
2017年12月25日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年1月〜4月）

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いています。今回、第9期から引き続き出店する「ワークセンターひょうたんカフェクラフト班」が、第10期の新しい試みとして、一部の

商品アイテムについて、織り（5種）×色（19色）の好みの組み合わせでセミオーダーを受ける、受注会を開きます。※予約不要

織り（5種）×色（19色）の好みの組み合わせを選び、オーダーメイドが可能。

アイテム：カードケース、三角ポーチ（小）、三角ポーチ（中）、三角ポーチ（大）、ペンケース、スツール、織り柄：あじろ織り、二色千鳥織り、三色千鳥織り、

チェック織り、カラフル（※カラフルは糸色の指定不可）、納期：1ヶ月程度

ポイント

10月〜2月

イベント

会期 14:00〜16:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

通常の商品価格に540円を加算料金

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
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2017年10月28日(土)、11月26日(日)、12月23日(土・祝)、1月28日(日)、2月24日(土)

ワークセンターひょうたんカフェクラフト班のオーダーメイド会

ワークセンターひょうたんカフェ

時間

クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ」（Loop）の第11期出店者（2018年4月12日から出店）を募集。出店時には、名古屋市の

支援により賃料無料、販売人員の負担なく、低額の諸費用と販売手数料（売上の5%）の負担のみで出店スペースを構えることができます。また、希望者

はワークショップやオーダー会等のPRイベントを開催することも可能で、商品ディスプレイやイベント等に関するアドバイス、広報支援が得られます。意欲的

な若手クリエイターの皆様、法人の皆様のご応募をお待ちしています。応募・選考の詳細は12月21日〜、webにて公開。

■募集出店者数：6者程度、出店期間：2018年4月12日(木)〜2019年3月11日(月)(予定)■詳細：www.idcn.jp/gallery_and_shop/loop（12月

21日〜）

ポイント

12月・1月

その他

会期

会場

休

出店費用：賃料無料、諸費用としてスペースA［約16㎡］：月額20,000円（税別）、スペースB［約8㎡］月額10,000円（税別）、販売手数料（売上の5%）料金

主催

企画運営＝（株）国際デザインセンター共催など

（株）国際デザインセンター・事業部Loop担当tel052-265-2105プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部Loop担当tel052-265-2105一般問
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募集期間：2017年12月21日(木)〜2018年1月22日(月)必着

クリエイターズショップ・ループ（Loop）第11期出店者募集

事業主体＝名古屋市

時間

文化庁メディア芸術祭の受賞作品(審査委員会推薦作品を含む)を中心に、メディアアート、映像、ガジェット、ゲーム、ウェブ、アニメーション、マンガ作品

などを総合的に展示・上映・解説等を行う展覧会。今回の愛知展では『人工知能／人工生命的なるもの』を感じ、考えてみることをテーマに機械や人工生

命、人工現実感などによって成り立つ表現に注目し、その時代ごとに変わりゆく価値観を問い直す。

※文化庁メディア芸術祭：アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を

提供するメディア芸術の総合フェスティバル。平成9年度（1997年）の開催以来、高い芸術性と創造性をもつ優れたメディア芸術作品を顕彰するとともに、

受賞作品の展示・上映や、シンポジウム等の関連イベントを実施する受賞作品展を開催。

ポイント

1月

展覧会

会期 10:00〜17:00

デザインホール、デザインギャラリー、アトリウム、クリエイティブビジネススペース コード会場

無休休

無料料金

主催

共催＝名古屋市、(株)国際デザインセンター、中日新聞社、企画運営＝文化庁メディア芸術祭愛知展運営委員会、協力＝ユネスコ・デザイン都市なごや

推進事業実行委員会、Digital animation Tube!、(株)グローカライズ・コンテンツ

共催など

文化庁メディア芸術祭愛知展運営委員会事務局(中日新聞社社会事業部内)tel052-221-0955(平日10:00〜18:00)プレス問

一般問
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2018年1月4日(木)〜17日(水)（※デザインホールは8日(月)まで）

