
※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

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。

Web上で執筆から仕上がり確認、書籍データ

の管理、そして印刷まで行えるサービスです。

詳細は、下記ホームページをご覧ください。

http://seizandobook.jp/

オンライン
書籍作成サービス

SEZAX •PAPER •INFORMATION

このカレンダーの使用紙は、四六判110Kgです。

ダルアート紙のベストセラー。格調と気品を備えた最高級印刷
用紙。文字の可読性と絵柄の艶を活かした表現が可能です。
サテン金藤N EFは「適切に管理された森林」からの資源を利
用した、国際的な森林認証制度の一つであるFSCの基準に基
づいて生産されたFSC森林認証取得用紙でもあり、それを示
すFSCラベルを用いた印刷物を作ることが出来ます。

規格：
4/6判 T・Y目 90kg 110kg 135kg 150kg 160kg 180kg
キク判 T・Y目 62.5kg 76.5kg 93.5kg 104kg 111kg 125kg

製造元：王子製紙株式会社

サテン金藤N EF

□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

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

江戸東京博物館　1 03-3626-9974
東京都墨田区横網1-4-1（月曜休館）
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

休 休 休

東京都庭園美術館　1 03-3443-0201（代表）
東京都港区白金台5-21-9（毎月第2・4水曜日休館）
www.teien-art-museum.ne.jp/

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

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 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 休 休

田中 光常 写真展：動物たち　～7/7
■ 無料

日本スポーツプレス協会40周年記念報道展 記憶に残る一枚 ―そしてTOKYO―　7/8～8/22
■ 無料

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵　ルノワール展　～8/22
■ 一般：1,600円／大学生：1,200円／高校生：800円

大妖怪展　土偶から妖怪ウォッチまで　7/5～8/28
■ 一般：1,350円／大学生・専門学校生：1,080円／高校生・65歳以上：680円（前売あり）

こどもとファッション　小さい人たちへの眼差し　7/16～8/31
■ 一般：1,100円／大学生：880円／中・高校生・65歳以上：550円（前売あり）

FUJIFILM SQUARE 企画写真展「南米大陸 いちばん遠い地球」～熱狂の大地がやってきた！～　～7/13
■ 無料

“PHOTO IS” 想いをつなぐ。30,000人の写真展2016　7/15～7/20
■ 無料

第39回　女性だけの写真展　7/29 ～ 8/4
■ 無料

西洋更紗 トワル・ド・ジュイ展　6/14～7/31
■ 一般：1,400円／大学・高校生：1,000円／中学・小学生：700円

ポンピドゥー・センター傑作展 ―ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで―　～9/22
■ 一般：1,600円／大学生・専門学校生：1,300円／高校生：800円／65歳以上：1,000円　※中学生以下は無料

ミケランジェロ展　ルネサンス建築の至宝　～8/28
■ 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

東京キャンピングカーショー2016　7/2・7/3
□連 東京キャンピングカーショー2016実行委員会事務局
■ 一般・有料　1,000円（前売あり）

第1回 広告宣伝EXPO　7/6～7/8
□連 広告宣伝EXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

リフォーム産業フェア2016　7/12・7/13
□連 リフォーム産業新聞社　103-6252-3450
■ 業界・無料（要事前登録）

施設園芸・植物工場展2016（GPEC）　7/27～7/29
□連 施設園芸・植物工場展（GPEC）事務局　103-3503-7703
■ 一般・有料　1,000円（招待券持参者無料）

第7回 ファッション雑貨EXPO　7/6～7/8
□連 ファッション雑貨EXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

国際モダンホスピタルショウ2016　7/13～7/15
□連 ホスピタルショウ事務局　103-3403-8615
■ 業界・有料　3,000円（招待券持参者無料）

メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2016　7/20～7/22
□連 メンテナンス・レジリエンス TOKYO事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第11回 国際 雑貨EXPO　7/6～7/8
□連 国際 雑貨EXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第11回 オフィスセキュリティEXPO　7/13～7/15
□連 オフィスセキュリティEXPO 事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

生産と設備TOKYO 2016　7/20～7/22
□連 生産と設備TOKYO事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第8回 ベビー&キッズEXPO　7/6～7/8
□連 ベビー&キッズEXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第10回 オフィス防災EXPO　7/13～7/15
□連 オフィス防災EXPO 事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

第2回 気象・環境テクノロジー展　7/20～7/22
□連 気象・環境テクノロジー展事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第5回 キッチンウェアEXPO　7/6～7/8
□連 キッチンウェアEXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第7回 省エネ・節電EXPO　7/13～7/15
□連 省エネ・節電EXPO 事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

