
※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
2018年

２月

～３
第85回東京インターナショナル・
ギフト・ショー春2018　LIFE×
DESIGN

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

～８
第69回全国カレンダー展・大阪
会場

日本印刷産業連合会 ペーパーボイス大阪 ☎03-3553-6051

～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

～３／４
世界のブックデザイン2016－17　feat.21
世紀チェコのブックデザイン

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

１～２
モトヤコラボレーションフェア2018
大阪

モトヤ 大阪マーチャンダイズ・マート ☎06-6261-1931

１～２
第17回文書情報マネージャー認
定資格取得セミナー

日本文書情報マネジメント協会 LMJ東京研修センター ☎03-5821-7351

３ JAGDA School 2018 【１回目】 日本グラフィックデザイナー協会
東京ミッドタウン・デザイン
ハブ

☎03-5770-7509

６～７ NEW YEAR SHOW2018
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

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

７ 実践！ソリューションフェア2018 大塚商会
ザ・プリンス　パークタワー
東京

jsfmail@otsuka-
shokai.co.jp

７～９

第85回東京インターナショナル・ギフト・
ショー春2018　TOY×STATIONERY
×LICENSE、FASHION×BEAUTY、
OVERSREAS

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9851

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

2018 PRINTING CALENDAR
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

11 JAGDA School 2018 【２回目】 日本グラフィックデザイナー協会
東京ミッドタウン・デザイン
ハブ

☎03-5770-7509

13～14
第６回マーケティング・テクノロ
ジーフェア2018

UBMジャパン 東京ビッグサイト ☎03-5296-1020

14～16
コンバーティングテクノロジー総合
展2018／3D Printing 2018

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

15～16 ショーワ新春ショー ショーワ 本社ショールーム ☎03-3263-6141

15～16
第43回段ボール包装設計コース

（座学＆実習）
日本包装技術協会

日本包装技術協会
会議室（東劇ビル）

☎03-3543-1189

16～17
第32回ホリゾンプライベーチョ
ショー in 福岡

ホリゾン西コンサル
ホリゾン西コンサルショー
ルーム

☎075-933-3060

20

電子出版ビジネスモデル研究会
オープンセミナー「最新の米国
出版（電子出版）と印刷・流
通プラットフォーマーの動向」

電子出版制作・流通協議会 JCIIビル ☎03-6380-8207

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

21 Ｍ＆Ａカンファレンス2018 Ｍ＆Ａセンター
ANAインターコンチネンタ
ルホテル東京

☎0120-169-785

21～23
第４回インターフェックス大阪／
2018Japan IT Week関西

リードエグジビションジャパン インテックス大阪 ☎03-3349-8509

22～23 神戸マッチングフェア2018 姫路モトヤ 神戸ファッションマート９F ☎078-612-9221

26～３／８ 第59回全国カタログ展・大阪会場 日印産連 ペーパーボイス大阪 ☎03-3553-6051

３月

６～９
Japan Shop 2018、SECURITY 
SHOW、LED NEX STAGE、他

日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-5777-8600

６～９
日経メッセ　街づくり・店づくり
総合展（後半）

日本経済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-4531-0210

10～12 Printing South China2018 Assale Exhibition Services
China Import ＆ Export 
Fair Pazhou Complex

（中国・広州）

☎＋852-2516-3363
（香港）

14～15
第59回大阪インターナショナル・
ギフトショー春2018

ビジネスガイド社 マーチャンダイズマート ☎03-3843-9851

28～31

2018上海国際印刷・包装・
製紙産業総合展＆フォーラム、
2018上海国際デジタル＆エクス
プレス印刷設備展＆フォーラム

上海国際印刷・包装・製紙
産業総合展組織委員会、他

国家会展センター（中国・
上海）

☎042-799-2856

（中国産業見本
　市日本事務局）

28～31 2018中国上海国際ラベルショー
新聞出版電総局印刷発行
管理司、他

国家会展センター（中国・
上海）

☎042-799-2856

（中国産業見本
　市日本事務局）

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
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４月

13～14 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

☎022-782-2821

18～19 JP2018 JP産業展協会 マイドームおおさか

18～21 第８回岐阜工場新技術発表会 桜井グラフィックシステムズ 岐阜工場 ☎0575-33-1026

24～26 Sign ＆ Digital UK 2018 Faversham House社
The NEC

（イギリス・バーミンガム）
http://www.signuk.
com

５月

９～11

2018Japan IT Week春（通販
ソリューション展、Web＆デジタ
ルマーケティングEXPO、ビッグ
データ活用展、他）

リードエグジビションジャパン 東京ビッグサイト ☎03-3349-8504

11 シタラフェア2018 設楽印刷機材 ビエント高崎ビッグキューブ ☎027-261-7000

17～18
第22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

17～19 第26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 ☎03-3652-7631

６月

１～２
2018九州印刷情報産業展、九
州サイン＆ディスプレイショウ

九州印刷材料協同組合、福
岡県印刷工業組合、福岡
印刷工業組合、九州広告
美術業組合連合会

福岡国際センター ☎092-271-3773

１～２ ISSEISHAフェア 一誠社 サンメッセ香川 ☎087-867-1148

１～３
ジャグラ第53回総会・第60回文
化典　福岡大会

日本グラフィックサービス工業
会／ジャグラ九州地方協議
会／ジャグラ福岡県支部

ホテル日航福岡、他 ☎03-3667-2271

７～９
第14回福岡インターナショナル・
ギフト・ショー2018

ビジネスガイド社 マリンメッセ福岡 ☎03-3843-9901

８～９ 2018北陸印刷機材展 ホッカツ 石川県産業展示館 ☎076-291-5050

14～15 姫路モトヤ印刷機材展2018（仮称） 姫路モトヤ 姫路商工会議所 ☎079-282-0876

21～22 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

27～29 第31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 ☎03-3349-8509

７月

４～６
第10回販促EXPO夏／紙製品
展ISOT

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

26～31
IGAS2018（国際総合印刷テク
ノロジー＆ソリューション展）

IGAS2018実行委員会 東京ビッグサイト ☎03-3434-2656
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