
※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

11月

～’19／1／20 印刷博物館×「活版印刷三日月
堂」コラボ企画　特別展

凸版印刷　印刷博物館、ポ
プラ社 印刷博物館 ☎03-5840-2300

～’19／1／20 展覧会「天文学と印刷」 凸版印刷　印刷博物館 印刷博物館 ☎03-5840-2300

～’19／3／10 特別展「フィルムカメラ展」 日本カメラ博物館 日本カメラ博物館 ☎03-3263-7110

～４ 第19回「PICの会」写真展 JCIIクラブ25 JCIIビル ☎03-3261-0300

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

～25 鈴木育男写真展「なつかしの昭
和時代」 JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

１～３ PHOTON FAIR 2018 浜松ホトニクス アクトシティ浜松 ☎053-452-2141

３ 鈴木育男講演会「なつかしの昭
和時代」を語る JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

３ JCII黒白写真　暗室基礎講座①
（フィルム現像とプリント） JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

７～10 メッセナゴヤ2018 メッセナゴヤ実行委員会 ポートメッセなごや ☎052-223-5708

９ 日本包装技術協会　第35回フ
レキシブルパッケージコース 日本包装技術協会 日本包装技術協会 ☎03-3543-1189

10 第20回ラベル関連ミニ機材展 東京都ラベル印刷協同組合 東商センター ☎03-3866-4561

10 JCII黒白写真　暗室ステップアッ
プ講座① JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

12 日本包装技術協会　第９回食品
包装コース（全５回）① 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

13～14 フレキソ・ジャパン2018 日本フレキソ技術協会 東京ファッションタウンビル ☎03-5155-7928

13～18 第９回ポスターグランプリ入賞・
入選作品展

愛知県・岐阜県・三重県・
石川県・富山県印刷工業組
合、愛知県印刷協同組合

名古屋市民ギャラリー栄 ☎052-962-5771

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

14～15 Printed Electronics USA IDTechEX社 Santa Clara Convention 
Center（アメリカ）

☎03-090-1704-1184
（日本事務局）

14～16 産業交流展2018 産業交流展2018運営事務局 東京ビッグサイト ☎03-3263-8885

17 JCII黒白写真　暗室ステップアッ
プ講座② JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

21 第26回全国日本包装技術研究
大会　東京大会 日本包装技術協会 幕張メッセ国際会議場 ☎03-3543-1189
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日付 展示会・イベント 主　 催 （事務局） 会　　場 問 合 先

21～22 オルフィス発売15th記念展示会
（東京会場） 理想科学工業 新宿NSビル ☎03-5441-6112

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

24 JCII黒白写真　暗室基礎講座② JCIIフォトサロン JCIIビル ☎03-3261-0300

28～29 オルフィス発売15th記念展示会
（神奈川会場） 理想科学工業 タカシマヤローズ ☎045-330-9938

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

12月

６～７ オルフィス発売15th記念展示会
（名古屋会場） 理想科学工業 ナディアパーク ☎052-262-9881

６～８ エコプロ2018 産業環境管理協会、日本経
済新聞社 東京ビッグサイト ☎03-6256-7355

12 日本包装技術協会　第９回食品
包装コース（全５回）② 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

12～13 オルフィス発売15th記念展示会
（大阪会場） 理想科学工業 グランキューブ大阪 ☎06-4705-6060

17～19
第14回Gift Show in 上海、

第７回上海国際礼品家居用品
博覧会

ビジネスガイド社 上海世貿商城（中国・
上海市） ☎03-3843-9851

24～25

文化鑑賞体験ツアー「文化秘
境、奈良　多武峰で体感する
月夜の能　橋本麻里と巡る“大
和の古道”２日間」

凸版印刷 奈良　多武峰 ☎03-5403-2300

2019年

１月

21～25 第70回全国カレンダー展（東京） 日本印刷産業連合会、フジ
サンケイ　ビジネスアイ 東京サンケイビル ☎03-3896-8201

23～24 第55回新春機材展PrintDoors 
2019 光文堂 名古屋市中小企業振興

会館（吹上ホール） ☎052-331-4113

24 JAGAT中部大会2019 日本印刷技術協会（JAGAT） 名古屋市中小企業振興
会館 ☎03-3384-3112

25 JAGAT中部大会ジョイントセミナー 日本印刷技術協会（JAGAT） 名古屋市中小企業振興
会館 ☎03-3384-3112

29 日本包装技術協会　第９回食品
包装コース（全５回）③ 日本包装技術協会 日本包装技術協会　会議室 ☎03-3543-1189

29～２／７ 第70回全国カレンダー展（大阪） 日本印刷産業連合会、フジ
サンケイ　ビジネスアイ

平和紙業ペーパーボイス
大阪 ☎03-3896-8201

30～31 組合まつり in TOKYO 東京都中小企業団体中央会 東京国際フォーラム ☎03-3542-0040

今月のｇｇｇ（ギンザグラフィックギャラリー）

 
 

 今回の ggg は、従来の『ADC 展』から名称を新たにした「日本のアート

ディレクション展」を、10月 29 日から 11月 22 日まで開催している。会

場では、東京アートディレクターズクラブによる厳正な審査により選出さ

れた作品の数々を、制作者の企画意図と併せて展示する。一般作品の展示

は、クエイションギャラリーG8で行う。 

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 

今月の ggg 
10月29日（月）～11月22日（木） 

＜ 日本のアートディレクション展 2018 ＞ 
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