インバウンド・ジャパン2016　7/20～7/22
□連 インバウンド・ジャパン事務局　103-6811-8084
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第8回 販促EXPO　7/6～7/8
□連 販促EXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第6回 オフィスサービスEXPO　7/13～7/15
□連 オフィスサービスEXPO 事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

第2回 猛暑対策展　7/20～7/22
□連 猛暑対策展事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

高齢者住宅フェア2016 in東京　7/27・7/28
□連 高齢者住宅新聞社　103-3543-6852
■ 業界・無料

第27回 国際 文具・紙製品展 ISOT2016　7/6～7/8
□連 ISOT事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第3回 ワークスタイル変革EXPO　7/13～7/15
□連 ワークスタイル変革EXPO事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

ハンドメイドインジャパンフェス 2016　7/23・7/24
□連 HMJ2016事務局　103-6447-0105
■ 一般・有料　1,500円（前売あり）

第3回 営業支援EXPO　7/6～7/8
□連 営業支援 EXPO 事務局　103-3349-8505
■ 業界・無料（要登録）

第1回 会計・財務EXPO　7/13～7/15
□連 会計・財務 EXPO事務局　103-3349-8515
■ 業界・無料（要登録）

みらい市2016　7/22・7/23
□連 みらい市2016実行委員会　103-3665-9165
■ 業界　※詳細は事務局へ問い合わせ下さい

癒しフェア 2016 in 東京　7/30・7/31
□連 株式会社エルアウラ　103-6459-3003
■ 一般・有料　1,000円

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

大江戸骨董市　7/3
□連 大江戸骨董市実行委員会事務局　103-6407-6011
■ 一般・無料

新・農業人フェア　7/16
□連 新・農業人フェア運営事務局　103-6705-1016
■ 一般・無料

ケーブル技術ショー2016　7/28・7/29
□連 ケーブル技術ショー事務局　103-5919-0842
■ 一般・無料

「公認会計士の日」記念特別講演会　7/5
□連 日本公認会計士協会東京会 広報課　103-3515-1184
■ 一般・無料（要事前申込／先着順）

大江戸骨董市　7/17
□連 大江戸骨董市実行委員会事務局　103-6407-6011
■ 一般・無料

第24回 日本テディベア with Friends コンベンション　7/30・7/31
□連 特定非営利活動邦人 日本テディベア協会　103-6277-3638
■ 一般・有料　1,000円　※小学生以下無料

古河林業の家 大抽選会　7/10
□連 古河林業株式会社　103-3201-5061
■ 一般・無料（要事前申込）

青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』　7/24～8/3
□連 ホリプロチケットセンター　103-3490-4949
■ 一般・有料　ドリームシート：8,000円／Ｓ席：8,500円／Ａ席：3,500円

ヤマハ ピアノ・エレクトーンフェア2016　7/2・7/3
□連 （株）ヤマハミュージックジャパン　103-5488-5436
■ 一般・無料

池田屋ランドセル展示受注会　7/17
□連 池田屋　10120-15-8983
■ 一般・無料

ララちゃんランドセル展示会　7/30
□連 株式会社 羅羅屋　10120-77-1001
■ 一般・無料

第3回 ライブ&イベント産業展　7/6～7/8
□連 リード エグジビション ジャパン株式会社　103-3349-8507
■ 業界・招待券持参者無料

ワンダーフェスティバル2016［夏］　7/24
□連 ワンダーフェスティバル実行委員会　106-6909-5660
■ 一般・有料　2,500円　※小学生以下無料

産業とくらしの関東グランドフェア2016　7/8・7/9
□連 ユアサ商事株式会社　103-6369-1177
■ 業界・無料

キョーリン製薬グループ presents からだのひみつ大冒険DX（デラックス）　7/16～8/28
□連 からだのひみつ大冒険DX事務局　1043-296-5500
■ 一般・有料　大人：1,600円／子ども：900円（前売あり）　※2歳以下無料

第11回再生可能エネルギー世界展示会　～7/1
□連 再生可能エネルギー協議会　info@renewableenergy.jp
■ 一般・無料（要登録）

ステンドグラス一般開放　7/6
□連 パシフィコ横浜総合案内　1045-221-2155
■ 一般・無料

ステンドグラス一般開放　7/19
□連 パシフィコ横浜総合案内　1045-221-2155
■ 一般・無料

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2016　7/29・7/30
□連 ヨッテク事務局　1045-473-0666
■ 一般・無料

フューネラルビジネスフェア2016　7/5・7/6
□連 事務局（綜合ユニコム株式会社内）　103-3563-0420
■ 業界・無料

世界鉄道博2016　7/16 ～ 9/11
□連 ハローダイヤル　103-5777-8600
■ 一般・有料　高校生以上：1,300円／3歳～中学生：700円　※2歳以下は無料
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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）

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。
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