発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

5月〜3月

1

イベント

クリエイターズショップ・ループ 第13期出店

ポイント

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：●渦-uzu-：地域で形成されてきた繊維加工業の背景、ストーリーを学び、その特徴や想いを衣服でとどけます。●翠窯：「古き良
きものを、現代の食卓に」をコンセプトに、陶芸の古典から学び、現代に生きる私たちの感性を込めて制作。●ツムギラボ：「伝統を日常に」をコンセプトに
し、主に愛知県の生地や素材を用いたアパレルや小物をプロデュース。●Manu Mobiles：北欧で生まれた「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。※通年出店の4者に加え、約30日ごとに異なる8者のクリエイターが期間出店します。

会期

2020年5月20日(水)〜2021年3月21日(日)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

無料

時間

11:00〜20:00

休

1月1日ほか入替日(10月6日(火))

主催
共催など

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

プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

9月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

2

スタートアップ・ミニセミナー③「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -強みの再発見-」

ポイント

研修・講座

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。スタートアップ・ミニセミナーは、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を毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探りま
す。今年度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座で、第3回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜く
ビジネスモデルの構築 -強みの再発見-」。■講師：原田俊明（Future Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■専門家相談・交流会
in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年9月1日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

9月〜10月

クリエイターズショップ・ループ第13期

3

イベント

naonao 期間出店

ポイント

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」。約30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。
2020年9月2日〜10月5日(期間5)には、色鮮やかな着物生地のシルク古布を裂いてバッグを制作している「naonao」が出店。古い着物の光沢や色柄
を最大限に引き出し、本来の美しさを「裂き織り」の技法で蘇らせています。素材の良さを、シンプルで長く愛されるデザインで提案します。

会期

2020年9月2日(水)〜10月5日(月)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

無料

主催

naonao

時間

11:00〜20:00

休

無休

共催など

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

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

※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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発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

9月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

4

トーク

スタートアップ交流会「先輩起業家に学ぶ」

ポイント

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。毎月1回、開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレ
ゼンテーションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、交流会特別講師にアントレプレナーシップ教育（起業家教育）プログラム
の研究・開発・実践・評価を専門に行っている鵜飼宏成氏を、先輩起業家に、現在、名古屋市立大学大学院在学中で、2006年にセキュリティ機器の販売
会社を設立した兼松拓也氏をお招きし、お話しいただきます。■講師：鵜飼宏成・名古屋市立大学教授(経済学研究科経営学専攻)、兼松拓也・(株)トリニ
ティー 代表取締役■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年9月8日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

9月〜12月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

5

その他

フォローアップ相談会

ポイント

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。フォローアップ相談会は、ミニセミナーで生じた疑問や日々の経営上の疑問に相談者と共に
解決の糸口を探る、個別対応型フォローアップ・ビジネス相談（毎月1回開催）。
■講師：原田俊明(Future Wing 原田コンサルティング事務所 代表、中小企業診断士)
■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年9月15日(火)、10月20日(火)、11月17日(火)、12月15日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

時間

①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

休

9月〜12月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

6

その他

国際デザインセンター・デザイン相談会

ポイント

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。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
応します。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です。
■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年9月17日(木)、10月27日(火)、11月24日(火)、12月22日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

時間

①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

休

※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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発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

9月

7

イベント

naonao「着物からバッグへー裂織バッグをデザインしようー」

ポイント

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、13期に期間出店する(9月2日〜10月5日)「naonao」が、着物を裂いた布地で作るバッグのオーダー会を開催
します。サンプルのバッグを元に、色やサイズなどオリジナルのバッグをデザインします。着物のお持ち込みも可能です（完成品は後日店頭で引き渡し/納
期約3ヶ月程度）。■指導クリエイター：梅村 直(naonao)■要事前申込■応募方法：参加希望日時・お名前・電話・e-mail・着物の持ち込みの有無を記入
し、応募。■申込先：naonao tel090-1726-5162、e-mail:info@naonao-sakiori.com

会期

2020年9月19日(土)、26日(土)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

S(60サイズ)8,800円〜/M(80サイズ)13,200円〜/L(100サイズ)16,500円〜(税込、サイズ：縦・横・高さの3辺合計)

