
2012年9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（2012年10月~2013年1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

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ります。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、各入賞主要作品を展示(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主要作品を展示(予定)。

ポイント

9月

展覧会

会期 11:00~19:00(愛知県デザインセンター:9:00~16:30)

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tel052-222-0786一般問
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2012年9月26日(水)~10月1日(月)(愛知県デザインセンター:~5日(金))

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

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 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

3

2012年10月10日（水）~15日（月）

21st 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

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9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（2012年10月~2013年1月）

2013年8月10日に開幕する「あいちトリエンナーレ2013」開催に向けて、学生を対象に、最優秀作品の商品化を目指す「あいちトリエンナーレ2013」公

式グッズ・デザインコンペティションが開催(2012年7月~)。10月14日、参加各チームのデザイン提案の展示とプレゼンテーションを実施、審査員による

公開審査が行われます。市民による人気投票も。■コンペティションの内容＝愛知県内の教育機関(大学/短期大学/専門学校など)の研究室あるいはゼミ

単位のチームが、「あいちトリエンナーレ2010」の公式グッズや、他の国際展の公式グッズについてのリサーチを行った上で、新しい視点であいちトリエン

ナーレ2013公式グッズを考え、提案・発表。

ポイント

10月

展覧会・講演会・審査会

会期 14:00~17:00

アトリウム会場

休

料金

主催

共催＝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）、(株)国際デザインセンター、協力＝ナディアパーク、株式会社名古屋三越栄店

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tel052-265-2105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tel052-265-2105一般問
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2012年10月14日(日)

あいちトリエンナーレ2013公式グッズ・デザインコンペティション

公開プレゼンテーション＋公開審査会

あいちトリエンナーレ実行委員会

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・ナゴヤより、シューフィッター・猿渡みゆきと若手職人が一点一点ハンドメイドで制作する靴

のオーダーフェアを開催。知っているようで実は知らなかったご自身の足のサイズや特徴、それにともなう靴の選び方など、さまざまなご相談に応じます。

当日は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。

※シューフィッター：靴の専門店やデパート等の靴売場でお客様の足のサイズ・形にぴったり合う靴を選ぶことを専門にしている人

ポイント

10月

イベント

会期 13:00~18:00(予定)

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10月14日(日)

bonanza made in Nagoya�オーダーフェア

「女性シューフィッターに聞く!!初めて買う注文靴の選び方」

ボナンザ メイド・イン・ナゴヤ

時間

国際デザインセンター設立20周年記念デザイン展。本展では、伝統的な技術や私たちの生活の中にある日常的な素材に、デザインの視点を加えることに

よって[re:think=再考]された日韓のプロダクツに注目。日本からは、今年6月、デザインイベント「DMYベルリン2012(ドイツ)」で紹介した中部地方のデ

ザインプロダクツを、韓国からは、ソウルから世界へ向けて発信するデザインプロダクツの数々を紹介します。10月26日(金)、27日(土)にギャラリートー

ク。

ポイント

10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

2012年10月23日(火)休

無料料金

主催

共催＝国民大学校・オリエンタルカルチャー&デザインセンター(韓国・ソウル)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10月18日(木)~28日(日)

[re:think] Japan＋Korea｜Design

IdcN設立20周年記念デザイン展

（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。



2012年9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（2012年10月~2013年1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。10月のイベントはマニュモビールズの、紙と糸だけでつくるオリジナルモビールのワークショップ。お好みのキャラクター

パーツを選んであなただけのモビールをつくりませんか。※当日はエシカルペネロープ代表・原田さとみによる「絵本の読み聞かせ」も併催します。

■対象：一般・親子。各回2組、1組につき制作2点まで。

■申込方法(予約優先)：氏名・年齢・性別・住所(〒)・電話・e-mail・講座名・参加希望時間・合計参加人数を記入の上、申込み。■申込先着順(空きがあ

る場合当日参加可)

ポイント

10月

講座

会期 11:30~30分毎に開催。最終18:30~。所要時間：約30分

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,000円から(1キャラクターパーツにつき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10月20日(土)

Manu Mobiles�選べるモビールキット製作ワークショップ

マニュモビールズ

時間

国際デザインセンター設立20周年記念デザイン展「[re:think] Japan＋Korea｜Design」出品者によるギャラリートーク。同展では、伝統的な技術や生活

