
2014年4月22日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年5月~8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。IdcNコレクションシリーズvol.19では、「30’s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン」を

テーマに、当時のポスターや雑誌広告とライフスタイルの変化を示す生活用品をご紹介します。

ポイント

11月~5月

展覧会

会期 11:00~20:00

コレクションギャラリー会場

毎週火曜日と年末年始、その他調整日休

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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2013年11月22日(金)~2014年5月18日(日)

30s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン1

IdcNコレクションシリーズvol.19

(株)国際デザインセンター

時間

5月の第2土曜日は、”世界フェアトレード・デー”(※)！世界各地で、フェアトレード推進イベントが開催される日。愛知・名古屋では、「世界フェアトレード・

デー・なごや2014」が開催され、名古屋テレビ塔を中心に久屋大通公園(もちの木広場)一帯で、フェアトレードのファッションショー、ライブ、トーク、マル

シェなどが行われます。※世界フェアトレード・デー：WFTOに加盟する、世界76ヶ国・約450団体のフェアトレード組織と生産者組織が一斉にフェアトレード

をアピールする日。毎年5月の第2土曜日に各国でイベントやキャンペーンを同時開催。1995年にヨーロッパのフェアトレード・ショップの連合が運動を開

始。世界一斉実施は今年で13回目。

＜コンテンツ＞・フェアトレード、ファッションショー、トークショー＆LIVE、ミュージックステージ、フェアトレード・マルシェ、フェアトレード・トレジャーハンター

ポイント

5月

イベント

会期 10:00~16:00

名古屋テレビ塔から久屋大通公園(もちの木広場)一帯会場

休

料金

主催

共催＝フェアトレード名古屋ネットワーク/地球のゆかいな仲間たち、協賛＝豊島(株)、タキヒヨー(株)、興和(株)、近藤産興(株)、名古屋外国語大学、(株)ウェイストボックス、協力＝名古屋テレビ塔（株）、久屋大通発展会、栄ミナミ音楽祭実行委員

会、ナマケモノ倶楽部、エシカルなごや推進委員会、アースデイ名古屋、衣装協力＝エシカル・ペネロープTV TOWER、ピープル・ツリー、nimai-nitai、HASUNA 、BASEY、MODECO、biga、後援＝愛知県、名古屋市、JICA中部、名古屋商工会議

所、ナゴヤファッション協会、(株)国際デザインセンター、（公財）愛知県国際交流協会（AIA）、（公財）名古屋国際センター、(一社)フェアトレードタウン・ジャパン

共催など

「エシカル・ペネロープ TV TOWER」名古屋市中区錦3丁目6-15�名古屋テレビ塔1階 tel, fax:052-972-7350プレス問

「エシカル・ペネロープ TV TOWER」名古屋市中区錦3丁目6-15�名古屋テレビ塔1階 tel, fax:052-972-7350一般問
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2014年5月10日（土）

世界フェアトレード・デー・なごや2014

フェアトレードタウンなごや推進委員会

時間

2014年度グッドデザイン賞の応募受付開始(4月15日)にともない、グッドデザイン賞の概要や応募方法などに関する説明会が全国で開催。中部地方で

は5月14日(水)に国際デザインセンターで開かれます。ご不明な点などを直接ご質問いただける場ですので、グッドデザイン賞への応募をご検討のみな

さま、ぜひこの機会をご活用ください。※個別で具体的な応募相談をご希望の場合は、その旨申込の際にご記載ください。

●内容：2014年度グッドデザイン賞への応募に関する説明と質疑応答、�定員：80人(要事前申込)●申込方法：参加希望の開催地名と日時(名古屋会場
/5月14日(水)15:30~17:00)・企業名・お名前・参加人数・ご連絡先電話・e-mailを明記の上、公益財団法人日本デザイン振興会 グッドデザイン賞事

務局(info@g-mark.org)へ申し込み。●詳細＝グッドデザイン賞公式ウェブサイト www.g-mark.org

ポイント

5月

その他

会期 15:30~17:00(受付15:00~)

セミナールーム3会場

休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、広報協力(予定)＝経済産業省中部経済産業局、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン賞事務局(info@g-mark.org)一般問
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2014年5月14日(水)

