
※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。

SEZAX •PAPER •INFORMATION

このカレンダーの使用紙は、4/6判100Kgです。

「ソルジェンテ」とはイタリア語で「泉」を意味します。
高級感のある画材紙風合いに、オフセット印刷が見
事に再現できる印刷用紙です。 インキ面のしっとり
としたグロス感により、美しく奥行きのあるグラフィッ
ク表現を可能にしました。

規格：
4/6判 Y目 100Kg 130Kg 180Kg 200Kg
キク判 Y目 69.5Kg 90Kg 125Kg 139Kg

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。

ソルジェンテ

□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*

□関　西　コ　ア 〒530-0047　大阪市北区西天満5-8-8 

 VEGA VI高橋ビル別館803  TEL. 06(6131)0410*

□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

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

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

美術館・劇場・ギャラリー
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 MON TUE WED

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

国立新美術館　1 03-5777-8600
東京都港区六本木7-22-2（火曜休館）
http://www.nact.jp/

休 休 休 休 休

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

休 休

東京都庭園美術館　1 03-3443-0201
東京都港区白金台5-21-9（第2・第4水曜休館）
https://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/

　

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 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 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

写真展：PARA ATHLETE　パラアスリートたちの息づかいとパラスポーツの興奮　～7/17
■ 無料

クリスチャン・ボルタンスキー - Lifetime　～9/2
■ 有料　一般：1,600円／大学生：1,200円／高校生：800円　※中学生以下入場無料

みんなのミュシャ　ミュシャからマンガへ ̶ 線の魔術　7/13～9/29
■ 有料　一般：1,600円／大学・高校生：1,000円／中学・小学生：700円（前売あり）

キスリング展　エコール・ド・パリの夢　～7/7
■ 有料　一般：1,100円／大学生：880円／中学生・高校生・65歳以上：550円　※小学生以下入場無料

1933年の室内装飾　朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと　7/20～9/23
■ 有料　一般：900円／大学生：720円／中学生・高校生・65歳以上：450円　※小学生以下入場無料

FUJIFILM SQUARE 企画写真展　11人の写真家の物語。新たな時代、令和へ　「平成・
東京・スナップLOVE」　Heisei - Tokyo - Snap Shot Love　～7/10　■ 無料

“PHOTO IS” 想いをつなぐ。50,000人
の写真展 2019　7/12～7/17　■ 無料

全日本写真連盟築地クラブ　写真展
「残像・築地」　7/19～7/25　■ 無料

第42回　女性だけの写真展　
7/26～8/1　■ 無料

特別展「江戸のスポーツと東京オリンピック」　7/6～8/25
■ 有料　一般：1,000円／中学生（都外）・高校生・大学・専門学校生・65歳以上：500円　※中学生（都内）・小学生以下無料

クリムト展　ウィーンと日本 1900　～7/10
■ 有料　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　※中学生以下無料

伊庭靖子展　まなざしのあわい　7/20～10/9
■ 有料　一般：800円／大学生・専門学校生：400円／65歳以上：500円　※高校生以下無料

マイセン動物園展　7/6～9/23
■ 有料　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
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 MON TUE WED

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

第21回 インターフェックス ジャパン - ［医薬品］ ［化粧品］ ［洗剤］ 製造・包装展 -　7/3～7/5
□連 リードエグジビションジャパン株式会社　103-3349-8509
■ 業界・有料　5,000円（招待券持参者無料）

ハンドメイドインジャパンフェス2019　7/20・7/21
□連 HMJ運営事務局　103-6447-0105
■ 一般・有料　1,500円（前売あり）

住まい×介護×医療展2019 in東京　7/23・7/24
□連 株式会社高齢者住宅新聞社 事務局　103-3543-6852
■ 一般・無料

第13回 インファーマ ジャパン - ［国際］ 医薬品原料 展／第3回 バイオ医薬 EXPO　7/3～7/5
□連 リードエグジビションジャパン株式会社　103-3349-8509
■ 業界・有料　5,000円（招待券持参者無料）

東京キャンピングカーショー2019　7/20・7/21
□連 東京キャンピングカーショー2019実行委員会 事務局　103-3405-1815
■ 一般・有料　1,000円

メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2019　7/24～7/26
□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1回 ファーマラボ EXPO - ［医薬品］ 研究開発 展 -／第1回 再生医療 産業化 展 【東京】　7/3～7/5
□連 リードエグジビションジャパン株式会社　103-3349-8509
■ 業界・有料　5,000円（招待券持参者無料）

雨対策WEEK 2019 - 第1回 雨具EXPO／第1回 防水技術展　7/24～7/26
□連 雨対策WEEK事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

ブライダル産業フェア／パーティー＆アニバーサリーフェア　7/30・7/31
□連 ブライダル産業新聞社　103-5537-8531
■ 業界・無料（要登録）

SPORTEC × ヘルス&フィットネスジャパン　7/9～7/11
□連 SPORTEC事務局　103-6273-0403
■ 一般・有料　2,000円（事前登録者無料）

第11回 生産システム見える化展 第2回 自動化・省人化ロボ展　7/24～7/26
□連 生産システム見える化展事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

賃貸住宅フェア2019 in 東京　7/30・7/31
□連 賃貸住宅フェア主催者事務局　103-6663-4526
■ 業界・無料

FOOMA JAPAN 2019（国際食品工業展）　7/9～7/12
□連 FOOMA JAPAN運営事務局　103-6809-3745
■ 業界・有料　1,000円（事前登録者無料）

SUMMER TREND TOKYO 2019　7/24～7/26
□連 SUMMER TREND TOKYO事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

