
2011年11月16日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2011年11月~2012年2月）

異業種交流・大規模産業見本市「メッセナゴヤ2011」(主催：メッセナゴヤ実行委員会/愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所)に、名古屋市クリエイティ

ブ産業コーナー「LINKS NAGOYA マーケット」が出展。プロダクト、インテリア、グラフィック…など地元のクリエイティブ産業関連企業が多数出展。地域で

活動するクリエイティブ関連団体の活動紹介のコーナーや商談スペースも設置。直接商品を手に取ったり、デザイナーや担当者と話しながら、情報交換の

場としてご活用ください。企業の方々には新たな視点からビジネスチャンスを見つける機会、モノづくりに関心のある学生には就活への第一歩。クリエイティ

ブ×ビジネスの“今”を知る4日間です。

ポイント

11月

イベント

会期 10:00~17:00

ポートメッセなごや(名古屋港金城ふ頭)第1展示館会場

無休休

無料料金

主催

企画・運営＝（株）国際デザインセンター、協力＝NAGOYA DESIGN WEEK、NPO法人メイド・イン・ジャパン・プロジェクト、特別協力＝クリエイティブ・デザ

イン・シティなごや推進事業実行委員会

共催など

LINKS NAGOYA（国際デザインセンター内/tel052-265-2126、e-mail : links@idcn.jp）プレス問

LINKS NAGOYA（国際デザインセンター内/tel052-265-2126、e-mail : links@idcn.jp）一般問
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2011年11月9日（水）~12日(土)

LINKS NAGOYA マーケット

メッセナゴヤ2011 名古屋市(クリエイティブ産業コーナー)

名古屋市

時間

東日本大震災復興支援プロジェクトの一環として、(社)日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)が立ち上げた、“被災した子供たちに「どこか気持ちをや

さしくする」ハンカチをプレゼントする”企画。1枚販売ごとに、同じハンカチが1枚子供たちに贈られる。IDA台北会議(世界3大デザイン団体合同会議)で併

催展示(台湾/10月22日~30日)し、世界のデザイン界へ向け、日本へ寄せられた支援に対する感謝の気持ちを表現。その後、東京ミッドタウン・デザイ

ンハブ(11月18日~12月25日)、名古屋ほか全国へ巡回。◎全国組織・JAGDAの会員586人（内、愛知地区参加者43人）が参加。本企画のためにデ

ザインされたハンカチをオンライン予約販売。1枚1,500円(税込/送料別)。新学期に向け、販売と同じデザイン・枚数のハンカチが子供たちに届けられ

る。

ポイント

11月

展覧会

会期 11:00~19:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会場

11月22日（火）休

無料料金

主催

実行＝JAGDA愛知地区共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2011年11月16日（水）~27日（日）

JAGDA東北復興支援チャリティ やさしいハンカチ展

（社）日本グラフィックデザイナー協会、（株）国際デザインセンター

時間

国際デザインセンターは、20世紀のデザイン史において日本の産業デザインにも大きな影響を与えた、アメリカのデザイン製品約2,000点をコレクション

しています。コレクションシリーズvol.17では、テーマに沿ってアメリカン・アール・デココレクションを展示紹介します。

ポイント

11月

展覧会

会期 11:00~20:00

コレクションギャラリー会場

毎週火曜日、年末年始休

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プレス問

国際デザインセンター・デザインミュージアムtel052-265-2106一般問

3

2011年11月16日(水)~2012年5月7日(月)

IdcNコレクションシリーズvol.17

（株）国際デザインセンター

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。



2011年11月16日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2011年11月~2012年2月）

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。ポイント

12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、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共同研究室（tel0561-75-2803）プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2011年12月2日（金）~4日（日）

