
2019年8月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2019年8月〜11月）

creators shop Loop（クリエイターズショップ・ループ）は、公募で選ばれたクリエイターに販売の場を提供し、名古屋地域におけるクリエイティブ産業分野

の事業展開と創業をバックアップするショップです。輪のつながりを意味する"Loop"の名のもと、クリエイターとユーザーをつなぐ橋渡しの場をめざします。

■通年出店クリエイター：●n’ui：日本の生地産地の職人とともにオリジナル生地を製作し、服作りをしています。●こまふく：福祉施設に通う障がいのある

人達が作る、選りすぐりの製品を全国から集め、「こまふく」を立ち上げました。●SAWAKO KATAOKA：糸鋸で金属のパーツを切り出す『透かし』の技法

でアクセサリーを制作。●ツムギラボ：日本の伝統工芸や手仕事を組合せ、“持続可能なカジュアルファッション”をプロデュース。※通年出店の4者に加

え、約40日ごとに異なる8者のクリエイターが期間出店します。

ポイント

4月〜3月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

1月1日、5月21日ほか入替日(7月23日、10月15日、2020年1月7日)休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

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

1

2019年4月26日(金)〜2020年3月29日(日)

クリエイターズショップ・ループ 第12期出店

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。第12期より新たに設けた約40

日間の期間出店者には8者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

7月24日〜9月2日までは、「Manu Mobiles」が出店。「Manu Mobiles」は、北欧から輸入されてきたモビールを日本人の視点から再解釈し、新しいタイプ

のモビールを考案。印刷を使用せず、カットした紙を手作業で貼り合わせて作られたオリジナルのモビールは、日本らしい「優しさ」と「温かみ」を感じさせま

す。

ポイント

7月〜9月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、Manu Mobiles tel052-740-3382、musubu@manumobiles.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、Manu Mobiles tel052-740-3382、musubu@manumobiles.com一般問
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2019年7月24日(水)〜9月2日(月)

Manu Mobiles 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第12期

Manu Mobiles

時間

中小企業診断士、税理士、デザイナー等によるミニセミナー、経営相談、デザイン相談や、先輩起業家との交流会を通じて、企業の新たな価値の創出を応援します。●ス

タートアップ・ミニセミナー:9/11、10/1、11/5、12/3/創業や事業再生の経験を活かした講師による、実践的な内容を意識したミニセミナー。●フォローアップ相談

会:9/4、10/8、11/12、12/10/日々の経営上の疑問にお答えする相談会。●スタートアップ交流会:9/26、10/23、11/19、12/17/先輩起業家の体験に学ぶ、起業

家、企業家の交流会。●国際デザインセンター・デザイン相談会:9/9・13・19・25、10/30、11/7・27、12/4/商品開発やプロモーションに必要なデザイン活用につい

て、さまざまな見地からご相談に対応。事前申込により、細分化したデザインの専門家への相談も可能。■申込方法：ウェブサイトの専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga)、

または事業者名、代表者役職・氏名、連絡先担当者名、住所、tel、e-mail、業種、取扱品目、相談内容、予約希望日を記載しadvice@idcn.jp、fax052-265-2107へ。

ポイント

9月〜12月

イベント

会期 18:00〜20:00（※9/25は17:00〜19:00）

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104一般問
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2019年7月下旬〜2020年3月末（※原則毎週1回開催／3ヶ月毎にスケジュールを公開）

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市

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。
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毎回テーマを設け、国際デザインセンターの所蔵作品を紹介するコレクションシリーズ展。第24回にあたる今回は、1920年代のアメリカで、機械技術の発

展、通信手段の発達により、新しいメディアとして圧倒的な支持を集めたラジオを中心に展示します。1929年のFMラジオの発明により、AMラジオから音

質が格段に向上、また、放送内容も娯楽色の強いものが増加。ラジオへの関心と購買意欲は急激な高まりを見せ、当時活躍しはじめたプロダクトデザイ

ナーらの手によって、次々と魅力的な製品が生み出されました。本展では、FMラジオの発明から90年経つのを機に、1930〜40年代のラジオを中心に、こ

れらをデザインしたプロダクトデザイナーの仕事や、映画・音楽などの関連資料、合計約90点により、当時の社会背景とともに紹介します。

ポイント

8月〜9月

展覧会

会期 12:00〜19:00

デザインギャラリー会場

毎週火曜休

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（担当：佐藤、鈴木）プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）、（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105一般問
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2019年8月24日(土)〜9月22日(日)

