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No.I290-ISO/IEC 27001
No.E2204-ISO14001（本社・下丸子工場）
No.4412-ISO9001（本社・下丸子工場）

※掲載している情報は変更になることがございますので、事前に会場・主催者へご確認ください。

http://www.sezax.co.jp/imagestore/　TEL:03-3758-2511   e-mail:info@sezax.co.jp

インターネット日報アイレポートもご紹介して

おります。詳細は、担当営業へお問合せくだ

さい。

http://www.sezax.co.jp/ireport/

画像管理システム

面倒な写真管理の
効率化!!

ラベル管理
システム

オンラインでラベルの作成・管理・発注がで

きるラベルマネジメントシステムもご紹介中。

詳細は、担当営業へお問合せください。

http://www.sezax.co.jp/lms/

l

イメージストアは、インターネット上で画像を管理・共有するASP
サービス。印刷用の高解像度画像（EPSデータ）からJPEGデータ
等、いつでもどこからでも手軽に検索・ダウンロード。独自機能「カ
タログ検索」をはじめ、印刷会社ならではの質の高い画像管理サー
ビスをご提供します。

SEZAX •PAPER •INFORMATION

このカレンダーの使用紙は、100Kg、色はゆきです。

都や美しいという意味の枕詞を由来とする玉しき。
「きっか」は、紙にちりばめられた、菊の花をイメー
ジした模様が特徴的な紙です。
玉しきは、他に「あられ」、「さしこ」、「みずたま」
の三種の模様があります。

規格：
四六判Y目 70kg 　3色
四六判Y目　100kg 　7色
四六判Y目　200kg 　1色

製造元：特種東海製紙株式会社

このインフォメーションカレンダーは、毎号紙を変え
てお届けします。点線部分で切り取り、用紙見本と
してご活用ください。

玉しき（きっか）

□本 社 ・ 工 場  〒146-0091　大田区鵜の木2-9-7 TEL. 03(3758)2511*

□渋　谷　コ　ア 〒150-0002　渋谷区渋谷3-19-1 渋谷オミビル6F TEL. 03(3400)9211*

 5F TEL. 03(3400)9401*

□下 丸 子 工 場  〒146-0092　大田区下丸子2-20-4 TEL. 03(3758)2516*

株式会社セザックスクリエイティヴ

 〒150-0002　渋谷区渋谷3-19-1 渋谷オミビル2F TEL. 03(3409)4970*

株式会社セザックスドキュメントソリューションズ

 〒146-0091　大田区鵜の木2-9-7 TEL. 03(3758)2533*

http://www.sezax.co.jp

美術館・劇場・ギャラリー
FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
キヤノンギャラリーS　1 03-6719-9021
港区港南2-16-6CANON S TOWER（日、祝休館）

休 休 休 休 休 休 休 休 休

国立新美術館　
東京都港区六本木7-22-2（火曜休館）
http://www.nact.jp/

休 休 休 休 休 休 休

東京国立近代美術館工芸館　1 03-3214-2561（代表）
千代田区北の丸公園3-1（月曜休館）
http://www.momat.go.jp/

休 休 休 休 休

国立科学博物館　1 03-5777-8600
東京都台東区上野公園7-20
http://www.kahaku.go.jp/

休 休 休 休

FUJIFILM SQUARE　1 03-6271-3350
東京都港区赤坂9丁目7番地3号　東京ミッドタウン1F（年末年始除き無休）
http://fujifi lmsquare.jp/

Bunkamura ザ・ミュージアム
渋谷区道玄坂2-24-1　東急本店横Bunkamura B1
http://www.bunkamura.co.jp/museum/　1 03-3477-9111

休 休

東京都美術館　1 03-3823-6921
東京都台東区上野公園8-36（毎月第1・3月曜日休館）
http://www.tobikan.jp/index.html

休 休

パナソニック汐留ミュージアム　1 03-5777-8600
東京都港区東新橋1-5-1　パナソニック電工本社ビル4階（水曜休館）
http://panasonic-denko.co.jp/corp/museum/

休 休

野口 里佳 写真展：夜の星へ　～2/8
■ 無料

未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展文化庁芸術家在外研修の成果　～1/24
■ 一般：1,000円／大学生：500円

