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（2022年1月～4月）
2021年12月24日現在

国際デザインセンターイベントカレンダー   

※「国際デザインセンターPRESS 
RELEASE」は月次発行で、向こう4ヶ月
間のイベント・研修・講座等の情報を提
供するものです。
掲載の情報は発行時点での最新のもの
ですが、準備期間中に変更が生じること
もあります。
ご了承ください。

※掲載の情報は、国際デザインセンター
で開かれるものと、国際デザインセンタ
ーの主催あるいは関係する企画に限っ
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2021年12月24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12月〜2022年3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

1

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

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12月28日〜2022年2月7日(期間7)には、愛知県尾張産地で、地元の職人と一緒に旧式の織機、ションヘル織機で布を作っているテキスタイ

ルブランド「terihaeru(テリハエル)」が初出店。日本のテキスタイルが存続していくためのテキスタイルの形を模索しています。

ポポイインントト

12〜2月

イベント

会会期期 11:00〜20:00（12/31は18:00まで）

クリエイターズショップ・ループ会会場場

2022年1月1日(土・祝)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、terihaeru hiyori@terihaeru.comププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

2

2021年12月28日(火)〜2022年2月7日(月)

terihaeru 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第14期

terihaeru

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

1・2月

イベント

会会期期 13:00〜16:00 ※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

3

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

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。



2021年12月24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12月〜2022年3月）

「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コロナで生き残る“ネット戦略”をテーマに、SNSを最大限に活用してEC販売へつなげた長谷祐哉氏と、「お菓子/パン/お

料理を作って売りたい！でも作る場所がない！」という作り手さんをサポートする“すたーとあっぷきっちん”の木村優子氏をお招きし、お話しいただきます。■先輩起業家：長谷祐

哉・株式会社ライカアート 代表取締役、木村優子・菓子製造/飲食店営業許可付きシェアキッチン“すたーとあっぷきっちん”代表■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

1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

4

2022年1月11日(火)

スタートアップ交流会「afterコロナで生き残る“ネット戦略”」

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

中部クリエーターズクラブ(CCC)は、1973年の発足以来毎年ポスター展を開催しており、近年ではアジア各都市のデザイン団体と共通テーマによるポス

ター展を通じて交流を深めてきた。本展では、台湾国際学生デザインコンペティションの中心機関であるアジア大学視覚伝達デザイン学科（台湾）の教員

に加え、台湾全域のデザイン系大学の教員と、中部クリエーターズクラブ会員の、ポスター作品約45点を展示。相互のポスターデザインについて理解を

深め、グラフィックデザインの現況を鑑みる機会とする。

ポポイインントト

1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＝アジア大学視覚伝達デザイン学科、(株)国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会、協賛＝(株)伊藤美藝社製版所、協力＝セントラル画材
(株)

共共催催ななどど

中部クリエーターズクラブ事務局ccc@ccc1973.com
中部クリエーターズクラブ(担当：喜多紀和)tel052-414-6820、fax052-414-6821、kita@powderdesign.org

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

5

2022年1月12日(水)〜17日(月)

中部クリエーターズクラブ企画 日台交流ポスター展2022

テーマ：BALANCE

中部クリエーターズクラブ

時時間間

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

応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。デザイン相談会では、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

1月・3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

6

2022年1月18日(火)、3月15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

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。



2021年12月24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12月〜2022年3月）

2020年12月に創立70周年を迎えた中部デザイン協会（CDA）会員による周年記念展。正会員並びに法人会員のデザイン活動紹介パネル94点と、舟

橋辰朗前会長のデザイン作品（プロダクト作品、クラフトデザイン作品）約50点を展示。※周年事業として記念講演会、特別講演などを併催予定。

※作品展は、2月1日〜7日10:00〜21:00 セントラルギャラリー（地下鉄久屋大通り駅南改札横）、4月12日〜14日9:30〜18:00 市民ギャラリー栄

（中区役所平和不動産共同ビル7階・8階）でも開かれます。

ポポイインントト

1月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00

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＝中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター共共催催ななどど

中部デザイン協会70周年記念事業委員会tel・fax052-228-6370、cda@lily.ocn.ne.jp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）、中部デザイン協会tel・fax052-228-6370、cda@lily.ocn.ne.jp一一般般問問

