
2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10月）

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、1930年代アール・デコ期のアメリカのデザイン製

品約2,000点を所蔵しています。コレクションは、家具から電化製品、食器、雑誌、ポスターまで、当時のライフスタイル全般にわたる多様なもので構成さ

れています。大量生産時代をむかえたアメリカで流行したこのデザイン様式は、20世紀の社会や産業構造の大転機を示す貴重な資料であり、その遊び心

あふれるデザインは今日でも新鮮な魅力を放っています。コレクションシリーズvol.17では、アメリカン・アール・デココレクションから、1930年代のアメリカ

でもモダンデザインの象徴として人気を集めたStreamline(流線型)のデザインを展示紹介します。

ポイント

~12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、2012年5月14日(月)~17日(木)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・コレクションギャラリーtel052-265-2106（代）一般問
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2011年11月16日(水)~2012年12月2日(日)(仮)

Streamline 流線型のカタチ

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

日本ジュエリーアート展は、その名称が示すように、一般的な装身具の概念を超え、素材の制限を設けず、自由な発想でアートとしてジュエリーの可能性を

開こうと開催されている公募展。名古屋展では、同公募展入賞作品のほか一部と、併催の第2回ジュエリーデザインコンペティションの作品を展示。第2回

ジュエリーデザインコンペティションのテーマは「元気」。日本をとりまくさまざまな不安、世界の抱える不安を明るい方向へ導くために、ジュエリーにおける

「元気」のアイデアを紹介します。6月27日(水)19:00~19:30、ギャラリートークを開催。

ポイント

6月・7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＝経済産業省、(公財)日本デザイン振興会、(財)日本余暇文化振興会・楽習フォーラム・アートクレイ倶楽部、(社)総合デザイナー協会共催など

(公社)日本ジュエリーデザイナー協会tel03-3523-7344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6月27日(水)~7月2日(月)

第27回公募2012日本ジュエリーアート展

併催：第2回日本ジュエリーデザインコンペティション

(公社)日本ジュエリーデザイナー協会、伊丹市立工芸センター((公)伊丹市文化振興財団・伊丹市)、（株）国際デザインセンター、中部デザイン団体協議

会

時間

大同大学建築専攻/インテリアデザイン専攻学生による展覧会。ポイント

7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

後援＝名古屋市教育委員会、（株）国際デザインセンター、セントラル画材(株)、大同大学同窓会・後援会共催など

大同大学プレス問

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7月11日(水)~16日(月・祝)

大同大学［×5デザイン専攻・リレー展示］

建築専攻/インテリアデザイン専攻

大同大学

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10月）

イスラエル・テルアビブで活躍するジュエリーデザイナー、ミリット・ウェインストック（Mirit Weinstock）によるデザイン・トーク/スライドレクチャーを開催しま

す。ミリット・ウェインストックは、国際的に活動の幅を広げるジュエリーデザイナーで、昨年立ち上げた国際的なジュエリーブランド「M♥W」のラグジュアリー

なジュエリーコレクションは、パリのColette や、日本のZOZO、アメリカのAnthropologieなど多くの店舗で販売されています。当日は、スライドレクチャー

につづき、クリエイターズショップ・ループに出店中の「uni-t Design」の犬塚崇文とのトークを行います。ともに国際的な来歴をもつ二人。トークでは、自身

の作品だけでなくアジア、中東、ヨーロッパそれぞれの制作の現場について話していただきます。この機会にぜひ現代イスラエルのジュエリーデザインをお

楽しみください。※参加無料/申込不要/英語・逐次通訳あり

ポイント

7月

講演会

会期 17:00~19:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

無料料金

主催

協力＝クリエイターズショップ・ループ、後援＝イスラエル大使館共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105一般問
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2012年7月16日(月・祝)

ミリット・ウェインストック デザイン・トーク

Mirit Weinstock [M♥W] Design Talk

（株）国際デザインセンター

時間

大同大学メディアデザイン専攻学生による展覧会。ポイント

7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

後援＝名古屋市教育委員会、（株）国際デザインセンター、セントラル画材(株)、大同大学同窓会・後援会共催など

大同大学プレス問

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7月18日(水)~23日(月)

大同大学［×5デザイン専攻・リレー展示］

メディアデザイン専攻

大同大学

時間

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、ボナンザ・メイド・イン・ナゴヤが、好評のレザーバッグを自分好みにカスタマイズできるオーダー会を開催。ベースとなるバッグのタイプを選び、素

材（革と裏地）と持ち手のデザインを組み合わせ、オリジナルバッグが作れます（オーダー価格17,000円~）。Loopでしか手に入らない人気のショルダー

バッグシリーズのアイテムを自分好みでオーダーできます。

来店クリエイター：稲垣典子・廣瀬真理

ポイント

7月

イベント

会期 12:00~19:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

料金

主催

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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2012年7月22日(日)

bonanza made in Nagoya「カスタマイズバッグ・オーダーフェア」

ボナンザ メイド・イン・ナゴヤ

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10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、「名古屋嫁入道具」から、練り込みの器で人気の作家・藤居奈菜江による、土を使ったものづくりワークショプを開