第8回CONTACT展

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン共同研究室

時間

本展は、グラフィックデザインを学ぶ中部の大学・短大・専門学校の学生を対象に募集されるポスター展で、地球環境の保全・絶滅寸前の動物たちを守り

たいという想いをポスターにして訴え続けてきたもの。デザインを通して一人でも多くの人々にこの趣旨が伝わり、自然環境・動物保護とグラフィックデザイ

ナーの育成に貢献できることを願って開催します。

■参加校＝愛知県立芸術大学、愛知産業大学、大同工業大学、名古屋学芸大学、名古屋芸術大学、名古屋造形大学、あいち造形デザイン専門学校、名

古屋コミュニケーションアート専門学校、名古屋総合デザイン専門学校、名古屋デザイナー学院、日本デザイナー芸術学院

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

後援＝中部クリエーターズクラブ、協賛＝セントラル画材(株)共催など

Save Meポスター実行委員会tel052-932-0404、（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2011年12月7日（水）~12日（月）

20th SAVE ME POSTER EXHIBITION

Save Meポスター実行委員会、（株）国際デザインセンター

時間

さまざまなジャンルのデザイナー、 陶芸家、イラストレーターやカメラマンなどが、デジタルの時代に超アナログな写真機「ピンホールカメラ」を創作。シャッ

ターやフィルムホルダーなど複雑な構造の組み立てが要求されるカメラの制作過程では、各自の技術とアイデアを駆使し、オリジナリティあふれるカメラを

制作。これらのカメラと、それで撮影した写真を展示する。

ポイント

12月

展覧会

会期 11:00~19:00(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

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2011年12月14日(水)~19日(月)

創作ピンホールカメラとその写真展・8

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 8

ピンホールカメラ展開催委員会、（株）国際デザインセンター

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。



2011年11月16日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2011年11月~2012年2月）

全国紙各社が主催する新聞広告賞の最新優秀作品を、国際デザインセンターと愛知県デザインセンターの2会場で一堂に展示。各社の広告賞が1度に

見られるのは本展だけで、広告デザインの最先端が見られるまたとない機会として定着しつつある。国際デザインセンターでは公募作品の部の作品を展

示。新人クリエーターの登竜門と言われる朝日広告賞（一般公募の部）をはじめ、毎日広告デザイン賞（発言広告の部）、読売広告大賞（読者が創る広告

の部）より、各入賞作品を展示(予定)。愛知県デザインセンターでは朝日広告賞、中日新聞社広告大賞、日経広告賞等、フジサンケイグループ広告大

賞、毎日広告デザイン賞、読売広告大賞の、広告主参加作品の部各入賞作品を展示(予定)。

ポイント

12月

展覧会

会期 デザインギャラリー 11:00~19:00、愛知県デザインセンター 9:00~16:30(最終日も同じ)

デザインギャラリー、愛知県デザインセンター会場

無休休

無料料金

主催

共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、愛知県デザインセンターtel052-222-0786プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）、愛知県デザインセンターtel052-231-6351（代）一般問
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2011年12月21日(水)~26日(月)

日本の新聞広告賞作品展2011

愛知県、（株）国際デザインセンター、中部デザイン協会

時間

前畑(株)、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)による2012年春夏新作和洋食器の展示発表・受注会。(※一般非公開)ポイント

1月

その他

会期

デザインギャラリー、デザインホール会場

無休休

無料料金

主催

共催＝名古屋テーブルトップショー、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)共催など

前畑(株)tel0572-24-1111プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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デザインギャラリー：2012年1月10日（火）~12日（木）、デザインホール：1月9日（月・祝）~12日（木）

前畑 2012年春夏新作展/新作4社会

前畑(株)

時間

リンクスナゴヤマーケットに参加した当地域のクリエイティブ企業を中心に、学生を対象に、日替わりで1日3社の企業説明会を開催。クリエイティブ業界に

就職を希望する学生向け。各企業の担当者と交流が持てるセッションも。各日40人。■参加申込：ウェブサイト（www.idcn.jp/linksnagoya）またはファッ