7

2022年1月19日(水)〜30日(日)

CDAの求心力、遠心力が未来を開く

中部デザイン協会創立70周年記念展覧会

併設展示：舟橋会長の遺したデザイン・クラフト作品

中部デザイン協会

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

1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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2022年1月25日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑨「ネットを使った販売促進」

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期初出店の「Haya」が、保湿・抗菌効果もある貴重なローズウォーター5mlをお持ち帰りできる蒸留体験会を開催

します。

■来店クリエイター：中村紋佳（Haya）■定員：各回先着6人(※予約優先、定員になり次第締切)■費用：3,000円（税込）■応募方法：参加希望日、時

間、お名前、参加人数、携帯電話番号を記載し申込。■申込先：Haya（担当：中村）e-mail: haya@studion.me

ポポイインントト

1月

イベント

会会期期 ①11:30〜12:10 ②14:00〜14:40

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

3,000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、Studio N(担当：中村)haya@studion.me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、Studio N(担当：中村)haya@studion.me一一般般問問
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2022年1月29日(土)

バレンタインスペシャル・国産ローズウォーターの蒸留体験

Haya Workshop

Haya (Studio N）

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。



2021年12月24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12月〜2022年3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、14期に期間出店する(12月28日〜2月7日)「terihaeru」が、オリジナルのテキスタイルでつくるつけ襟のカス

タムオーダー会を開催。表地、裏地、リボンの生地をお選びいただけます。完成品は1ヶ月後配送（送料別途520円）でのお届けとなります。

■指導クリエイター：小島日和 （terihaeru)

ポポイインントト

1月

イベント

会会期期 13:00〜17:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

13,530円〜（税込・送料別）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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2022年1月30日(日)

terihaeruのテキスタイルでつくる「つけ襟」 カスタムオーダー会

terihaeru

時時間間

2021年に創立60周年を迎えた（一社)日本商環境デザイン協会の中部支部会員による周年記念展。
（一社）日本空間デザイン協会(DSA)、(一社)日本商環境デザイン協会(JCD)が主催する「日本空間デザイン賞」から年間アワード作品を一堂にパネル展
示。美術館・博物館・商業施設・アミューズメントパーク・展示会等の分野において過去一年間に制作された優秀な作品を顕彰するもので、広く空間デザイ
ンが網羅され、最新のデザイン動向が見られます。2/5(土)にトークセッションを開催。
同時開催：2021年中部商空間賞学生部門入賞者パネル展

ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期 11:00〜17:00

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

後援＝（株）国際デザインセンター共共催催ななどど

(一社)日本商環境デザイン協会(JCD)事務局(鳥居デザイン事務所内)tel052-269-2318、mail@toriidesign.com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）、(一社)日本商環境デザイン協会事務局(鳥居デザイン事務所内)tel052-269-2318、mail@toriidesign.com一一般般問問
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2022年2月2日(水)〜7日(月)

2021年日本の空間デザイン賞展

日本商環境デザイン協会中部支部60周年事業

（一社)日本商環境デザイン協会中部支部(JCD)

時時間間

2021年に創立60周年を迎えた（一社)日本商環境デザイン協会の中部支部会員による周年記念事業。中部地区において1980〜2010年代に活躍した
デザイナー12名が、年代別に登壇。ゲストに建築家 吉柳 満氏を迎え、全3時間に及ぶクロストークを開催します。
■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、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、または、（一社)日
本商環境デザイン協会 中部支部mail@jcd-chubu.com、tel052-269-2318

ポポイインントト

2月

トーク

会会期期 13:00〜16:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会会場場

休休

無料料料金金

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

(一社)日本商環境デザイン協会事務局(鳥居デザイン事務所内)tel052-269-2318、mail@toriidesign.com、(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

(一社)日本商環境デザイン協会事務局(鳥居デザイン事務所内)tel052-269-2318、mail@toriidesign.com、(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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2022年2月5日(土)

日本商環境デザイン協会中部支部60周年事業 TALK SESSION 2022

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE 特別企画

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）、（一社)日本商環境デザイン協会中部支部(JCD)、

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12月24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12月〜2022年3月）

「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、財務・資本戦略についてお話しいただきま

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

2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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2022年2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/財務・資本戦略」