2014年度グッドデザイン賞応募説明会

(公財)日本デザイン振興会

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。



2014年4月22日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年5月~8月）

誰もが知っている「あの広告」たちを一同に体感できる特別イベント。JAC制作「TVCM500選」やアド・ミュージアム東京「日本のCMぜんぶ」展でのクリエー

ティブディレクターインタビューをはじめ、1950年代からの名作CMやエポック的な新聞広告などが大集合します。また愛知から生まれ話題を呼んだコミュ

ニケーションデザイン事例や、日本初の民間放送であるCBCの開局当時のラジオマイクも展示。

ポイント

5月

展覧会

会期 10:00~20:00(最終日は17:00まで)

デザインホール会場

無休休

無料料金

主催

共催＝(一社)愛知広告協会、協力＝(一社)日本アド・コンテンツ制作社連盟(JAC)、(公財)吉田秀雄記念事業財団/アド・ミュージアム東京共催など

全日本広告連盟名古屋大会事務局(中日新聞社内)tel052-221-1882、fax052-221-1088プレス問

全日本広告連盟名古屋大会事務局(中日新聞社内)tel052-221-1882、fax052-221-1088一般問
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2014年5月14日(水)~18日(日)

アド・ミュージアム名古屋

第62回全日本広告連盟名古屋大会特別イベント

第62回全日本広告連盟名古屋大会組織委員会、(公社)全日本広告連盟

時間

愛知広告協会賞は、県下の広告制作者のレベルアップと連携、有能なクリエイターの育成を目的に、過去1年間に優れた作品を制作し、顕著な広告活動

を行った個人を表彰しています。今回は第62回全日本広告連盟名古屋大会にあわせて開催され、同賞の第39回入賞・入選作品が展示されます。

ポイント

5月

展覧会

会期 10:00~19:30(最終日は15:00まで)

デザインギャラリー会場

休

無料料金

主催

共催＝愛知県、(株)国際デザインセンター、後援＝中部CM合同研究会、中部クリエーターズクラブ、名古屋イラストレーターズクラブ、コピーライターズク

ラブ名古屋、(公社)日本広告写真家協会中部支部

共催など

(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652、fax052-221-1368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)、(一社)愛知広告協会事務局tel052-223-6652一般問
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2014年5月14日(水)~19日(月)

第39回愛知県優秀広告作品展

(一社)愛知広告協会

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、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。IdcNコレクションシリーズvol. 19では、「30’s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン」を

テーマに、当時のポスターや雑誌広告とライフスタイルの変化を示す生活用品を展示。その2ではポスター作品を入替え、ご紹介します。

ポイント

5月~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、その他調整日休

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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2014年5月23日(金)~11月16日(日)(予定)

30s Postersーモダンライフとグラフィックデザイン2

IdcNコレクションシリーズvol.19

(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。



2014年4月22日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年5月~8月）

PCV（塩化ビニル樹脂）業界団体が主催する「PVC DESIGN AWARD」は、ソフトPVC（軟質塩ビ）の柔軟性などの特性を活かしたデザイン提案・製品を広く

公募する賞で、今回第4回目を迎えます。第4回の募集開始にあたり、素材や製品の特徴、加工方法、アワードの概要など、実物をお見せしながら説明する

セミナーが名古屋で開かれます。デザイナーや学生の方々に、新たなソフトPVC製品創造の機会として、ぜひこの説明会をご活用ください。●内容＝1．ソフ

トPVCの製品、特長、機能について 2．ソフトPVCの製品の加工などについて 3．PVCデザインアワードについて、素材紹介 4．質疑応答◎定員40人。参加無

料。●お申込方法 ＝お名前・ご所属・ご連絡先住所・電話番号・FAX・e-mail・参加人数を明記の上、塩ビ工業・環境協会へお申し込みください。（e-mail:

h_shirota@vec.gr.jp、FAX: 03-3297-5783)●申込締切＝2014年5月27日（火）

ポイント

6月

講演会

会期 18:00~20:00

セミナールーム3会場

休

無料料金

主催

共催＝(株)国際デザインセンター、協賛＝九州ビニール製品工業会、後援＝経済産業省、(公社)日本インダストリアルデザイナー協会共催など

PVC DESIGN AWARD事務局(塩ビ工業・環境協会内)tel03-3297-5601、fax03-3297-5783、info@vec.gr.jpプレス問

