
2014年5月26日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年6月~9月）

国際デザインセンターは、20世紀のデザイン史において日本の産業デザインにも大きな影響を与えた、1930年代アール・デコ期のアメリカのデザイン製

品約2,000点を所蔵しています。コレクションは、家具から電化製品、食器、雑誌、ポスターまで、当時のライフスタイル全般にわたる多様なもので構成さ

れています。大量生産時代をむかえたアメリカで流行したこのデザイン様式は、20世紀の社会や産業構造の大転機を示す貴重な資料であり、その遊び心

あふれるデザインは今日でも新鮮な魅力を放っています。IdcNコレクションシリーズvol.19では、「30’s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン」を

テーマに、当時のポスターや雑誌広告とライフスタイルの変化を示す生活用品をご紹介します。

ポイント

5月~11月

展覧会

会期 11:00~20:00

コレクションギャラリー会場

毎週火曜日と年末年始、その他調整日休

無料料金

主催

共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・コレクションギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

1

2014年5月23日(金)~11月16日(日)(予定)

30s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン2

IdcNコレクションシリーズvol.19

(株)国際デザインセンター

時間

若手クリエイターの商品を紹介・販売するクリエイターズショップ・ループ（Loop）では、各出店者の制作分野、個性を活かしたさまざまなイベントを開催し

ています。第6期出店中のIKEYAN★は、陶芸を地元名古屋から世界へ発信するため、将来、独自のギャラリーを持つことを目標とし、Loopでは、こんなに

面白い若手陶芸家がたくさんいるということを紹介していくため、ほぼ2週に1回のペースで企画展を行っています。そのvol.21には、青木良太の作品が登

場します。◎作家より：2014年の新作が勢揃いします。是非ご高覧下さい。

ポイント

5月・6月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2014年5月27日(火)・6月3日(火)休

無料料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問

2

2014年5月23日(金)~6月9日(月)

青木良太展

イケヤン★エキシビションリレーvol.21

IKEYAN★

時間

PVC（塩化ビニル樹脂）業界団体が主催する「PVC DESIGN AWARD」は、ソフトPVC（軟質塩ビ）の柔軟性などの特性を活かしたデザイン提案・製品を広く

公募する賞で、今回で第4回目を迎えます。第4回の募集開始にあたり、PVCやアワードの概要などについて紹介するセミナーが、国際デザインセンターで

開かれます。デザイナーや学生の方々に、新たなソフトPVC製品創造の機会として、ぜひこの説明会をご活用ください。●内容＝1.ソフトPVCの製品、特

長、機能について 2.ソフトPVCの製品の加工などについて 3. PVCデザインアワードについて、素材紹介 4. 質疑応答◎定員40人。参加無料。●お申込方

法＝お名前・ご所属・ご連絡先住所・電話番号・FAX・e-mail・参加人数を明記の上、塩ビ工業・環境協会へお申し込みください。（e-mail：h_shirota@vec.

gr.jp、FAX：03-3297-5783）●申込締切＝2014年5月27日(火)

ポイント

6月

講演会

会期 18:00~20:00

セミナールーム3会場

休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、協賛＝九州ビニール製品工業会、後援＝経済産業省、(公社)日本インダストリアルデザイナー協会共催など

PVC Design Award事務局(塩ビ工業・環境協会内)Tel：03-3297-5601、Fax：03-3297-5783、info@vec.gr.jpプレス問

PVC Design Award事務局(塩ビ工業・環境協会内)Tel：03-3297-5601、Fax：03-3297-5783、info@vec.gr.jp一般問

3

2014年6月3日(火)

PVC Design Award 2014 名古屋セミナー

東日本プラスチック製品加工協同組合、中日本プラスチック製品加工協同組合、西日本プラスチック製品加工協同組合、日本ビニール商業連合会、日

本ビニル工業会、塩ビ工業・環境協会

時間

1
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2014年5月26日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年6月~9月）