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。

2022年2月9日〜3月21日(期間8)には、帽子作家の「SAMO serendipity」が出店。季節によって素材を変え、色を変え、他にはないデザインで少しで

も多くの方に見て、かぶって、ワクワクしていただける帽子をお届けします。

ポポイインントト

2〜3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

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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2022年2月9日(水)〜3月21日(月)

SAMO serendipity 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第14期

SAMO serendipity

時時間間

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（隔月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

2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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2022年2月15日(火)

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

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12月24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12月〜2022年3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、「尾張一帯とその周辺＝なごや」の価値を掘り起こし見つめ直して「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、デザインプロデュース
の4領域のいずれかに属する学生の作品を展示。

ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期

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

協力＝(株)国際デザインセンター共共催催ななどど

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

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）一一般般問問
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2022年2月17日(木)〜19日(土)

なごやVISION展

名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科

名古屋学芸大学

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

2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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2022年2月22日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑩「2021年補正予算、2022年度の予算から見る国の支援方針」

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

大同大学情報学部情報デザイン学科の学生による卒業制作展示。ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期

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

共共催催ななどど

大同大学tel052-612-6111(代)ププレレスス問問

大同大学tel052-612-6111(代)、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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2022年2月23日(水・祝)〜27日(日)

大同大学×4デザイン専攻リレー展示(仮称)

大同大学

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。



2021年12月24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12月〜2022年3月）

パッケージデザインは、食品、飲料、日用品をはじめとした梱包・容器を要する商品において、私たちの生活に溶け込み暮らしを豊かにしています。パッ

ケージは、商品の魅力を伝えるだけではなく、その商品のブランド価値を伝達し、ブランドイメージを形成する重要な役割を担っています。この展示会は、

当地域のデザイナーに刺激を与え、学生を含めた交流の場とするとともに、一般の方にはパッケージデザインの面白さ、役割について広く知ってもらうこと

を目的に開催。展示を通して、デザインの力でこんな問題が解決した、こんな楽しい気持ちになった、世の中にこういう貢献をしたということを、具体的に分

かりやすく示します。期間中にセミナーを予定。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(最終日は18:00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

(公社)日本パッケージデザイン協会中日本（愛知・岐阜）委員会ププレレスス問問

(公社)日本パッケージデザイン協会中日本（愛知・岐阜）委員会、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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2022年3月2日(木)〜7日(月)

中部パッケージデザイン展2022

パッケージデザインの力

(公社)日本パッケージデザイン協会

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

3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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2022年3月8日(火)

スタートアップ交流会「afterコロナで生き残る“マイビジネス”」

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

「僕らのポートフォリオ展「（通称「僕ポ」）は、今年度で10年目となる、デザイン・クリエイティブ系の学生ポートフォリオ(作品集)を集めた学生有志の展覧

会。当地域の複数の教育機関の学生が自らの集大成である「ポートフォリオ」を展示することにより、その活動を発信するとともに、出展者同士や企業、来

場者との出会いを通して、活性化と活動の広がりを図り、今後の活動の糧とすることを目的としています。

※作品展は、3月2日〜6日、エスプラナードギャラリー（名古屋市西区内）でも開かれます。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(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、協賛＝鬼頭印刷(株)、(株)space、(株)竹尾、名古屋デザイナー学院、平和紙業(株)、円頓寺商店街 他共共催催ななどど

僕らのポートフォリオ展2022実行委員会 bokurano.portfolio.exb@gmail.comププレレスス問問

僕らのポートフォリオ展2022実行委員会 bokurano.portfolio.exb@gmail.com、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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2022年3月10日(木)〜14日(月)

僕らのポートフォリオ展2022

テーマ：テン

僕らのポートフォリオ展2022実行委員会

時時間間

7
※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12月24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12月〜2022年3月）

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などを形にしたブローチを

作るワークショップを開催。画像の形にクリエイターが真鍮板を切り、当日は、参加者がやすりをかけ、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■申込方法：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、申込。■申込先：SAWAKO KATAOKA e-mail：sawakokataoka.

accessory@gmail.com

ポポイインントト

3月

イベント

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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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

「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

3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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2022年3月22日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑪「サブスクリプションとその活用」

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

8
※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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