
日本では年間で数百件に及ぶ、様々な展示会、見本市、イベントが行われています。

今回は、2020年に行われる展示会をわかる範囲でまとめてみました。

今後の販促計画や情報収集、新たなビジネスチャンスとしてぜひご活用ください。

I N F O R M A T I O N  O F  M A R U S H O

丸 庄 発 、 選 り す ぐ り の 情 報 を お 届 け し ま す 。
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展示会の販促ツールはお任せください
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展示会・見本市スケジュール一覧
※東京で開催される主なイベントを掲載しています。予定は変更されることがございます。

展示会の面倒な
『細かい販促ツール』
得意分野の１つです

丸庄情報だけでなく、北千住・足立区のお得な

情報をFacebookで掲載しています。

励みになりますので、皆さんの

　　　　　 をお待ちしております！

【お礼】1月31日～2月12日まで開催されたソラマチでのイベントは、新型コロナウィルスの影響もありましたが、おかげ様で大盛況でした。　ありがとうございました。

４月 国際生地・素材EXPO【春】
 国際アクセサリーEXPO【春】

 AI・人工知能EXPO

 先端デジタルテクノロジー展

 コンテンツ配信・管理展

 国際バッグEXPO【春】

 映像・ＣＧ制作展

 クリエイターEXPO

 ライセンシングジャパン

 　　　　　＜キャラクター＆ブランドライセンス展

 コンテンツ東京2020

 国際ファッションOEMEXPO【春】

 国際シューズEXPO【春】

 ファッションワールド東京【春】

 エクステリア×ガーデンエキシビション2020

 WOF-2020年ワールドオプチカルフェア

 TECHNO-FRONTIER 2020

 ジャンボびっくり見本市東京

 食肉産業展2020

 ファベックス2020

 デザート・スイーツ＆ベーカリー展

 オフィスセキュリティEXPO

 オフィス防災EXPO

 ビューティーワールドジャパン

 HFE JAPAN 2020ヘルスフードエキスポ

 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO 2020)