リフォーム産業フェア2019　7/30・7/31
□連 リフォーム産業フェア事務局　103-6252-3450
■ 業界・無料 

インテリア ライフスタイル　7/17～7/19
□連 メッセフランクフルト ジャパン株式会社　103-3262-8443
■ 業界・有料　2,000円（事前登録者無料）

文教と公共の施設フェア2019　7/24～7/26
□連 文教と公共の施設フェア事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

ホテル＆旅館改装展　7/30・7/31
□連 リフォーム産業フェア事務局　103-6252-3450
■ 業界・無料 

国際モダンホスピタルショウ2019　7/17～7/19
□連 ホスピタルショウ事務局　103-3403-8615
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

第1回 肉体労働者の疲労回復展　7/24～7/26
□連 肉体労働者の疲労回復展事務局　103-3434-1988
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

ビル・マンションメンテナンス展　7/30・7/31
□連 リフォーム産業フェア事務局　103-6252-3450
■ 業界・無料 

通信・放送Week 2019／第19回 光通信技術展 - FOE2019 -／第3回 映像伝送EXPO - VCOM2019 -／第2回 4K・8K映像技術展／第2回 5G/IoT通信展　7/17～7/19
□連 リードエグジビションジャパン株式会社　103-3349-8568
■ 業界 ・有料　5,000円（招待券持参者無料）

店舗・商業施設リニューアル展／オフィス空間リノベーション展　7/30・7/31
□連 リフォーム産業フェア事務局　103-6252-3450
■ 業界・無料 

展示会場・劇場
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 MON TUE WED

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

東京文化会館
東京都台東区上野公園5-45　1 03-3828-2111

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

2019年7月1日～2019年9月30日
長期修繕工事のため全貸出施設休館

白戸美帆 フルート・リサイタル　7/8
□連 日本演奏連盟　103-3539-5131
■ 一般・有料　自由席：2,500円

ティータイムコンサート　7/12
□連 東京文化会館 事業係　103-3828-2111
■ 一般・無料

第131回 アンサンブル of トウキョウ 定期演奏会 「J.S.バッハ」　7/16
□連 アンサンブル of トウキョウ事務局　103-3426-2010
■ 一般・有料　自由席：3,500円／学生：2,500円

上野 de クラシックVol.31 渡邉千春（ヴィオラ）　7/25
□連 東京文化会館 事業係　103-3828-2111
■ 一般・有料　自由席：540円　※未就学児入場不可

玉井菜採&津田裕也 ヴァイオリン・リサイタル　7/9
□連 東京アーティスツ　103-3440-7571
■ 一般・有料　自由席：4,000円／学生：3,000円

オペラ夏の祭典2019-20 Japan⇔Tokyo⇔World『トゥーランドット』　7/12～7/14
□連 東京文化会館 事業係　103-3828-2111
■ 一般・有料　※詳細はHPをご覧ください　※未就学児入場不可

エイフマン・バレエ『ロダン～魂を捧げた幻想～』（全2幕）　7/18・7/19
□連 ジャパン・アーツぴあ　10570-00-1212
■ 一般・有料　※詳細はHPをご覧ください　※4歳未満入場不可

第14回二期会研究会駅伝コンサート　7/27
□連 二期会チケットセンター　103-3796-1831
■ 一般・有料　自由席：4,000円／学生：2,000円

2019年 タチカワブラインド 新製品発表会　7/4
□連 立川ブラインド工業株式会社 千葉支店　1043-252-2821
■ 業界・無料

ニチベイ新商品発表会「ネオフェスタ2019」　7/10・7/11
□連 株式会社ニチベイ　1043-308-0410
■ 業界・無料

8つの迷路王国　7/20～9/1
□連 8つの迷路王国実行委員会　1043-297-8270
■ 一般・有料　中学生以上：1,800円／小学生：1,000円／3歳以上：600円（前売あり）　※２歳以下無料

産業とくらしの関東グランドフェア2019　7/5・7/6
□連 産業とくらしの関東グランドフェア事務局　103-6369-1177
■ 業界・無料

XFLAG PARK2019　7/13・7/14
□連 株式会社ミクシィ XFLAG　 support-park2019@xfrag.com
■ 一般・有料　※詳細はHPをご覧ください　

ジャンプビクトリーカーニバル2019　7/21
□連 ジャンプビクトリーカーニバル2019テレフォンセンター　103-3230-8439
■ 一般・無料（完全招待制）

ワンダーフェスティバル2019［夏］　7/28
□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

第1回お米産業展　7/3～7/5
□連 お米産業展実行委員会　103-5363-1701
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

家具・インテリア ダイナミックバーゲン　7/13～7/15
□連 株式会社村内ファニチャーアクセス　10120-94-1216
■ 一般・無料（要事前申込）

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド2019　7/26・7/27
□連 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団　1045-473-0666
■ 一般・無料

第7回 CAFERES JAPAN　7/3～7/5
□連 カフェレスジャパン実行委員会　103-5363-1701
■ 業界・有料　3,000円（事前登録者無料）

公益財団法人 風に立つライオン基金 Presents さだまさしチャリティーコンサート at パシフィコ横浜　7/30
□連 チケットポート　103-5561-9001
■ 一般・有料　全席指定：10,800円　※未就学児入場不可

第14回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム／PVJapan2019 太陽光発電展示会＆フォーラム　7/10～7/12
□連 展示会事務局　103-5297-8855
■ 一般・無料

高校生ボランティア・アワード2019　7/29・7/30
□連 公益財団法人 風に立つライオン基金　http://lion.or.jp/
■ 一般・無料
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