主催

naonao

時間

①13:00〜②14:00〜③15:00〜

休

共催など

共催＝クリエイターズショップ・ループ

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、naonao tel090-1726-5162、info@naonao-sakiori.com

9月

8

イベント

渦-uzu- Loop限定キャンペーン

ポイント

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、Loop13期通年出店の「渦-uzu-」がLoop限定企画として、プレゼントキャンペーンを実施。9月26日、27日の2日
間限定で、渦-uzu-の商品を5,500円(税込)以上購入いただいた方に、「エコバッグ（2,530円相当）」をプレゼントします。キャンペーン期間中の9月27日
11:00〜14:00は、渦-uzu-クリエイターの青木淳が来店します。

会期

2020年9月26日(土)、27日(日)

会場

クリエイターズショップ・ループ

時間

11:00〜20:00

休

料金
主催

渦-uzu-

共催など

共催＝クリエイターズショップ・ループ

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

10月・11月

9

研修・講座

2020年度インテリアプランナー試験「設計製図」試験対策講座

ポイント

中部インテリアプランナー協会（CIP）では、資格試験受験者を対象に、2020年度設計製図試験の設計課題「アーケード商店街にあるコミュニティキッチン
のインテリア」にに即した全6回の試験対策講座を開講。同講座では、本年度の設計課題「アーケード商店街にあるコミュニティキッチンのインテリア」に即
し、製図・パース実技（第1回〜第5回）と、模擬実技試験およびアドバイス（第6回）が行われます。11/15の本試験の対策に、ぜひこの機会をご活用くだ
さい。■定員：20名（要事前申込）■締切：9月25日（金）■応募方法：参加希望回（第1回〜第5回/第6回）・会員区分（一般/AIP資格者・学生/中部イン
テリアプランナー協会会員（CIP準会員・AIP会員・学生会員））・お名前（フリガナ）・住所・tel・fax・携帯tel・e-mail・所属（会社・学校名）を記入し、申込。ゆ
うちょ銀行への振込、入金確認により受講受付となります。■申込先：CIP事務局 申込専用fax052-253-8554、e-mail:cip@chubu-ip.com

会期

2020年10月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)、31日(土)、11月7日(土)

会場

セミナールーム1、2、3（第1回、第3回はWEBミーティング）

料金

第1回〜第5回：一般40,000円、AIP資格者・学生30,000円、CIP会員20,000円、第6回：一般8,000円、AIP資格者・学生6,000円、CIP会員4,000円

主催

中部インテリアプランナー協会

時間

10:00〜16:00（11/7のみ9:30〜17:00）

休

共催など

協賛＝（株）国際デザインセンター

プレス問

中部インテリアプランナー協会 担当：教育委員会（弓立、溝口）、講座受付窓口（林）tel052-265-5110、fax052-265-5117、e-mail: cip@chubu-ip.com

一般問

中部インテリアプランナー協会e-mail: cip@chubu-ip.com

※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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10月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

10

スタートアップ・ミニセミナー④「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -お客のニーズを考える-」

ポイント

研修・講座

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。スタートアップ・ミニセミナーは、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を毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探りま
す。今年度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。第4回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビ
ジネスモデルの構築 -お客のニーズを考える-」。第5回は、11/4(火)-利益獲得に向けて-、第6回は、12/1(火)-マーケティング-■講師：原田俊明（Future
Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定

会期

2020年10月6日(火)

18:00〜20:00

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

10月〜11月

クリエイターズショップ・ループ第13期

11

イベント

SAMO serendipity 期間出店

ポイント

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」。約30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。
2020年10月7日〜11月9日(期間6)には、帽子作家の「SAMO serendipity」が出店。和紙糸、ウール、コットンなどで作る、とんがり帽やオリジナルの
Tunoベレー帽は、新生児から大人まで楽しめるデザインです。

会期

2020年10月7日(水)〜11月9日(月)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

無料

主催

SAMO serendipity

時間

11:00〜20:00

休

無休

共催など

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

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

12
ポイント

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

10月

スタートアップ交流会「今後ビジネス化が期待される技術について①」

トーク

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼ
ンテーションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、今後ビジネス化が期待される技術について、専門家にお話しいただきます。
■講師：矢野卓真・名古屋工業大学准教授(産学官金連携機構)(予定)■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、
毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年10月13日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

