス2017

キーポイントインテリジェンス
（旧インフォトレンズ）

東京コンファレンスセンター
・品川

☎03-5475-2663

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

17～18
文書情報管理士検定試験
受験対策セミナー（東京会場）

日本文書情報マネジメント協会 国際ファッションセンター ☎03-5821-7351

27
『印刷白書2017』発刊記念特別
セミナー

日本印刷技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3113

28 Adobe MAX Japan 2017 アドビシステムズ パシフィコ横浜
https://www.event-web.
net/adobemaxjapan/

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

29
平成29年11月度月刊研究会（東
京開催）

日本包装技術協会 日本包装技術協会会議室 ☎03-3543-1189

29～12／３ ポスターグランプリ in ぎふ 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」

☎058-295-4831

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
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

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

８～９
文書情報管理士検定試験
受験対策セミナー（東京会場）

日本文書情報マネジメント協会 大阪産業創造館 ☎03-5821-7351

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

2018年

１月

24～26 販促ワールド2018冬 リードエグジビションジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8505

２月

７～９ page2018 日本印刷技術協会
池袋　サンシャインシティ
文化会館

☎03-3384-3112

10 PintNext2018 PrintNext実行委員会 大阪市中央公会堂 ☎06-6208-2002

21 第１回地方創生EXPO リードエグジビションジャパン 幕張メッセ ☎03-3349-8505

３月

29
中国ワイドフォーマットコンファ

レンス2018
キーポイント　インテリジェンス

（旧インフォトレンズ）
国家会展センター（中国・
上海）

☎03-5475-2663

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、オリジナリティ溢れるデザインと色彩センスにより、日本を

はじめ世界各国にファンを持つマリメッコを取り上げる。特にマリメッコの現

在を支えるデザイナーの中から３名（パーヴォ・ハロネン、マイヤ・ロウエカ

リ、アイノ＝マイヤ・メッツォラ）に焦点をあて、その創作活動に迫る。11月

15 日には、３氏を招いたギャラリートークも行う。 

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363回企画展 11月15日（水）～01月13日（土） 

＜マリメッコ・スピリッツ - パーヴォ・ハロネン／マイヤ・ロウエカリ／アイノ＝マイヤ・メッツォラ 展＞ 
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