Electric Media ラジオの時代

IdcNコレクションシリーズvol.24

(株)国際デザインセンター

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。第12期より新たに設けた約40

日間の期間出店者には8者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

9月4日〜10月14日までは、「BY_C1」が出店。「BY_C1」は2016年9月、名古屋の広告制作会社たきC1がスタートさせたプロダクトブランド。生きてい

くうえで必要ではないけれど、手にした瞬間嬉しくて、脳みそに刺激をくれて、誰かに伝えたくなる。そんな毎日がちょっと楽しくなるモノを、ステーショナ

リーを中心に販売しています。出店期間中の9/21、22にはワークショップを開催。

ポイント

9月〜10月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

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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2019年9月4日(水)〜10月14日(月)

BY_C1 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第12期

BY_C1

時間

名古屋市は、2015年9月に国際フェアトレードタウンに認定。フェアトレードを多くの方々に知っていただこうと、毎年5月の第2土曜日に世界各地で同時開

催される「世界フェアトレード・デー」に合わせ、名古屋でもイベントが開催されています。今回は、今年20回目を迎える「環境デーなごや」の中央行事のひ

とつとして、久屋大通公園 光の広場に「フェアトレードひろば」を設け、ステージ、マルシェ、ワークショップなど、フェアトレードの理念と、フェアトレードタウン

の魅力を伝えるイベントが開催されます。

■環境デーなごや

「環境デーなごや」は、市民・事業者・行政の協働のもと、2000年にスタート。楽しみながら環境について考える参加実践型のコミュニケーションイベント。

ポイント

9月

イベント

会期 ステージ10:30〜16:00、マルシェ、ワークショップ10:00〜16:00

久屋大通公園 光の広場（名古屋市中区栄3丁目31）会場

休

ステージ：参加無料、ワークショップ：無料〜2,000円料金

主催

協力＝ NPO法人フェアトレード名古屋ネットワーク（FTNN）、世界フェアトレードデーなごや実行委員、(株)国際デザインセンター、後援＝(一社)日本フェア

トレード・フォーラム（FTFJ）、(一社)日本エシカル推進協議会、JICA中部

共催など

「環境デーなごや」実行委員会事務局(名古屋市環境局環境企画課内)tel052-972-2684、fax052-972-4134プレス問

「環境デーなごや」実行委員会事務局(名古屋市環境局環境企画課内)tel052-972-2684、fax052-972-4134一般問
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2019年9月14日(土)

秋のフェアトレードタウンまつり

環境デーなごや2019

「環境デーなごや」実行委員会

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。
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創業をめざす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、12期に期間出店する(9月4日〜10月14日)「BY_C1」が、ぬりえのように色を塗るのではなく、線を描く

「PENDRAW（ペンドロー）」で、浮世絵柄の灯篭を作るワークショップを開催します。ワークショップ参加の方には割引クーポンをプレゼント。

■指導クリエイター：佐野元一(BY_C1)■要事前申込(※定員になり次第締切)■定員：各回先着8人（※小学生以下のお子様は保護者同伴）■応募方

法：参加希望日時・制作個数・お名前・年齢・電話・e-mailを記入し、応募。■申込先：BY_C1 session@taki-c1.co.jp

ポイント

9月

講座

会期 ①13：00〜 ②14：30〜 ③16：00〜（各回60分）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点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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2019年9月21日(土)

浮世絵柄のオリジナル灯篭づくり

�BY_C1 ワークショップ

BY_C1

時間

創業をめざす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、12期に期間出店する(9月4日〜10月14日)「BY_C1」が、180度ひっくり返すと別の顔になる「逆絵帳（さかさえ

ちょう）」で、お面を作るワークショップを開催します。ワークショップ参加の方には割引クーポンをプレゼント。

■指導クリエイター：佐野元一(BY_C1)■指導クリエイター：佐野元一(BY_C1)■要事前申込(※定員になり次第締切)■定員：各回先着8人（※小学生

以下のお子様は保護者同伴）■応募方法：参加希望日時・制作個数・お名前・年齢・電話・e-mailを記入し、応募。■申込先：BY_C1 session@taki-c1.

co.jp

ポイント

9月

講座

会期 ①13：00〜 ②14：30〜 ③16：00〜（各回60分）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点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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2019年9月22日(日)