の中にある日常的な素材に、デザインの視点を加えることによって[re:think=再考]された日韓のプロダクツに注目。日本からは、今年6月、デザインイベ

ント「DMYベルリン2012(ドイツ)」で紹介した中部地方のデザインプロダクツを、韓国からは、ソウルから世界へ向けて発信するデザインプロダクツの数々

を紹介します。

■ギャラリートーク・ゲスト＝26日(金)：鈴野浩一((株)トラフ建築設計事務所)、伊藤祐介((株)伊千呂代表取締役)、27日(土)：メザム(MAEZM)、チェ・

キョンラン(韓国国民大学校教授/オリエンタルカルチャー&デザインセンター所長)

ポイント

10月

講演会

会期 26日＝18:00~19:30、27日＝17:30~18:30

デザインギャラリー会場

休

無料料金

主催

共催＝国民大学校・オリエンタルカルチャー&デザインセンター(韓国・ソウル)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10月26日(金)・27日(土)

[re:think] Japan＋Korea｜Design ギャラリートーク

IdcN設立20周年記念デザイン展

（株）国際デザインセンター

時間

市民および企業の、ボランティア・寄付等社会貢献活動の促進のため、「ぼらチャリ2012」を開催。日常生活の中でNPOへの支援が体験できるチャリティ

プログラムと交流イベントを開催。国際デザインセンターでは、クリエイターズショップ・ループがチャリティプログラムに参加、チャリティクーポンのご利用で

10％オフ(1,000円未満の商品は除外)。

■NPO活動支援チャリティプログラム＝参加NPOがチャリティクーポン(チャリぽん)を配布。「チャリぽん」利用者は、協賛企業店舗で買い物をする際に支

援したいNPOに投票。「チャリぽん」利用者は協賛企業店舗で特典が受けられ、NPOには得票率に応じ協賛金の一部が配分されます。

■ボランティア交流イベント＝講演会、ブース出展ボランティア体験など。

ポイント

10月

イベント

会期

デザインホール、アトリウム(チャリティプログラムはナディアパーク周辺地域において実施)会場

休

料金

主催

共催など

ぼらチャリ2012開催委員会tel052-228-8039(名古屋市市民活動推進センター内)プレス問

ぼらチャリ2012開催委員会tel052-228-8039(名古屋市市民活動推進センター内)一般問
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2012年10月28日(日)(チャリティプログラムは11月30日(金)まで)

ぼらチャリ2012

ぼらチャリ2012開催委員会(名古屋市・社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会・(株)国際デザインセンター)

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9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（2012年10月~2013年1月）

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
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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

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。デザインギャラリーでビジュアルコミュニケーションデザインコースと学究・デ

ザインビジネスコースの作品を、アトリウムで立体・空間デザインコースの作品を展示。これから4年生になり、社会へ出ようとする学生の、就職に向けた活

動につながる展覧会として開催。

ポイント

11月

展覧会

会期

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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2012年11月8日（木）~10日（土）

第9回コンタクト展(仮)

名古屋学芸大学デザイン学科

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

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、

靴のオーダーフェア。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

11月

イベント

会期 13:00~18:00(予定)

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11月11日(日)

bonanza made in Nagoya�オーダーフェア

ボナンザ メイド・イン・ナゴヤ

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9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（2012年10月~2013年1月）

国際デザインセンター設立20周年記念事業として記念フォーラムを開催。2部構成で、第1部は(社)日本インテリアデザイナー協会との共催によるJID

フォーラム「ステキなKURASHI」。人生を充実させる“くらし”の根幹である衣・食・住のすべてに関わるのが「空間」、時代の変化の中で、より“くらし”の質が

問われています。世界的に活躍するファッションデザイナーのコシノジュンコ氏とJID理事長の喜多俊之氏が「ステキなKURASHI」について語ります。第2部

は「ナゴヤデザイン」をテーマに、名古屋で活躍するベテランと若手のデザイナーやプロデューサーなどが、名古屋文化の独自性や創造性、デザインの役

割や未来像などを語り合うトークセッションです。定員400人。

ポイント

11月

講演会

会期 13:30~17:10

デザインホール会場

休

1,000円料金

主催

共催＝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

（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11月14日(水)

IdcN設立20周年記念フォーラム

第1部：JIDフォーラム「ステキなKURASHI」 第2部：トークセッション「ナゴヤデザイン」

（株）国際デザインセンター、(社)日本インテリアデザイナー協会

時間

国際デザインセンター設立20周年記念事業。中部デザイン団体協議会(CCDO)による企画展1。CCDOは隔年で、加盟15団体の会員の中から過去2年

間に顕著な活動をした個人を表彰する「CCDOデザインアオード」をこれまで6回実施していますが、その歴代受賞者を一堂に紹介します。

ポイント

11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

共催＝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

14

2012年11月14日(水)~19日(月)