MECÂNICA ー私と私の次なるものー

平成29年度文化庁メディア芸術祭愛知展

文化庁

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。



2017年12月25日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年1月〜4月）

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年次学生による「これからのNAGOYA＝なごやVISION」を提案するデザイン展。ビジュアルコミュニケー

ションデザイン、スペースデザイン、プロダクトデザイン、学究デザインビジネスの4領域のいずれかに属する学生の作品を展示。

ポイント

1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、アトリウム会場

無休休

無料料金

主催

協力＝（株）国際デザインセンター共催など

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科tel0561-75-2803プレス問

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科tel0561-75-2803、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年1月25日（木）〜28日（日）

なごやVISION展2018

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

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、10期初出店の「Ma2Co」が、ワークショップを開催。Ma2Coセレクトのビーズからパーツを選び、ブレスレット、ピ

アス、イヤリングなどお好みのアクサセリーをつくります。

■指導クリエイター：松野寛子(Ma2Co)■要事前申込（※締切：①1月22日(月) 、②1月29日(月)）■定員：各回10人程度（※事前申込先着順）■応募

方法：参加希望日、時間、お名前、人数、ご連絡先）を記載し申込。■申込先：Ma2Co e-mail：coro2co.0921@gmail.com

ポイント

1月・2月

講座

会期 両日とも13:30〜14:30、15:30〜16:30

クリエイターズショップ・ループ会場

休

アクセサリー1種につき500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
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①2018年1月28日(日)、②2月4日(日)

オリジナルのピアス・イヤリングをつくろう ビーズアクセサリー教室

Ma2Co ワークショップ

Ma2Co

時間

(公)日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）の中部ブロックの会員による作品展。ポスター、書籍、雑誌、冊子、パッケージ、CI、PR映像他を展示。

●ギャラリートーク2月3日(土)13:00〜14:00■出品者＝安楽雅志〈愛知〉、いそべかをり〈愛知〉、井谷うらん〈三重〉、伊藤豊嗣〈愛知〉、大河内俊宏〈愛

知〉、小川明生〈愛知〉、加納佑輔〈愛知〉、喜多紀和〈愛知〉、木下芳夫〈石川〉、栗山さなえ〈愛知〉、斉藤 慶〈石川〉、昌子 衛〈愛知〉、鈴川貴久〈愛知〉、高

田初恵〈石川〉、鳥居正幸〈愛知〉、中川義千〈愛知〉、中林信晃〈石川〉、中森浩二〈愛知〉、橋本健一〈福井〉、はせがわさとし〈富山〉、花井利彦〈三重〉、平

田孝之〈岐阜〉、藤田寿浩〈静岡〉、堀田清隆〈愛知〉、前田ミネオ〈静岡〉、松井伸之〈愛知〉、Michiyo〈愛知〉、村田直哉〈愛知〉、安本須美枝〈石川〉、山内

瞬葉〈愛知〉、山川眞輝〈愛知〉、柳 智賢〈愛知〉、渡邉勝則〈愛知〉

ポイント

1月〜2月

展覧会

会期 11:00〜19:00(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

共催＝中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター、協力＝セントラル画材(株)共催など

JAGDA中部展（担当：伊藤tel, fax052-731-9747）プレス問

JAGDA中部展（担当：伊藤tel, fax052-731-9747）、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年1月31日(水)〜2月5日(月)

It’s my design 2018

日本グラフィックデザイナー協会〈JAGDA〉中部ブロック会員グラフィックデザイン展

(公)日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)中部ブロック

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。



2017年12月25日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年1月〜4月）

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、10期初出店の「土の景」が、石膏型を使って豆皿とはしおきを作るワークショップを開催します。窯業で栄えた瀬