 2020日本ホビーショー

 IDE TOKYO ドローンソリューション＆技術展2020

5月 ワイヤレスジャパン2020
 運輸・交通システムEXPO2020

 ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2020

 非住宅建築フェア2020

 自治体総合フェア2020

 2020マイクロエレクトロニクスショー

 　　　　　　(最先端実装技術・パッケージング展）

 JPCA Show 2020(国際電子回路産業展)-2020

 WIRE Japan Show 2020（電気・光伝送技術展）

 有機デバイス総合展2020

 　　　　　　　　　（IoT対応半導体・回路基板展）

 JISSO PROTEC 2020（実装プロセステクノロジー展）

 Smart Sensing 2020

6月 インテリア ライフスタイル
 試作市場（しさくいちば）2020

 微細・精密加工技術展2020

 RE-CARE JAPAN リハビリ・介護予防サービスEXPO-

 ホームヘルス＆ダイエットEXPO-H&D Expo

 リラクゼーションEXPO

 SPORTEC×HEALTH&FITNESS

 スポーツウェア＆用品EXPO

 FOOMA JAPAN 2020-国際食品工業展

 Japan マーケティングWeek【夏】

 販促EXPO【夏】

 店舗運営EXPO【夏】

 看板・ディスプレイEXPO【夏】

7月 IMHS2020-国際モダンホスピタルショウ2020
 DESIGN TOKYO-国際デザイン製品展

 国際ベビー＆キッズEXPO【夏】

 国際ファッション雑貨EXPO【夏】

 国際テーブル＆キッチンウェアEXPO【夏】

 国際インテリア雑貨EXPO【夏】

 ライフスタイルWeek【夏】

 国際ヘルス＆ビューティグッズEXPO【夏】

 国際文具・紙製品展ISOT

 国際雑貨EXPO【夏】

 栄養食品素材展

 P&B JAPAN

 冷凍・レトルト・インスタント食品素材技術展

10月 HRテック＆ラーニングテクノロジー2020
 デジタルものづくり2020

 ジャパンジュエリーフェア2020

 FinTech&ブロックチェーン2020

 国際福祉機器展 H.C.R.2020

 ファッションEXPO【秋】ワールド東京【秋】

 国際生地・素材EXPO【秋】

 国際アクセサリーEXPO【秋】

 国際バッグEXPO【秋】

 国際シューズEXPO【秋】

 IFFT/インテリアライフスタイルリビング

11月 Japan Home & Building Show2020
 香りデザイン東京

 アグロ・イノベーション2020-農業資材展

 ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2020

 次世代ヘルスケアプロジェクト2020

 HOSPEX Japan 2020

 インテリアトレンドショーJAPANTEX 2020

 消臭･脱臭･防臭ソリューション展

 鳥獣対策・ジビエ利活用展 2020

 野菜・果物ワールド2020

 草刈り・除草ワールド 2020

 フローラル・イノベーション 2020

 HOSPEX Japan 2020-病院設備機器展

 コールセンター/

 　　　　　CRMデモ&コンファレンス2020 in 東京

 食品開発展2020

 宗教用品産業展

 メモリアルストーンショー

 エンディング産業展

 SPORTEC for LEISURE & GAME

 スポーツイベントサービスEXPO

 スポーツファシリティEXPO

 スポーツエンターテインメントEXPO

日程：4月4日 ( 土 )・5日 (日 )
時間：午前 10時～午後 4時まで

桜の花が見ごろとなる都立舎人公園で、

友好都市の物産展をはじめ、たくさんの

楽しいイベントが行われます。おいしい

ものを食べて、飲んで、くつろぎながら

足立の春を満喫できる、舎人公園の特

別な2日間です。              あだち観光ネットより

DESIGN：丸庄

今年も丸庄デザインが採用！　  舎人公園

※新型コロナウイルスの影響によりイベント情報が
　変更になる可能性がございます。
　おでかけの際は、事前にご確認ください。
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お問い合わせは

Tel . 03-3881-2131（代）
［ 本　　社 ］〒120-0034  東京都足立区千住4-16-12 

［ 川口工場 ］〒332-0002  埼玉県川口市弥平2-15-24

www.msmarusho.co.jp
株式会社丸庄

　データ入稿ではお客様にご確認いただかないと進められないことがあり

ます。前回に続き「データ入稿でのよくある仕上がりに影響する事項」トップ3

の内容をお届けいたします。

第２位　画像の解像度が低い
画像の解像度 とは

　その画像がどのくらいの密度で構成されているかを表す数字のことです。1

インチの中に、いくつのピクセル（マス）が並んでいるのかを表しており、1イ

ンチあたりのピクセルの数が多いほ

ど、画像解像度が高いといえます。

　画面で見て問題なくても低い解像

度ですと、モザイクのような粗くボケ

た感じで印刷されてしまいます。

72ppi Web用でよく利用される解像度

200ppi ポスターなら使える

300ppi～350ppi 印刷に適した画像解像度

（グレースケールの場合は600dpi、モノクロ2階調の場合は1200dpi推奨）

※ppiはPixel Per inch（pixel/inch）の頭文字です。ソフトによって、
　dpiと表現する場合もありますが、同じ意味として考えて大丈夫です。

Adobe Photoshopの解像度確認方法

　解像度を調べたい画像を、「Adobe Photoshop」で開きます。「イメージ」メ

ニュー「画像解像度」をクリックします。「画像解像度」画面が開くので、「解像

度」の右の欄が、「pixel/inch」となっていること「幅」、「高さ」が実際に印刷す

るサイズであることを確認した後、「解像度」が「350」以上になっていることを

確認してください。

Acrobat readerの解像度確認方法

　ソフトによってはPDFを作成した後で解像度を調べるこができない場合が

あります。解像度が足りているかの目安になる方法をご案内します。

　「表示」メニューの「ズーム」

より「倍率指定」を選択します。

メニュー選択、倍率指定「倍率」

を「300～400%」に設定し、

「OK」を押します。

　ドキュメントが指定した縮尺

で表示されます。目視で粗さが

ないか（モザイクのように見え

る）、ぼやけていないかを確認

します。

Acrobat Proの解像度確認方法

　「印刷工程」の「出力プレビュー」を開き、プレビューを「オブジェクトインス

ペクタ」に変更します。この状態で確認したい画像の上にカーソルを持って

いってクリックすると埋め込まれた画像の解像度を確認できます。

　このとき、環境設定の単位を「インチ」に変更しておくと「ppi（pixel/inch）」

で表示できます。

まるメルのバックナンバーはこちら▶

完全データ入稿への道　其の弐

週刊marusho　バックナンバー

まるカタVol.8

P.48に掲載

仕　　   様
最少ロット

：
：
トロマット/片面カラー
1枚/最短納期：6日

株式会社高研様キング通信工業株式会社様株式会社丸庄

W450～600×H1600～1800㎜
¥20,600

W400～450×H450×1200㎜
¥13,300

タペ・バナー【ミニ】

W920×H1500 or 2000㎜
¥14,300

W620×H1500 or 2000㎜
¥12,000

タペ・バナー

詳しいご質問・お問い合わせは弊社営業担当まで。

Tel . 03-3881-2131（代）

  まるカタ商材
４年連続

売れ筋ランキング１位
４年連続

売れ筋ランキング１位

タペ・バナー
使いやすいから売れてます！

小間サイズに左右されない
簡単設置の宣伝ツール
繰り返し使えるので展示会の後は、
店頭・商談スペースで大活躍!

3月中にご注文ならお得です！
デザイン制作からの場合は表示価格より10％
印刷のみの場合は 5％値引き致します。
この機会にぜひご注文ください。

ミニサイズも
   あります。