顔が変わる？！逆さまお面づくり

BY_C1 ワークショップ

BY_C1

時間

さまざまなジャンルのデザイナーや写真家、イラストレーター、アーティストら21名がデジタルの時代に超アナログの写真機「針穴写真機（ピンホールカメ

ラ）」を創り、そのカメラで撮影した個性あふれる写真と共に展示します。

昨今のデジタルの進化には目を見張るものがありますが、作る楽しみ、撮る楽しみ、写真が出来上がってきた時の楽しみといった、手づくり写真機特有の

廻りの雰囲気や空気をレンズ代わりとして撮影した写真で、デジタルでは味わえない超アナログ写真の世界をご堪能ください。

ポイント

9月

展覧会

会期 12:00〜19:00(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

針穴写真機展実行委員会事務局(担当：青木泰広)tel0562-95-1915、fax0562-77-0748、y18a2craft_aoki@me.ccnw.ne.jp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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2019年9月25日(水)〜30日(月)

手づくり針穴写真機とその写真展vol.16

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 16

針穴写真機展実行委員会、（株）国際デザインセンター

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。
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名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年生によるデザイン作品展。これから4年生になり、社会へ出ようとする学生の、就職に向けた活動につ

ながる展覧会として開催。

ポイント

10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

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@ml.nuas.ac.jp）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

10

2019年10月10日（木）〜12日（土）

第16回コンタクト展

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

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。第12期より新たに設けた約40

日間の期間出店者には8者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

10月16日〜11月25日までは、「ハルン染織物」が出店。「ハルン染織物」は、素材の良さと色にこだわり、オリジナルの糸で手織りのアイテムを制作する

染織工房です。手織りを通して「織る」楽しみ、「身に着ける」喜びをお届けするために活動しています。

ポイント

10月〜11月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ハルン染織物tel052-772-1220プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ハルン染織物tel052-772-1220一般問
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2019年10月16日(水)〜11月25日(月)

ハルン染織物  期間出店

クリエイターズショップ・ループ第12期

ハルン染織物

時間

ポイント

10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

名古屋市市民経済局産業部産業労働課tel052-972-2414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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2019年10月16日(水)〜21日(月)

NAGOYA DESIGN FIND

名古屋市

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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ペルシャ絨毯、トライバルラグの展示販売。ポイント

11月

その他

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

ギャッベ美術館株式会社(ギャッベアートギャラリー)tel0564-22-6661プレス問

ギャッベ美術館株式会社（ギャッベアートギャラリー）tel0564-22-6661、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

13

2019年11月7日(木)〜11日(月)

ペルシャ・トライバルラグ展（仮）

ギャッベアートギャラリー

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。第12期より新たに設けた約40

日間の期間出店者には8者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

11月27日〜2020年1月6日までは、「YUKIMI-CLOSET bowtie」が出店。「YUKIMI-CLOSET bowtie」は、いつかほしいな、と思うけれど、なかなか思い

きれない蝶ネクタイを、日本国内はもちろんのこと、フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、アジア各国を旅しながら集めた特徴ある生地と、個性豊かな

テープ・チャームを絶妙にミックスし、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。遠い異国からはるばるたどり着いた珍しい生地と、技術に裏付けされたしっかり

とした縫製で、大量生産には不可能な唯一無二の価値をうみだしています。

ポイント

11月〜1月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、YUKIMI-CLOSET tel052-913-1947、bowtie info@yukimi-closet.jpプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、YUKIMI-CLOSET tel052-913-1947、bowtie info@yukimi-closet.jp一般問
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2019年11月27日(水)〜2020年1月6日(月)

YUKIMI-CLOSET bowtie 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第12期

YUKIMI-CLOSET bowtie

時間

connectA Awardは、中部のクリエイティブを志す学生が一堂に会す展覧会として2015年から開催。毎年テーマを定め、作品を通して学生同士や学生

と企業、学生と中部地域がつながる場になるように、またそこからさらなる発展を望みたい、という想いから企画されます。

今回のテーマは「推詞展(おしてん) わたしを動かすことば」。自分の背中を押してくれることば、日常大切にしていることばなど、社会に広く推していきたい

ことばを自由に表現したポスター作品を募集、展示を行います。

■授賞式：12月22日(日)15:00より

ポイント

12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

共催など

connectA Award運営委員oshi.connecta@gmail.comプレス問

connectA Award運営委員oshi.connecta@gmail.com、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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2019年12月18日(水)〜23日(月)

推詞展 わたしを動かすことば

connectA Award 2019

connectA、中部クリエーターズクラブ、（株）国際デザインセンター

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。