戸の伝統的な技法を使って作る、石膏型を用いた豆皿、鎬をメインにしたはしおき。普段の食卓でも出番の多い2種類を手作りで作ってみませんか？

■指導クリエイター：髙島悠吏、小倉夏樹(土の景)■要事前予約（※締切：1月28日(日)■定員：各回最大12人■応募方法：お名前、参加希望日時、人

数）を記載し連絡。■申込先：土の景e-mail：tsuchi.no.kage204@gmail.com

ポイント

2月

講座

会期 ①13:30〜14:10 ②14:30〜15:10 ③15:30〜16:10

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,000円(豆皿2枚または、はしおき4つ)※当日選択可能料金

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、土の景e-mail：tsuchi.no.kage204@gmail.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、土の景e-mail：tsuchi.no.kage204@gmail.com一般問
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2018年2月3日(土)

豆皿&はしおきを作るワークショップ

土の景

土の景

時間

中部デザイン団体協議会（CCDO）では、加盟団体（12団体）の会員の中から過去2年間に顕著な活動をした個人を表彰する「CCDOデザインアオード」

を、2002年より隔年で主催しています。本展ではその第9回CCDOデザインアオード応募作品を展示し、期間中の2月10日（土）に公開審査会が行われ

ます。

ポイント

2月

展覧会、審査会

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

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036プレス問

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年2月7日(水)〜12日(月・祝)

第9回CCDOデザインアオード2018展・公開審査

9th CCDO DESIGN AWARD 2018

中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター

時間

講演「サントリー精神の“やってみなはれ！”の成功と失敗」 講師：加藤芳夫（元サントリー(株) デザイン部長）

なっちゃんの秘密、BOSSの存在感はいかに生まれたか。商品開発における、価値を伝えるコミュニケーションデザインの成功と失敗の事例を通じて、その

創造過程やチームのマネジメントのあり方を紹介 他。

セッション「価値を創造するコミュニケーションデザインのこれからの課題」 講師：加藤芳夫、渡邉勝則（(株)バウハウス 代表取締役）、司会：和田眞爾（中

部デザイン協会 講演・講習会委員長）※講演会終了後に交流会■要事前申込■申込方法：氏名・所属名(団体、学校、企業)・連絡先・同伴参加者名を明

記。■締切：2月10日(土)■申込先：中部デザイン協会事務局fax：052-228-6370

ポイント

2月

会期 講演会13:30〜16:45(受付13:00〜)、交流会17:00〜19:00

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

2,000円(講演会/交流会)料金

主催

後援＝中部デザイン団体協議会、協力＝（株）国際デザインセンター共催など

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370プレス問

中部デザイン協会tel・fax052-228-6370一般問
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2018年2月17日(土)

価値創造のコミュニケーションデザイン

CDAデザイン講演会

中部デザイン協会

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。



2017年12月25日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年1月〜4月）

大同大学工学部建築学科（建築専攻/インテリアデザイン専攻）による卒業研究展。卒業設計作品（模型、図面など）、卒業研究論文（パネル展示、書籍展

示）を展示。

ポイント

2月

展覧会

会期

デザインギャラリー、アトリウム会場

無休休

無料料金

主催

共催など

大同大学建築学科（担当：米澤）tel090-4276-4022プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年2月21日(水)〜26日(月)

大同大学×4デザイン専攻リレー展

建築学科建築専攻/インテリアデザイン専攻 卒業研究展

大同大学

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科学生による卒業制作展。ポイント

3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、デザインホール、アトリウム会場

無休休

無料料金

主催

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プレス問

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科tel0561-75-2803一般問
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2018年3月1日（木）〜3日（土）

名古屋学芸大学デザイン学科 卒業制作展

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科

時間

ポイント

3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

中部クリエーターズクラブ((株)ルーク内tel052-953-4121)プレス問

中部クリエーターズクラブ((株)ルーク内tel052-953-4121)、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年3月28日(水)〜4月2日(月)

台湾デザイン業界のリーダーとCCCのリーダー(仮)

中部クリエーターズクラブ

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。