催。粘土と木(加工は粘土のみ)の家型の蓋物(ふたもの)を作ります。作家が焼き上げ、木工作家が屋根を付け、後日、Loopでお引き渡しします。夏休み

に親子で楽しめるワークショップです。■対象：小学生以上、一般。親子可/各回8人/要事前申込。申込多数の場合、抽選。■申込方法：氏名・年齢・性別

（親子の場合お子様の年齢・性別も）・住所(〒)・電話・e-mail・講座名・時間・参加人数を記入の上、e-mailかfax、ハガキで申込み。■申込先：国際デザ

インセンター・事業部「クリエイターズショップ・ループ」係(〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1、shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)

ポイント

7月

講座

会期 第1回：12:00~、第2回：15:00~（受付は各回15分前から）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円~3,000円（粘土の量によって異なります）料金

主催

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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2012年7月28日(土)

名古屋嫁入道具：藤居奈菜江ワークショップ「おうち宝箱をつくろう」

名古屋嫁入道具

時間

大同大学かおりデザイン専攻学生による展覧会。

●展示内容＝日本かおりめぐり（かおり風景の旅）、あなたが選ぶ「大同のかおり2012春・夏」コンテスト（学生が制作したかおりの展示）、嗅覚テスト・かお

り当てクイズ（かおり体験）、住まいのにおい対策の紹介（パネル展示）

●におい技術個別相談会

8月6日（月）14:00~17:00

ポイント

8月

展覧会

会期 13:00~19:00(土日は11:00~17:00)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

後援＝名古屋市教育委員会、（株）国際デザインセンター、セントラル画材(株)、大同大学同窓会・後援会共催など

大同大学かおりデザイン専攻tel:052-612-6111（代）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8月1日(水)~6日(月)

大同大学［×5デザイン専攻・リレー展示］

かおりデザイン専攻

大同大学

時間

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、名古屋嫁入道具では、木工家具作家・高倉規彦の指導で、桜や楢などの木材をカンナで削り箸をつくるワーク

ショップを開催。カンナを初めて使う人にもていねいに指導します。小学生以上、どなたでも参加可。完成品はその場でお持ち帰りいただけます。■対象：

小学生以上、一般。親子可/各回2人/要事前申込。申込多数の場合、抽選。■申込方法：氏名・年齢・性別（親子の場合お子様の年齢・性別も）・住所

(〒)・電話・e-mail・講座名・参加希望日時・人数を記入の上、e-mailかfax、ハガキで申込み。■申込先：国際デザインセンター・事業部「クリエイターズ

ショップ・ループ」係(〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1、shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)

ポイント

8月

講座

会期 第1回：11:00~、第2回：13:00~、第3回：14:00~、第4回：15:00~、第5回：16:00~（受付は各回15分前から）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

500円料金

主催

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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2012年8月4日(土)・5日(日)

名古屋嫁入道具：高倉規彦ワークショップ「my箸をつくろう」

名古屋嫁入道具

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10月）

若手クリエイターの商品を紹介・販売するクリエイターズショップ・ループでは、夏休み期間、各出店者の制作分野、個性を活かしたさまざまなイベントを開

催します。IKEYAN☆ワークショッププロジェクトvol.1では、イケヤン作家(桑田智香子、穴山大輔)とオリジナルのアクセサリーを作ります。瀬戸1300年の

歴史から生まれた「いっちん」「鎬(しのぎ)」「象嵌(ぞうがん)」等の技法を活かし板状の粘土を華飾、好みの色を選び、焼成後、後日Loopでお引渡し。ワー

クショップ終了後はイケヤン☆ブースでの作品解説もあります。■対象：一般、親子可/各回10人/要事前申込。申込多数の場合抽選。■申込方法：氏名・

年齢・性別（親子の場合お子様の年齢・性別も）・住所(〒)・電話・e-mail・講座名・時間・参加人数を記入の上、e-mailかfax、ハガキで申込み。■申込先：

国際デザインセンター・事業部「クリエイターズショップ・ループ」係(〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1、shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)

ポイント

8月

講座

会期 第1回：12:00~14:00、第2回：15:00~17:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1人1,500円(ブローチ2個)料金

主催

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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2012年8月11日(土)

イケヤン作家と作る瀬戸焼きの伝統技法を活かした「オリジナルアクセサリーつくり」

IKEYAN☆ワークショッププロジェクトvol.1

IKEYAN☆

時間

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、伝統的な手づくりの技を受け継ぐボナンザ・メイド・イン・ナゴヤの若手職人が一点一点ハンドメイドで制作する、靴のPRイベント。その場で足の計

測もおこない、あなたにぴったりの靴を提案します。

ポイント

8月

イベント

会期 13:00~18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

料金

主催

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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2012年8月12日(日)

bonanza made in Nagoya「ハンドメイド靴オーダーフェア」

ボナンザ メイド・イン・ナゴヤ

時間

若手クリエイターの商品を紹介・販売するループでは、出店クリエイターによるイベントを随時開催しています。夏休み期間、各出店者の制作分野、個性を

活かしたワークショップや商品を紹介するPRイベントを開催します。ワークショップはいずれも親子で参加できる企画です!今回のワークショップは、ポップで

カラフルな絞り作品を制作する女の子ユニット「まり木綿」によるもの。毎日使える可愛いエコバッグを名古屋の伝統技法、絞りの技法で作ってみませんか?

