
※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

８月

～31
夏休み企画「カメラ＆フォトギャ
ラリーめぐりスタンプラリー」

日本カメラ博物館

オリンパスプラザ東京、キヤ
ノンプラザＳ、ケンコー・トキ
ナーサービスショップ、ソニー
イメージングギャラリー銀座、
ニコンミュージアム、フジフイ
ルム　スクエア写真歴史博
物館、リコーイメージングスク
エア銀座、LUMIX CLUB 
PicMate PHOTO GALLERY、
日本カメラ博物館

☎03-3263-7110

～９／２
明治150年記念「幕末・明治の古
写真展　建物にみる江戸東京」

JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03—3261—0300

～９／２
徳川美術館企画展「英雄たち
の戦国合戦」映像作品「大坂
冬の陣屏風図」上映

徳川美術館　名古屋市蓬左
文庫

蓬左文庫　映像ルーム（名
古屋）

☎052-935-9444

～９／17 GRAPHIC TRIAL 2018－Passion－ 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館P＆Pギャラリー ☎03-5840-2300

～10／14
夏季特別展「写真を変えるカメ
ラの魔法～素敵な写真のつくり
方～」

日本カメラ博物館 日本カメラ博物館 ☎03-3263-7110

１～３
第14回Gift Show in 上海／第

７回上海国際礼品家居用品展覧会
上海国際展覧中心

上海世貿商城（上海マー
ト）

☎03-3843-9851
（ビジネスガイド社）

４
JCII黒白写真　暗室基礎講座

（前編）
JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03-3261-0300

４～５ 真夏のデザインフェスタ2018 デザインフェスタ 東京ビッグサイト ☎03-3479-1433

７
第62回包装情報ステーション「知ら
なかったではすまされないEUにおけ
る一般データ保護規則（GDPR）」

日本包装技術協会
日本包装技術協会　会
議室

☎03—3543—1189

９
ワークショップ「ポップアップ絵
本をつくろう！」

凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館
☎03-5843-9857

（図書印刷）
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先
14 JCIIデジタル写真教室③（全６回） JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

18
明治150年記念　石黒敬章・伊
桜直美トークショー「“建物にみる
江戸東京”を語る」

JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03—3261—0300

21
Women’s インサイトセミナー～
女性の心をつかむ、これからの
マーケティング戦略とは～

共同印刷
宣伝会議　本社セミナー
ルーム

☎03—3475—7667

22～23
JAGAT Summer Fes 2018（夏
フェス）～デジタル×紙×マーケティ
ングの可能性

日本包装技術協会 日本印刷技術協会 ☎03-3384-3168

24～25 2018ハコの日
東京紙器工業組合　ハコの
日委員会

IKE・Bizとしま産業振興
プラザ

☎03-3624-2683

25
JCII黒白写真　暗室基礎講座

（後編）
JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03-3261-0300

25 なつやすみ活版歴史教室 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

28 JCIIデジタル写真教室④（全６回） JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

29～９／１
第86回東京インターナショナル・
ギフト・ショー 秋2018LIFE×
DESIGN

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9711

29～９／１ K-PRINT 2018 Korea E＆E社 KINTEX（韓国）
☎＋82-2-551-0102

（韓国）

30～９／１ サイン＆ディスプレイショウ2018 東京屋外広告美術協同組合 東京ビッグサイト ☎03-3626-2251

31～９／１
HOPE（HOKKAIDO PRINT 
EXPO）2018

HOPE実行委員会 アクセスサッポロ
☎011-595-8071

（北海道印刷工業組合）

９月

４～７
第86回東京インターナショナル・
ギフト・ショー秋2018

ビジネスガイド社 東京ビッグサイト ☎03-3843-9711

４～30 諸河久　作品展「軽便風土記」 JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03-3261-0300

８～９
第27回JAGRA SPACE-21 
全国協議会

日本グラフィックサービス工業会
石和名湯館　糸柳（山
梨県）

☎055-253-8101
（㈲トリオ印刷）

11
JUMP中国・四国2018＆ジョイ
ントセミナー

日本印刷技術協会
広島県印刷工業組合　会
議室

☎03-3384-3112

11 JCIIデジタル写真教室⑤（全６回） JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

12 印刷の月　式典 日本印刷産業連合会 ホテルニューオータニ ☎03-3553-6051

12～14 第20回自動認識総合展 日本自動認識システム協会 東京ビッグサイト ☎03-5825-6651

15
諸河久＋名取紀之講演会「軽
便風土記」を語る

JCIIフォトサロン JCIIフォトサロン ☎03-3261-0300

17
JUMP九州2018＆ジョイントセミ
ナー

日本印刷技術協会
福岡印刷会館／福岡サ
ンパレス

☎03-3384-3112
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

20～21
第60回大阪インターナショナル・
ギフト・ショー秋2018

ビジネスガイド社
大阪マーチャンダイズ・マー
ト

☎03-6258-0002

21～22
オーダーグッズビジネスショー
2018

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　
展示ホール

☎06-6924-6655

25 JCIIデジタル写真教室⑥（全６回） JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

28～29 SOPTECとうほく2018 東北地区印刷協議会
仙台卸商センター産業見
本市会館

☎022-284-7586
（宮城県印刷工業組合）

30～10／３ GRAPH EXPO 18 Graphic Arts Show Company社
McCormick Place（アメ
リカ）

☎＋1-703-264-7200
（アメリカ）

10月

２～５
TOKYO PACK 2018（東京国
際包装展2018）

日本包装技術協会 東京ビッグサイト ☎03-3543-1189

３～５ 関西ものづくりワールド2018 リードエグジビションジャパン インテックス大阪 ☎03—3349—8506

５～６ 全日本印刷文化典　高知大会 全日本印刷工業組合連合会 三翠園 ☎03-3552-4571

７～９
&THEN（THE DMA ANNUAL 

EVENT）
DMA

MGM Grand LasVegas
（アメリカ）

☎＋1-212-768-7277
（アメリカ）

12
2018年度DMME認定資格試験 
事前対策セミナー

日本ダイレクトメール協会 日本印刷会館 ☎03-5541-6311

11～13
第31回ホリゾンラインアップシス
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

17～19 デジタルドキュメントJAPAN2018 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

24～26 Japan IT Week 秋 リードエグジビションジャパン 幕張メッセ ☎03-5259-9056

24～28 THE 7th All in Print China
メッセ・デュッセルドルフ・上海、
他

中国・上海新国際展覧
中心（中国）

☎03-5210-9951

（メッセ・デュッセル）ドルフ・ジャパン

26～27 2018印刷産業夢メッセ
広島県印刷工業組合、中国
印刷機材協議会

ホテル広島ガーデンパレス ☎082-293-0906

27～28 イタリック体活字の世界 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

27～11／25 写真新世紀展2018 キヤノン 東京都写真美術館 ☎03—5482—3904

11月

14
2018年度DMマーケティングエキ
スパート認定資格試験

日本ダイレクトメール協会
東京：日本印刷会館／大
阪：新大阪丸ビル別館／
福岡：都久志会館）

☎03-5541-6311

23～25 ウルトラモデラーズ ホタルコーポレーション 大阪日本ボークスビル ☎06-6676-5525

30 JAGAT近畿大会2018 日本印刷技術協会 太閤園 ☎03-3384-3112
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