※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。

4

発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

10月

名古屋市民芸術祭2020主催事業

13

展覧会

7 GRAPHIC DESIGNERS IN NAGOYA 2020
“DESIGN CIRCUIT”

ポイント

名古屋地域で活動を続けている7名のグラフィックデザイナーのデザインワークを一堂に集め展示。それぞれのデザインが競いあう“サーキット”を展開する
とともに、デザインのもとになる発想とそれを形にする表現が一連なりになる“デザイン回路”がご覧いただけます。
期間中の10月24日(土)には、デザイナーズトークを開催(15:00〜16:30、青少年文化センター 第1スタジオ(デザインセンタービル7階)、入場無料、定
員35名(事前予約制・先着順))。
■出品者(7名)＝安藤真理、伊藤豊嗣、小川明生、喜多紀和、白澤真生、平井秀和、山内瞬葉

会期

2020年10月21日(水)〜26日(月)（※会期・時間は変更となる場合があります）

会場

デザインギャラリー

料金

無料

主催

7 GRAPHIC DESIGNERS IN NAGOYA 2020実行委員会、(公財)名古屋市文化振興事業団

時間

11:00〜19:00(最終日は18:00まで)

休

無休

共催など

後援＝(株)国際デザインセンター、企画＝伊藤豊嗣、協賛＝(株)伊藤美藝社製版所、鬼頭印刷(株)、セントラル画材(株)、(株)竹尾、名古屋造形大学

プレス問

名古屋市文化振興事業団チケットガイドtel052-249-9387(平日9:00〜17:00)

一般問

名古屋市文化振興事業団チケットガイドtel052-249-9387(平日9:00〜17:00)、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）

10月〜11月

14

展覧会

第10回けしごむ・はんこ・てん 名古屋巡回展

ポイント

毎年東京で開催の「けしごむ・はんこ・てん」の、名古屋巡回展。全国に在住するヒノデワシ株式会社認定の「はんけしくんインストラクター」による、消しゴム
はんこの作品展示・販売・ワークショップ・実演販売。消しゴムはんこを愛するインストラクターが多くの方に楽しさを伝え、アートとしても奥が深く用途も多種
多様となっている消しゴムはんこの世界を紹介。

会期

2020年10月30日(金)〜11月1日(日)（※会期・時間は変更となる場合があります）

会場

デザインギャラリー

料金

無料※ワークショップ等は有料

主催

消しゴムはんこ協会 H.K.club

共催など

監修＝こまけいこ、ヒノデワシ(株)

プレス問

消しゴムはんこ協会 H.K.club事務局tel03-3611-3156

一般問

時間

11:00〜17:00

休

無休

消しゴムはんこ協会 H.K.club事務局tel03-3611-3156、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）

11月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

15

スタートアップ・ミニセミナー⑤「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -利益獲得に向けて-」

ポイント

研修・講座

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。スタートアップ・ミニセミナーは、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を毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探りま
す。今年度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。第5回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビ
ジネスモデルの構築 -利益獲得に向けて-」。次回は12/1(火)-マーケティング-■講師：原田俊明（Future Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小
企業診断士）■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年11月4日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

※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。

5

発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

16
ポイント

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

11月

スタートアップ交流会「確定申告、税務について」

トーク

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼ
ンテーションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、持続化給付金を申請するときにも必要になる確定申告や税務などについ
て、専門家にお話しいただきます。■講師：石原靖広・新事業支援センター マネージャー(税理士)■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：
2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年11月10日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

11月〜12月

クリエイターズショップ・ループ第13期

17

イベント

Ma2co 期間出店

ポイント

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」。約30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。
2020年11月11日〜12月7日（期間7）には、紙で作るとても軽いアクセサリーを制作販売する「Ma2co」が出店。自由な表現が可能な紙を使い、独自の
製法で強度と軽さにこだわった、「紙」をメインパーツにしたオリジナルアクセサリーのほか、個性的なアクセサリーパーツのセレクト販売も展開。

会期

2020年11月11日(水)〜12月7日(月)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

無料

主催

Ma2co

時間

11:00〜20:00

休

無休

共催など

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

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、Ma2co coro2co.0921@gmail.com