■対象：一般、親子可/各日10人/要事前申込。申込多数の場合、抽選。■申込方法：氏名・年齢・性別（親子の場合お子様の年齢・性別も）・住所(〒)・

電話・e-mail・講座名・参加希望日・参加人数を記入の上、e-mailかfax、ハガキで申込み。■申込先：国際デザインセンター・事業部「クリエイターズショッ

プ・ループ」係(〒460-0008名古屋市中区栄3-18-1、shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)

ポイント

8月

講座

会期 13:00~15:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点2,800円料金

主催

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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2012年8月18日(土)・19日(日)

まり木綿ワークショプ「絞りのエコバッグをつくろう」

まり木綿

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10月）

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29人が、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します。

■出展者＝青木広大、青木泰広、青山 度、石原勝昭、鏡味光子、加藤 完、かゆかわ きゅう、 熊崎 勝、クレメンス メッツラー、佐藤栄治、志水利恵子、末

松啓輔、杉井清二、鈴木貞弘、高橋真一、竹村廣士、田宮 晃、なるさわ いつお、西尾香美、日比 武、廣 恵美、藤谷慶子、水谷芳春、山崎 晃、横山道大、

吉田信治、若林敦子、渡邊潤一

ポイント

8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

後援＝中部デザイン団体協議会共催など

（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8月22日(水)~27日(月)

創作ピンホールカメラとその写真展・9

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 9

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

ポイント

8月

講座

会期

クリエイターズショップ・ループ会場

休

料金

主催

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

14

2012年8月26日(日)

メ~ブツワークショップ「しゃちほこ芸がま口をつくろう」

メ~ブツ

時間

大同大学プロダクトデザイン専攻学生による展覧会。ポイント

8月・9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

後援＝名古屋市教育委員会、（株）国際デザインセンター、セントラル画材(株)、大同大学同窓会・後援会共催など

大同大学プレス問

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

15

2012年8月29日(水)~9月3日(月)

大同大学［×5デザイン専攻・リレー展示］

プロダクトデザイン専攻

大同大学

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10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、名古屋嫁入道具では、あかり作家・山本富樹の指導のもと、木材（秋田杉）と和紙を使って和の照明器具をつくる

ワークショップを開催。小学生以上、どなたでも参加可。完成品はその場でお持ち帰りいただけます。■対象：小学生以上、一般。親子可/各回5人/要事

前申込。申込多数の場合、抽選。■申込方法：氏名・年齢・性別（親子の場合お子様の年齢・性別も）・住所(〒)・電話・e-mail・講座名・参加希望日時・参

加人数を記入の上、e-mailかfax、ハガキで申込み。■申込先：国際デザインセンター・事業部「クリエイターズショップ・ループ」係(〒460-0008名古屋

市中区栄3-18-1、shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)

ポイント

9月

講座

会期 第1回：11:30~、第2回：14:00~、第3回：16:00~（受付は各回15分前から）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

4,000円料金

主催

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

16

2012年9月15日(土)・16日(日)

名古屋嫁入道具：山本富樹ワークショップ「和紙のあかりをつくろう」

名古屋嫁入道具

時間

うかい昭平・小夜子による陶、布などのクラフト作品展示。ポイント

9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

国際デザインセンター・デザインギャラリーtel052-265-2106（代）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

17

2012年9月19日(水)~24(月)

こだわりの形ーうかい昭平・小夜子(仮)

鵜飼昭平tel052-782-6968

時間

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

9月

展覧会

会期

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

18

2012年9月26(水)~10月1日(月)

日本の新聞広告賞作品展2012

愛知県、（株）国際デザインセンター、中部デザイン協会

時間

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。



2012年7月5日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2012年7月~10月）

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

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

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

19

2012年10月10日（水）~15日（月）

SAVE ME POSTER EXHIBITION (仮)

Save Meポスター実行委員会、（株）国際デザインセンター

時間

名古屋学芸大学の創立10周年記念展。同大学メディア造形学部が、この10年間に映像・デザイン・ファッションなど幅広い分野で展開してきた、歴代の秀

作を一堂に展示。

ポイント

10月

展覧会

会期 11:00~18:00

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

名古屋学芸大学メディア造形学部創立10周年記念事業委員会tel0561-75-2955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

20

2012年10月31日（水）~11月5日（月）

メディア造形学部「10年の歩み」

名古屋学芸大学創立10周年記念展

名古屋学芸大学メディア造形学部創立10周年記念事業委員会

時間

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。