1920 ～ 2010年代 所蔵工芸品に見る　未来へつづく美生活展　～2/21
■ 一般：210円／大学生：70円

日本の科学者技術者展シリーズ第11回～ 「渋川春海と江戸時代の天文学者たち」　～3/6
■ 一般・大学生：620円／高校生以下・65歳以上：無料

白簱史朗 作品展　1/4 ～1/14
■ 無料

Xシリーズ5周年記念写真展　100 X-Photographers　1/15 ～1/20
■ 無料

鈴木一雄写真展 『日本列島 ―花乃聲（はなのこえ）―』　1/22～1/28
■ 無料

リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展　～3/6
■ 一般：1,500円／大学・高校生：1,000円／中学・小学生：700円

TOKYO 書 2016　公募団体の今　1/4 ～1/16
■ 一般：500円／65歳以上：300円　※学生以下は無料

ボッティチェリ展　1/16 ～ 4/3
■ 一般：1,600円／学生：1,300円／高校生：800円／65歳以上：1,000円（前売あり）※中学生以下は無料

イングリッシュ・ガーデン　英国に集う花々　1/16 ～ 3/21
■ 一般：1,000円／65歳以上：900円／大学生：700円／中・高校生：500円／小学生以下：無料

展示会場
FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

東京国際展示場（東京ビッグサイト）
江東区有明3-11-1　1 03-5530-1111

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA Season15　1/8～1/10
□連 冬スポ事務局　10120-64-1166
■ 一般・無料

第45回 ネプコン ジャパン　1/13～1/15
□連 ネプコン ジャパン 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

nano tech 2016 第15回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議　1/27～1/29
□連 nano tech 実行委員会 事務局／（株）ICSコンベンションデザイン　103-3219-3567
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

骨董ジャンボリー　1/8～1/10
□連 骨董ジャンボリー実行委員会　103-5983-5101
■ 一般・有料　1,000円（前売あり）

第2回 ウェアラブル EXPO　1/13～1/15
□連 ウェアラブル EXPO事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

ENEX 2016 第40回地球環境とエネルギーの調和展　1/27～1/29
□連 株式会社ICSコンベンション デザイン　103-3219-3569
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

平成28年東京消防出初式　1/6
□連 東京消防庁総務部総務課　103-3212-2111
■ 一般・無料

第6回 国際 照明器具 EXPO　1/13～1/15
□連 ライティング ジャパン 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

Smart Energy Japan 2016　1/27～1/29
□連 株式会社ICSコンベンション デザイン　103-3219-3569
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第17回 プリント配線板EXPO　1/13～1/15
□連 プリント配線板EXPO 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

Printable Electronics 2016　1/27～1/29
□連 株式会社ICSコンベンション デザイン　103-3219-3568
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第17回 半導体パッケージング技術展　1/13～1/15
□連 半導体パッケージング技術展 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

第27回 国際宝飾展 IJT2016　1/20～1/23
□連 国際宝飾展（IJT）事務局　103-3349-8503
■ 業界・無料（要登録）

新電力EXPO 2016　1/27～1/29
□連 株式会社ICSコンベンション デザイン　103-3219-3569
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第8回 国際 カーエレクトロニクス技術展　1/13～1/15
□連 国際 カーエレクトロニクス技術展 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

第4回 ガールズジュエリー東京　1/20～1/23
□連 ガールズジュエリー東京事務局　103-3349-8503
■ 業界・無料（要登録）

新機能性材料展 2016　1/27～1/29
□連 株式会社ICSコンベンション デザイン　103-3219-3568
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第8回 オートモーティブ ワールド　1/13～1/15
□連 オートモーティブ ワールド 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

第6回 化粧品 開発展 -COSME Tech2016-　1/20～1/22
□連 化粧品展開発展 事務局　103-3349-8509
■ 業界・無料（要登録）

3D Printing 2016　1/27～1/29
□連 3D Printing事務局　103-3219-3568
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第4回 コネクティッド・カーEXPO　1/13～1/15
□連 コネクティッド・カーEXPO 事務局　103-3349-8502
■ 業界・無料（要登録）