山中・漆うつわ会による山中漆器作品の展示・発表会。和のぬくもりを伝える伝統工芸、漆。加賀・山中では長い歴史を持つこの技術を活かし、伝統的な製

品だけでなく、現代生活への新しい提案も試みています。名古屋での展示は今年で10年目を迎えます。

ポイント

6月

展覧会

会期 9:00~18:00(3日：14:00~、5日：~17:00)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

山中・漆うつわ会事務局((有)浅田漆器工芸tel0761-78-4200)プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

4

2014年6月3日(火)~5日(木)

山中・漆うつわ会＋1展VOL.10

山中・漆うつわ会

時間

合板や2×4材を使用した家具の展示。DIY愛好者に向けたデザインの啓蒙活動。ポイント

6月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

休

料金

主催

共催＝名古屋木工家ウィーク、協賛＝(株)国際デザインセンター共催など

家具デザイン研究所((有)朝山隆デザイン事務所)tel03-3306-3086プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

5

2014年6月6日(金)~8日(日)

DIY愛好者に捧ぐ「もっとデザインを!」

家具デザイン研究所

時間

若手クリエイターの商品を紹介・販売するクリエイターズショップ・ループ（Loop）では、各出店者の制作分野、個性を活かしたさまざまなイベントを開催し

ています。第6期出店中のIKEYAN★は、陶芸を地元名古屋から世界へ発信するため、将来、独自のギャラリーを持つことを目標とし、Loopでは、こんなに

面白い若手陶芸家がたくさんいるということを紹介していくため、ほぼ2週に1回のペースで企画展を行っています。そのvol.22には、奥村奈採の作品が登

場します。

ポイント

6月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2014年6月17日(火)・24日(火)休

無料料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問

6

2014年6月11日(水)~30日(月)

奥村奈採展

イケヤン★エキシビションリレーvol.22

IKEYAN★

時間

2
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2014年5月26日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年6月~9月）

マックスレイによる2014年新製品発表会。ポイント

6月

その他

会期 11:00~19:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会場

休

料金

主催

共催など

マックスレイ(株)名古屋営業所tel052-252-9556プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

7

2014年6月12日(木)・13日(金)

マックスレイ2014新製品発表会(仮)

マックスレイ(株)

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の学生が提案する「名古屋みやげ」を展示。

※ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業

ポイント

6月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

後援＝株式会社国際デザインセンターほか共催など

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科 tel0561-75-2803 design.dept_ml@nuas.ac.jpプレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

8

2014年6月18日（水）~23日（月）

NAGOYA みやげ VISION展

名古屋学芸大学デザイン学科

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科ビジュアルコミュニケーションデザインコース

時間

創業をめざす若手クリエイターが期間限定で出店するクリエイターズショップ・ループ（Loop）では、ユーザーとの橋渡しのため各クリエイターが店頭でさま

ざまなイベントを開催しています。今回は、型染めのイラストレーションを元にグッズ等を販売するWAKITAO(ワキタオ)が、型染めを使ってカードを制作す

るワークショップを開催。お好みの絵を選んで型を彫り、和紙に染めます。■定員：一般・親子各回10人(※申込多数の場合、抽選)、2回開催■申込方法：

講座名・参加希望時間と氏名、年齢（※ご同伴者様の分も）、合計参加人数、制作点数、住所（〒）、電話番号、fax、e-mailを記入の上、e-mail

（shop_loop@idcn.jp）またはfax（052-265-2107）で。■応募締切：2014年6月13日（金）

ポイント

6月

講座

会期 13:30~15:30/16:00~18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

カード1枚800円（追加の場合は1枚700円）料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問

9

2014年6月22日(日)

