
2021年5月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2021年6月〜9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：●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。●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。●Haya：天然の植物原料にこだわり、素材選びから蒸留、調香、商品デザインまでを一環に行うア

ロマブランド。※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。

ポポイインントト

4月〜3月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

2021年8月5日(木)、2022年1月1日(土・祝)ほか入替日休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問
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2021年4月22日(木)〜2022年3月21日(月・祝)

クリエイターズショップ・ループ 第14期出店

時時間間

名古屋市内の中小企業を対象に、アイデアの発想から試作品（モデル）の完成まで、専門家がデザインの視点からアドバイス、きめ細かく実地指導する、

名古屋市デザイン活用支援事業。今年度の、この事業の利用希望者を募集。

■募集企業数：名古屋市内に事業所を置く、製造業その他または卸売業を引続き1年以上営む中小企業5社程度、派遣期間・回数：2021年7月下旬
~2022年3月（※7回程度）

■応募締切：6月18日（金）必着
■応募要項・詳細・お申し込み：www.idcn.jp/design_support/advice

ポポイインントト

5月〜6月

その他

会会期期

会会場場

休休

80,000円（税込※事業全体経費の一部を負担。別途、試作品等の制作費負担）料料金金

主主催催

共共催催ななどど

事務局：(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104ププレレスス問問

事務局：(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104一一般般問問
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募集期間：2021年5月1日(土)〜6月18日(金)

令和3年度名古屋市デザイン活用支援事業デザインアドバイス指導対象企業募集

名古屋市経済局イノベーション推進部次世代産業振興課

時時間間

「デザイン思考」を基軸として生活者や市場に目を向ける、コロナ禍の商品開発、事業再構築に役立つ、全4回のワークショップ型デザインシリーズセミ
ナー。

■対象：経営者、企画・開発担当者、新規事業推進業、スタートアップ、営業・マーケティング担当者など■申込先：CCDO公式サイトwww.ccdo.
info/registerSS■申込締切：各回1週間前まで■参加費：各回開催1週間前までに指定口座に振込み

ポポイインントト

5月・6月

研修・講座

会会期期 各回16:00〜18:00

オンライン(Zoom使用)会会場場

休休

全回参加10,000円(税込)、各回参加3,000円(税込)料料金金

主主催催

共催＝（株）国際デザインセンター共共催催ななどど

中部デザイン団体協議会(CCDO)協働事業委員会（担当：渡辺俊生）052-204-3570、collabo@ccdo.infoププレレスス問問

中部デザイン団体協議会(CCDO)協働事業委員会（担当：渡辺俊生）052-204-3570、collabo@ccdo.info一一般般問問

3

2021年5月12日（水）、28日（金）、6月9日（水）、18日（金）

人によりそうデザイン思考

オンライン デザインシリーズセミナー2021

中部デザイン団体協議会(CCDO)協働事業委員会

時時間間

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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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。
2021年6月1日〜7月11日(期間2)には、日本の生地産地の職人とともにオリジナルテキスタイルを制作する「n’ui」が期間出店。生地作りから洋服作り
まで、実際に手を動かす事で生まれるものを大切に、made in japanにこだわったものづくりを行っています。

ポポイインントト

6月〜7月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、n’ui n.ui@nui-products.comププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、n’ui n.ui@nui-products.com一一般般問問
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2021年6月1日(火)〜7月11日(日)

n’ui 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第14期

n’ui

時時間間

愛知広告協会が県下の有能な広告クリエーターの育成を目的に主催している広告賞「AICHI AD AWARDS （AAA）」。「クリエーターによるクリエーターの
ための広告賞」として、豊かな発想と新鮮な感覚に満ち、確かな信頼性と訴求力を持つ、優れた作品を公募、顕彰。電波、グラフィック、デジタル、デザイ
ン、プロモーション／OOHの各カテゴリーより、ゴールド、シルバー、ブロンズ各1点などを選出。またゴールド受賞作品の中で最も優秀と認められた作品1
点にグランプリ。
※審査会：非公開
※受賞者・受賞作品：7月上旬以降にwebサイトに掲載

ポポイインントト

6月

審査会

会会期期 9：30〜17:30

(株)インディ・アソシエイツZoomミーティングスタジオ（※非公開）会会場場

休休

料料金金

主主催催

共催＝(株)国際デザインセンター、後援＝愛知県、コピーライターズクラブ名古屋、中部CM合同研究会、(一社)日本アド・コンテンツ制作協会中部支部、
中部デザイン団体協議会、(一社)中部広告制作協会、名古屋広告業協会

共共催催ななどど

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jpププレレスス問問

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368、info@aichi-ad.or.jp一一般般問問
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2021年6月4日(金)

AICHI AD AWARDS 2021 ONLINE 審査会

(一社)愛知広告協会

時時間間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」で毎月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、国や地方公共団体が設ける支援制度、金融融資制度についてお話しいただきま
す。■講師：柘植貴文・愛知県信用保証協会 スタートアップサポートデスク 副長、大野耕嗣・愛知県信用保証協会 経営支援部支援連携課 副長、石田雅
一・株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 名古屋創業支援センター 所長、仲保吉正・名古屋市新事業支援センター プロダクトマネージャー■
申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望
日を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポポイインントト

6月

トーク

会会期期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問

6

2021年6月8日(火)

スタートアップ交流会「創業・事業再構築のための国・地方公共団体の支援制度/金融制度1」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