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、Ma2co coro2co.0921@gmail.com

11月

18

展覧会

手づくり針穴写真機とその写真展vol.17
CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 17

ポイント

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。

会期

2020年11月11日(水)〜15日(日)（※会期・時間は変更となる場合があります）

会場

デザインギャラリー

料金

無料

主催

針穴写真機展実行委員会、（株）国際デザインセンター

時間

11:00〜18:00

休

無休

共催など
プレス問
一般問

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
デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）

※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。

6

発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

12月

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

19

スタートアップ・ミニセミナー⑥「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -マーケティング-」

ポイント

研修・講座

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。スタートアップ・ミニセミナーは、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を毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探りま
す。今年度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。第6回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビ
ジネスモデルの構築 -マーケティング-」。■講師：原田俊明（Future Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■専門家相談・交流会 in
INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年12月1日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

20
ポイント

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

12月

スタートアップ交流会「ブランド、デザイン、意匠、知財戦略について」

トーク

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
応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼ
ンテーションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、知的財産のプロフェッショナルとして多数の特許・商標を含む国内・海外の
案件を担当する水野祐啓氏と、販路開拓、創業、新規事業、商品開発、IT化、事業継承など幅広い分野で多数の実績を持つ道家睦明氏をお招きし、ブラ
ンド、デザイン、意匠、知財戦略についてお話しいただきます。■講師：水野祐啓・新事業支援センター マネージャー(弁理士)、道家睦明・(株)道家経営･
法務事務所 代表取締役■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

会期

2020年12月8日(火)

会場

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ

料金

無料（※原則事前申込制）

主催

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

18:00〜20:00

休

共催など

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部

プレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

一般問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp

12月〜1月

クリエイターズショップ・ループ第13期

21

イベント

SAWAKO KATAOKA 期間出店

ポイント

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」。約30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。
2020年12月9日〜2021年1月11日(期間8)には、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する「SAWAKO KATAOKA」
が出店。シンプルでありながらも印象的な、ファッションのアクセントとして楽しめるアクセサリーを制作しています。

会期

2020年12月9日(水)〜2021年1月11日(月)

会場

クリエイターズショップ・ループ

料金

無料

主催

SAWAKO KATAOKA

時間

11:00〜20:00

休

無休

共催など

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

プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com

一般問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com

※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。

7

発行：

国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2020年9月〜12月）

2020年8月28日

12月

BUSINESS DESIGN EXPO 2020 Vol.1

22

展覧会

企業と有能クリエイターをつなぐポートフォリオ展

ポイント

「ビジネスデザインEXPO」は、企業とクリエイターの交流の場として「ポートフォリオ展示会」と「発表・懇親会」の開催、企業とクリエイターをつなぐ専用ポー
タルサイト「b-designexpo.com」の構築で、相互の成長に寄与することを目的に展開しています。ポートフォリオ展ではフリーランス、法人プロダクション、
印刷業界などの一般企業、中部デザイン団体協議会(CCDO)構成11団体はじめ、あらゆるジャンルのデザイン関連団体・個人から募集した100点以上の
作品ポートフォリオが展示されます。期間中の12月11日(金)には、出展者によるプレゼンテーションが行われる交流発表会を開催(19:00〜21:00、ナゴ
ヤ イノベーターズ ガレージ、会費2,000円)。
※コロナウイルス感染症の影響などにより、ギャラリー展示はオンラインバーチャル展示、交流発表会はオンライン発表会となる場合があります。

会期

2020年12月9日(水)〜13日(日)

会場

デザインギャラリー

料金

無料

主催

(一社)中部広告制作協会(ビジネスデザインEXPO実行委員会、ビジネスデザインEXPO選考委員会)、(株)広瀬広告

共催など

時間

11:00〜19:00

休

無休

後援＝中部経済産業局、愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、名古屋商工会議所、(一社)中部経済連合会、中部経済同友
会、(株)国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会、(一社)愛知広告協会、愛知県印刷工業組合、(公社)インテリア産業協会、他(予定)

プレス問
一般問

ビジネスデザインEXPO実行委員会事務局((一社)中部広告制作協会事務局内)tel052-264-1616、fax052-241-2555、info@b-designexpo.com
デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）

※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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