PVC DESIGN AWARD事務局(塩ビ工業・環境協会内)tel03-3297-5601、fax03-3297-5783、info@vec.gr.jp一般問
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2014年6月3日(火)

PVC DESIGN AWARD 2014 名古屋セミナー

東日本プラスチック製品加工協同組合、中日本プラスチック製品加工協同組合、西日本プラスチック製品加工協同組合、日本ビニール商業連合会、日

本ビニル工業会、塩ビ工業・環境協会

時間

山中・漆うつわ会による山中漆器作品の展示・発表会。和のぬくもりを伝える伝統工芸、漆。加賀・山中では長い歴史を持つこの技術を活かし、伝統的な製

品だけでなく、現代生活への新しい提案も試みています。

ポイント

6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

山中・漆うつわ会事務局(瑾齋tel0761-78-3131)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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2014年6月3日(火)~5日(木)

「山中・漆うつわ会」展

山中・漆うつわ会(瑾齋tel0761-78-3131)

時間

合板や2×4材を使用した家具の展示。DIY愛好者に向けたデザインの啓蒙活動。ポイント

6月

展覧会

会期

デザインギャラリー会場

休

料金

主催

共催＝名古屋木工家ウィーク、協賛＝(株)国際デザインセンター共催など

家具デザイン研究所((有)朝山隆デザイン事務所)tel03-3306-3086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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2014年6月6日(金)~8日(日)

DIY愛好者に捧ぐ「もっとデザインを!」

家具デザイン研究所

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。



2014年4月22日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年5月~8月）

マックスレイによる2014年新製品発表会。ポイント

6月

その他

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

休

料金

主催

共催など

マックスレイ(株)名古屋営業所tel052-252-9556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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2014年6月12日(木)・13日(金)

マックスレイ2014新製品発表会(仮)

マックスレイ(株)

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の学生が提案するどえりゃー「名古屋みやげ」を展示。ポイント

6月

展覧会

会期 未定

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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2014年6月18日（水）~23日（月）

どえりゃー「名古屋みやげ」展(仮)

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科

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。第3回ジュエリーデザインコンペティションのテーマは「快感」。名古屋展では、同公募展入賞作品のほか一部と、併催の第

3回ジュエリーデザインコンペティションの作品を展示。

ポイント

6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＝経済産業省(第28回日本ジュエリーアート展後援)、(公財)日本デザイン振興会、(一社)日本ジュエリー協会、(公社)日本インダストリアルデザイナー協会、(公社)日本インテリアデザイナー協会、(公社)日本クラフトデザイン協会、(公社)日

本グラフィックデザイナー協会、(公社)日本サインデザイン協会、(一社)日本空間デザイン協会、(公社)日本パッケージデザイン協会、(一社)総合デザイナー協会、東京新聞、中日新聞、繊研新聞社
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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2014年6月25日(水)~30日(月)

第28回公募2014日本ジュエリーアート展

併催：第3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((公財)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

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。



2014年4月22日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2014年5月~8月）

さまざまなジャンルのデザイナーや 陶芸家、イラストレーター、アーティスト、カメラマンなどが、デジタルの時代に超アナログの写真機「ピンホールカメラ」

を創り、そのカメラで撮影したオリジナル写真を展示します。

カメラの制作過程では、シャッターやフィルムホルダーなどの複雑な構造の組み立てが要求されますが、参加メンバー全員が各自の技術とアイデアを駆使

して、オリジナル性を競っています。デジタル処理などの加工が一切ない、ピンホール写真の大きな特徴のひとつでもある”目で見たままの写真”、空気と

一体化したような画像をぜひお楽しみください。本展は今回で11回目を数えます。

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

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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2014年7月2日(水)~7日(月)

創作ピンホールカメラとその写真展・11

CREATORS MEET THE PINHOLE CAMERA 11

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

名古屋造形大学グラフィックデザインコース2・3年次学生によるポスター展。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

共催など

名古屋造形大学グラフィックデザイン研究室(tel0568-79-1111(代))www.nzu.ac.jp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）、名古屋造形大学グラフィックデザイン研究室tel0568-79-1111(代)一般問

14

2014年7月16日（水）~21日（月）

GRAPHIC VISION 2014

名古屋造形大学グラフィックデザインコース2・3年次ポスター展

名古屋造形大学

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。