クス（052-265-2126)より参加申込。2012年1月10日より各実施日の前日まで受付。

ポイント

1月

その他

会期 14:00~（予定）

デザイン工房会場

無休休

無料料金

主催

企画・運営＝（株）国際デザインセンター、協力＝NAGOYA DESIGN WEEK、NPO法人メイド・イン・ジャパン・プロジェクト、特別協力＝クリエイティブ・デザ

イン・シティなごや推進事業実行委員会

共催など

LINKS NAGOYA（国際デザインセンター内/tel052-265-2126、e-mail : links@idcn.jp）プレス問

LINKS NAGOYA（国際デザインセンター内/tel052-265-2126、e-mail : links@idcn.jp）一般問
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2012年1月24日（火）、28日（土）、29日（日）

LINKS NAGOYA 企業説明会

名古屋市

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。



2011年11月16日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2011年11月~2012年2月）

デザイナーが永く愛用している身のまわりの道具を選び、その魅力と共に紹介する企画。永く使われてきた所以とともに、見るものにデザイナーの個性やク

リエイションの現場を連想させる道具たちを展示します。

ポイント

1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

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2012年1月25日（水）~29日（日）

昔からいっしょの道具たち(仮)

クラフトデザイナー中部

時間

ユネスコ・クリエイティブ・シティズ・ネットワークのデザイン都市が同じ枠組みの中で取組むプロジェクト「CODE-都市のアイデンティティを探る」の第2回。

テーマは「おみやげ／記念品」。私たちの街を訪れた方々の心に記憶として残るもの、あるいは私たちが地元のおみやげとして贈りたい、その土地ならでは

のおみやげ／記念品を各都市で提案します。名古屋と神戸では、学生チームによるワークショップ形式で、現在すでにあるおみやげや記念品などをリサー

チし、アイデンティティを探りながら、新しいおみやげ／記念品を提案。両市の成果を展示とプレセンテーションで発表します。［詳細］CODE ｜NAGOYA

2011 http://www.creative-nagoya.jp/code2011/

ポイント

2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＝神戸市共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会事務局((株)国際デザインセンター内tel052-265-2105)プレス問

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2012年2月1日(水)~6日(月)

CODE ｜Souvenir スーベニア(仮)

CODE ｜NAGOYA 2011

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（名古屋市・（株）国際デザインセンター・名古屋商工会議所・中部デザイン団体協議会）

時間

親子で作る、体験するデザイン・ワークショップ。未来のクリエイターたちに、新しい技術との出会い、デザインの楽しさを体験する機会を提供。さまざまな

ジャンルの地元のデザイナーが、遊べる作品づくりを指導します。■2月12日(日)：「ピカサ［暗いところでもピカピカ光る安全な傘］を作ろう」/LEDを使った

ピカピカ光る夜間安全な傘づくり。■2月19日(日)：「つくってたたこう！楽しい太鼓」/いろいろなサイズの紙の筒を使ったオリジナル太鼓づくり。

■6歳~12歳の児童と保護者の2人1組、抽選で各講座15組30人。申込受付：2012年1月4日(水)~31日(火)■申込方法：ホームページ（www.

idcn.jp/kids/2012）か、ハガキ、ファックス、Eメールで国際デザインセンター（〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1/ファックス052-265

-2107/kids@idcn.jp）へ。コース名、郵便番号、住所、氏名、児童の年齢を明記。

ポイント

2月

講座

会期 13:00~15:30(受付は12:30から)

デザイン工房会場

休

1,000円（当日払い）料金

主催

共催など

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2104プレス問

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会tel052-265-2104一般問
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2012年2月12日(日)・2月19日(日)

親子デザインワークショップ

「ピカサ［暗いところでもピカピカ光る安全な傘］を作ろう」／「つくってたたこう！楽しい太鼓」

クリエイティブ・デザインシティなごや推進事業実行委員会（名古屋市・（株）国際デザインセンター・名古屋商工会議所・中部デザイン団体協議会）

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。