WAKITAOワークショップ「型彫り＋ステンシルで夏のカードをつくろう！」

WAKITAO

時間

3
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。



2014年5月26日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年6月~9月）

日本ジュエリーアート展は、その名称が示すように、一般的な装身具の概念を超え、素材の制限を設けず、自由な発想でアートとしてジュエリーの可能性を

開こうと開催されている公募展。第3回ジュエリーデザインコンペティションのテーマは「快感」。名古屋展では、同公募展入賞作品のほか一部と、併催の第

3回ジュエリーデザインコンペティションの作品を展示。

ポイント

6月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

後援＝経済産業省（第28回日本ジュエリーアート展後援）、(公財)日本デザイン振興会、(一社)日本ジュエリー協会、(公社)日本インダストリアルデザイナー協会、(公社)日本インテリアデザイナー協会、(公社)日本クラフトデザイン協会、(公社)日

本グラフィックデザイナー協会、(公社)日本サインデザイン協会、(一社)日本空間デザイン協会、(公社)日本パッケージデザイン協会、(一社)総合デザイナー協会、東京新聞、中日新聞、繊研新聞社
共催など

(公社)日本ジュエリーデザイナー協会tel03-3523-7344プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

10

2014年6月25日(水)~30日(月)

第28回公募2014日本ジュエリーアート展

併催：第3回日本ジュエリーデザインコンペティション

(公社)日本ジュエリーデザイナー協会、伊丹市立工芸センター((公財)伊丹市文化振興財団・伊丹市)、（株）国際デザインセンター、中部デザイン団体協

議会

時間

さまざまなジャンルのデザイナーや 陶芸家、イラストレーター、アーティスト、カメラマンなどが、デジタルの時代に超アナログの写真機「ピンホールカメラ」

を創り、そのカメラで撮影したオリジナル写真を展示します。

カメラの制作過程では、シャッターやフィルムホルダーなどの複雑な構造の組み立てが要求されますが、参加メンバー全員が各自の技術とアイデアを駆使

して、オリジナル性を競っています。デジタル処理などの加工が一切ない、ピンホール写真の大きな特徴のひとつでもある”目で見たままの写真”、空気と

一体化したような画像をぜひお楽しみください。本展は今回で11回目を数えます。

ポイント

7月

展覧会

会期 11:00~19:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問

11

2014年7月2日(水)~7日(月)

創作ピンホールカメラとその写真展・11

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 11

ピンホールカメラ展開催委員会、（株）国際デザインセンター

時間

JAGDAは2011年より、東北復興支援プロジェクト「やさしいハンカチ展」を実施しています。今回は、岩手・宮城・福島の復興商店街に関わる方々よりお寄

せ頂いた「ことば」を、会員デザイナーがハンカチにしました。それぞれの商店街では、店を失った店主たちや地元出身の若者、移住者やNPOスタッフな

ど、様々な方が集まり、町のにぎわいや地域のつながりを取り戻すべく尽力されています。会場では「ことば」のエピソードなども併せて展示し、収益は、各商

店街にお届けします。震災から3年、本展が改めて被災地へと想いを寄せるきっかけとなることを願っています。

※展覧会初日18:30~福島治氏によるトークを開催。

※展示作品は展示会場ごとに再編されます。すべての作品が展示されない場合がありますのでご了承ください。

ポイント

7月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

実行＝JAGDA愛知共催など

(社)日本グラフィックデザイナー協会tel03-5770-7509、(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2014年7月9日(水)~14日(月)

JAGDAやさしいハンカチ展Part3「被災地からのことばのハンカチ展」

(社)日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)、(株)国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会

時間

4
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。
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名古屋造形大学グラフィックデザインコース2・3年次学生によるポスター展。ポイント

7月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

名古屋造形大学グラフィックデザイン研究室(tel0568-79-1111(代))www.nzu.ac.jpプレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）、名古屋造形大学グラフィックデザイン研究室tel0568-79-1111(代)一般問
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2014年7月16日（水）~21日（月）

GRAPHIC VISION 2014

名古屋造形大学グラフィックデザインコース2・3年次ポスター展

名古屋造形大学

時間

5
※掲載内容は、国際デザインセンターが主催または参画しているものと国際デザインセンター・デザインギャラリーで開催のもので、発行時点で最新のものですが、その後変更されることもあります。