プロフェッショナル展

IdcN設立20周年記念

（株）国際デザインセンター

時間

※非公開ポイント

11月

会議

会期

会場

休

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

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105一般問

15

2012年11月15日(木)

中部ブロックデザイン会議

中部経済産業局

中部経済産業局

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9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（2012年10月~2013年1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。今回はジュエリーづくりのワークショップを開催。オリジナリティあふれるデザインが人気の新進ジュエリーブランド「uni-t

Design」デザイナーの指導の元であなただけのジュエリーをつくりませんか。

■対象：一般・親子/人数：各回10名/費用：1点4,000円(仮)※材料費含む■参加申込：メール、fax、ハガキで申込受付(氏名、年齢、親子参加の場合

はお子様の年齢も、合計参加人数、住所(〒)、電話番号、e-mail、希望講座名、希望時間)を記入。事前申込優先。■申込締切：11月13日(火)

ポイント

11月

講座

会期 第1回：13:00~、第2回：15:00~(仮)各回所要時間約1時間

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点4,000円(仮)※材料費含む料金

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11月17日(土)

uni-t Design ワークショップ「オリジナルジュエリーを作ろう!」(仮)

uni-t Design

時間

国際デザインセンター設立20周年記念事業。中部デザイン団体協議会(CCDO)による企画展2。子どもたちのためにデザインにできることは?本展では、

中部デザイン団体協議会所属の15デザイン団体から、プロダクト製品や建築・空間・グラフィックなど、子どもの安全、安心とともに遊びや楽しさに配慮し

た作品の数々を展示。デザインの役割をご覧いただきます。

ポイント

11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

共催＝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

17

2012年11月21日(水)~26日(月)

なごや・キッズ・デザイン展

IdcN設立20周年記念

（株）国際デザインセンター

時間

親子で作る、体験するデザイン・ワークショップ。1 つくって遊ぼう！音のでるイス：段ボールを使って三角形のじょうぶなイスを作ります。できたイスはたたく

と音が出て、最後はみんなで音あそびをします。2 つくって遊ぼう！光るXmasツリー：段ボールとペットボトルのフタと口を使い、照明を入れて光るツリーを

作ります。完成後はツリーを合体させ、大きく輝くツリーを作ります。

■対象：児童(6歳~12歳)と保護者の2人1組、抽選で各講座20組40人。■申込受付：2012年10月15日(月)~11月5日(月)■申込方法：ホーム

ページ（www.idcn.jp/kids/ws2012）かfaxで、国際デザインセンター（fax052-265-2107）へ。講座名、郵便番号、住所、参加者全員の氏名、年齢を

明記。

ポイント

11月

講座

会期 14:00~16:30

アトリウム会場

休

1組1,000円（当日払い）料金

主催

特別協賛＝(株)伊藤美藝社製版所共催など

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tel052-265-2105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tel052-265-2105一般問

18

2012年11月23日(金・祝)

親子デザインワークショップ

つくって遊ぼう！音のでるイス／つくって遊ぼう！光るXmasツリー

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

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9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（2012年10月~2013年1月）

国際デザインセンター設立20周年記念事業。中部デザイン団体協議会(CCDO)による企画展3。デザインを学ぶ学生が主体となって実践したデザインの

具体的な成果を公表・展示し、若いデザイン力を産業界や一般社会にアピールすることにより、次代のデザイン界の活性化に資することを目的とした展示

会。学生と企業などの産業界、市町村などの行政、地域のNPOなど、産官学共同による新製品やブランド開発、地域イベント、街おこしから各種広報ツー

ル開発など、実現化したプロジェクトの成果を紹介します。大学や専門学校など16校が参加予定。

ポイント

11月・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

共催＝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

19

2012年11月27日(水)~12月3日(月)

産官学共同によるデザインの実践 学生の仕事展

IdcN設立20周年記念

（株）国際デザインセンター

時間

国際デザインセンター設立20周年記念事業。(公社)日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)中部ブロックによる企画展。JIDA中部ブロックに新しく結

成されたジュニア会員が、名古屋に在住する若手デザイナーの発信する未来のデザインを企画提案します。テーマは「未来のスマートキッチン」。ITの波は

いまキッチンにも押し寄せて来ており、彼らのフレッシュな目から見た未来のキッチン・デザインを紹介します。

ポイント

12月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は17:00まで)

コレクションギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催＝（株）国際デザインセンター共催など

（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

20

2012年12月5日(水)~10日(月)

JIDA60周年記念企画展 JIDA JUNIOR START展

IdcN設立20周年記念

~JIDA JUNIORによる未来のスマートキッチン提案~

(公社)日本インダストリアルデザイナー協会

時間

国際デザインセンター設立20周年記念事業。中部デザイン団体協議会(CCDO)による企画展4。「デザイン」は企業とデザイナーの共同作業です。新たな

20年に向けて、一層、“企業とデザイナーの望ましいパートナーシップ”を築くことが何より重要です。本展では、デザイナーが「双方の信頼関係を示す優れ

た作品」を選びそれを展示することで、パートナーシップの大切さ、理解を深める機会とします。

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

共催＝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

21

2012年12月5日(水)~10日(月)

企業とデザイナーのパートナーシップ展

IdcN設立20周年記念

~デザイナーが選ぶ企業のグッド・デザイン~

（株）国際デザインセンター

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。



2012年9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（2012年10月~2013年1月）

国際デザインセンター設立20周年記念事業。ポーランド・ヴィラヌフポスター美術館所蔵の1950-60年代ポスター等、107点を展示。戦後の荒野に、希

望のごとく花開いたポーランドのポスターデザインは、震災や景気悪化などで自信をなくしている日本に勇気を与えてくれるに違いありません。今こそポス

ターの持つ「伝えるデザインの力」を日本でも再認識し、明日への活力につなげていきたいと考えます。

ポイント

12月・1月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は17:00まで)

コレクションギャラリー、デザインギャラリー会場

12/18(火)・25(火)・29日(土)~1/3(木)休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、(公社)日本広告制作協会中部支部(OAC)共催など

OAC中部事務局tel052-971-5005((株)アド・パブリシティ内)、（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

22

2012年12月12日(水)~2013年1月6日(日)

伝えるデザインの力 ポーランドポスター’50-’60展

IdcN設立20周年記念

ポーランドポスター展実行委員会

時間

国際デザインセンター設立20周年記念事業。公益社団法人日本広告制作協会中部支部（OAC）主催によるフォーラム。第1部：「ポーランドポスターの原

点」（14:30~16:00）併催のポーランドポスター展にちなんで、第2次世界大戦後に生まれたポスター運動の原点を探りながら、「ポスターとは?」を考え

ます。講師：松浦昇氏（金沢大学大学院教育学研究科教授）、勝井三雄氏（JAGDA理事、武蔵野美術大学名誉教授）。第2部：「私のデザイン」（16:15~

17:45）広告から書籍、パッケージ、ロゴなどグラフィックの領域で多彩な活動を展開する、アートディレクター・グラフィックデザイナーの服部一成氏を招

き、そのクリエティブの全貌を紹介します。◎要事前申込。定員400人。■申込方法：所属先、住所、電話、FAX、参加者名、一般／学生、参加人数を記

入、FAXで公益社団法人日本広告制作協会（FAX:052-971-0604）へ。■申込締切：2012年11月15日（木）※当日参加不可

ポイント

12月

講演会

会期 14:30~18:00

デザインホール会場

休

一般2,000円、学生無料(200人限定、要予約)料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、OAC夢クラブ、後援＝愛知県、名古屋市、中日新聞社、中部デザイン団体協議会（CCDO）、中部クリエーターズクラ

ブ、(株)宣伝会議、協賛＝セントラル画材(株)、(株)Too名古屋支店

共催など

OAC中部事務局tel052-971-5005((株)アド・パブリシティ内)、（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

23

2012年12月12日(水)

第10回OACクリエイティブフォーラム名古屋

IdcN設立20周年記念

第1部：「ポーランドポスターの原点」 第2部：「私のデザイン」

(公社)日本広告制作協会中部支部(OAC)

時間

前畑(株)、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)による2013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

24

デザインギャラリー：2013年1月15日（火）~17日（木）、デザインホール：

前畑 2013年春夏新作展/新作4社会

前畑(株)

時間

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。



2012年9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（2012年10月~2013年1月）

「新しい伝統産業製品」「展示用伝統工芸品」ポイント

1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

協力＝（株）国際デザインセンター共催など

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

25

2013年1月23日(水)~28日(月)(仮)

名古屋伝統産業展(仮)

名古屋伝統産業協会

時間

9※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。