第4回 国際 化粧品展 -COSME TOKYO2016-　1/20～1/22
□連 国際 化粧品展 事務局　103-3349-8509
■ 業界・無料（要登録）

統合医療展2016　1/26・1/27
□連 統合医療展事務局　103-5296-1009
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

展示会場・美術館・ギャラリー
FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

東京国際フォーラム
千代田区丸の内3-5-1　1 03-5221-9000

幕張メッセ
千葉市美浜区中瀬2-1　1 043-296-0001

パシフィコ横浜
横浜市西区みなとみらい1-1-1　1 045-221-2155

ミハイロフスキー劇場バレエ　～旧レニングラード国立バレエ～　1/2・1/3
□連 光藍社チケットセンター　1050-3776-6184
■ 一般・有料　S席：15,000円／A席：13,000円／B席：11,000円／C席：9,000円／D席：7,000円

AIR DO PRESENTS 世界まるごとクラシック2016　～笑う門には福来たる～　1/11
□連 光藍社チケットセンター　1050-3776-6184
■ 一般・有料　5,500円（全席指定）　※当日窓口販売は500円増

ロベコ新春セミナー2016「グローバル投資の展望と新たな潮流」　1/21
□連 東洋経済 ロベコ新春セミナー2016事務局　103-3246-5599
■ 業界・無料　※事前登録制

ミハイロフスキー劇場バレエ　～旧レニングラード国立バレエ～　1/9・1/10
□連 光藍社チケットセンター　1050-3776-6184
■ 一般・有料　S席：15,000円／A席：13,000円／B席：11,000円／C席：9,000円／D席：7,000円

第10回 沖ノ鳥島フォーラム　1/17
□連 東京都産業労働局農林水産部水産課　103-5320-4848
■ 一般・無料（要事前申込）

平成27年度AMED再生医療公開シンポジウム　1/25
□連 再生医療公開シンポジウム事務局　東武トップツアーズ（株）内　103-5348-3896
■ 一般・無料（要事前登録）

『LOVE & DREAM』 －I. Sings Disney／ II. Sings TAKARAZUKA－　1/6～1/17
□連 阪急電鉄　歌劇事業部　103-5251-2071
■ 一般・有料　S席：8,800円／A席：6,000円／B席：3,000円

ランスタッド・アワード2016～エンプロイヤーブランド・リサーチ～　1/27
□連 ランスタッド・アワード2016 運営事務局　103-5275-1883
■ 業界・無料（招待客のみ）

平成28年千葉県警察年頭視閲　1/19
□連 千葉県警察本部警務部警務課　1043-201-0110
■ 一般・無料

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA Season15　1/22～1/24
□連 冬スポ事務局　10120-64-1166
■ 一般・無料

TOKYO AUTO SALON 2016　1/15～1/17
□連 東京オートサロン事務局　http://www.tokyoautosalon.jp/2016/
■ 一般・有料　2,200円／中・高校生:1,700円（前売あり）　小学生以下無料 ※保護者同伴に限る

冬スポ!!WINTER SPORTS FESTA Season15　1/30・1/31
□連 冬スポ事務局　10120-64-1166
■ 一般・無料

次世代ワールドホビーフェア'16 Winter 東京大会　1/23・1/24
□連 次世代ワールドホビーフェア事務局　103-5389-8101
■ 一般・無料

2016FCI千葉インターナショナルドッグショー　1/31
□連 JKC千葉ブロック協議会　1047-464-3214
■ 一般・有料　1,000円　※小学生以下 無料　※ペット同伴可

パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2015　～2/14
□連 パシフィコ横浜　1045-221-2155（総合案内）
■ 一般・無料

総合資格学院 合格祝賀会　1/11
□連 総合資格学院　1045-316-6817
■ 業界・無料

第42回 横浜植木株式会社 園芸総合展示会　1/20・1/21
□連 横浜植木株式会社 園芸部　1045-262-7400
■ 業界・無料（要事前申込）

第9回 ひな人形・五月人形 大ご奉仕会 in パシフィコ横浜　1/29～1/31
□連 株式会社東玉　http://www.tougyoku.com
■ 一般・無料
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