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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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ついて相談者
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)■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.
html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日（時間も）を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザ
インセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポポイインントト

6月

その他

会会期期 ①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問
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2021年6月15日

フォローアップ相談会

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」のスタートアップ・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、「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。■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）■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参
加希望日を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポポイインントト

6月

研修・講座

会会期期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問
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2021年6月22日(火)

スタートアップ・ミニセミナー②「自社・自分の“強み”再発見による事業再構築の羅針盤」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

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、14期通年出店の「SAWAKO KATAOKA」がオーダー会を開催。店頭商品を基に、形やサイズ、仕上げ方法な
どをお好みでオーダーできます。
※デザインによりオーダー可能な部分は異なります。※完成品は後日店頭で引き渡し、または発送(別途400円要)/納期約1ヶ月。※カスタムオーダー会
開催中にオーダーまたは商品をご購入の方にシルバークリーナーをプレゼント。
■指導クリエイター：片岡佐和子（SAWAKO KATAOKA)■予約不要

ポポイインントト

6・9・11・12・1・2月

イベント

会会期期 ①13:00〜16:00 ※随時参加可

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

当日に限り商品と同価格(2,860円〜)※内容により追加料金有料料金金

主主催催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.comププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com一一般般問問
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2021年6月27日(日)、9月26日(日)、11月14(日)、12月26日(日)、2022年1月9日(日)、2月27日(日)

SAWAKO KATAOKA アクセサリー カスタムオーダー会

SAWAKO KATAOKA

時時間間

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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学生の国際交流の促進と若手のクリエイティなデザイナーの発掘を目的とした「台湾国際学生デザインコンペティション」の、2020年の入賞作品が展示さ
れます。

ポポイインントト

6月〜7月

展覧会

会会期期 11:30〜18:30(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝(株)国際デザインセンター共共催催ななどど

中部クリエーターズクラブtel052-937-9397ププレレスス問問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2021年6月30日(水)〜7月5日(月)

2020 TISDC 台湾国際学生デザインコンペティション入賞作品展

中部クリエーターズクラブ、台湾文部科学省高等教育司、アジア大学視覚伝達デザイン学科

時時間間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」で毎月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afterコロナにつながる事業展開をテーマに、先輩起業家をお招きしお話しいただき
ます。■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、
参加希望日を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポポイインントト

7月

トーク

会会期期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問
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2021年7月6日(火)

スタートアップ交流会「afterコロナにつながる事業展開」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

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」。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。
2021年7月13日〜8月22日(期間3)には、産地メーカーとデザイナーのタッグで誕生したアパレルブランド「cucuri」が出店。絞りの中でもヒートセット技
法に着眼し、今のライフスタイルにあったデザインを展開。

ポポイインントト

7〜8月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

2021年8月5日(木)休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、cucuri((株)山上商店)052-623-2186、sales@arimatsu-shibori.comププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、cucuri((株)山上商店)052-623-2186、sales@arimatsu-shibori.com一一般般問問
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2021年7月13日(火)〜8月22日(日)

cucuri 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第14期

cucuri

時時間間

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。



2021年5月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2021年6月〜9月）

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。■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、ま
たは、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日（時間も）を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセン
ター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2022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

ポポイインントト

7月

その他

会会期期 ①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問
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2021年7月13日(火)

国際デザインセンター・デザイン相談会

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」のスタートアップ・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、「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。■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）■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参
加希望日を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポポイインントト

7月

研修・講座

会会期期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料（※原則事前申込制）料料金金

主主催催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共共催催ななどど

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpププレレスス問問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一一般般問問
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2021年7月20日(火)

スタートアップ・ミニセミナー③「“市場”把握による事業再構築の羅針盤」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

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）

時時間間

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、14期通年出店の「SAWAKO KATAOKA」が、ペットの写真、お子様やご自分が描いた絵を形にしたブローチを作る
ワークショップを開催。クリエイターが事前にいただいた画像の形に真鍮板を切り、当日はやすりをかけ、刻印を施して完成させます。
■指導クリエイター：片岡佐和子(SAWAKO KATAOKA)■定員：先着で各回4人※小学生以下は保護者同伴■締切：開催日の3日前■応募方法：お名
前、tel、e-mail、希望日時、人数を記載し、ご希望の画像を添付し応募■応募先：SAWAKO KATAOKA e-mail：sawakokataoka.accessory@gmail.
com

ポポイインントト

7月・8月・10月・3月

講座

会会期期 ①13:00〜14:00 ②15:00〜16:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

1点2,000円(税込)料料金金

主主催催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.comププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com一一般般問問
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2021年7月23日(金)、8月22日(日)、10月17日(日)、2022年3月13日(日)

自分だけの形でつくる真鍮ブローチ

SAWAKO KATAOKA ワークショップ

SAWAKO KATAOKA

時時間間

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。



2021年5月31日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2021年6月〜9月）

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。
2021年8月24日〜10月3日(期間4)には、伝統工芸品尾張仏具の「三方」の技術を使用した生活用品シリーズのブランド「NUSA」が初出店。尾張の地
で作られる三方で使われる木曽のヒノキに、職人が手加工で一つ一つ曲げ加工や折加工を行った商品をお届けします。

ポポイインントト

8〜10月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問
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2021年8月24日(火)〜10月3日(日)

NUSA 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第14期

NUSA((株)岩田三宝製作所)

時時間間

6
※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。


