
2014年12月25日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2015年1月~4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、作品数

は約2,000点にもなります。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展では、その中から、毎回、テーマに沿って作品をご紹介し

ています。

ポイント

11月~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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2014年11月5日(水)~2015年12月27日(日)(予定)

Electric Dream̶家電製品とモダンライフ

IdcNコレクションシリーズvol.20

(株)国際デザインセンター

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。第7期初出店のstudio recordは、「生活の中のアート」をテーマにした陶磁器・布製品・木製品などのアート・クラフト作

品のセレクトショップです。今回は、80~90年代初頭にアメリカを中心に興ったストリートからハイ・カルチャーへと昇華した作品たちに通ずるようなボーダ

レスな感覚のペイントを特徴とするMKHDK（牧英樹）の作品を展示します 。

◎MKHDK（画家／デザイナー）ドローイング作品を中心に、ハンドペイントによる1点物など、オリジナル作品も製作。今回は、原画をはじめ、原画から展開

したスツール、白シャツ、バッグ類、クッション、スーベニア作品等を展示・販売します。◎作家在廊日：12月23日（火・祝）・1月11日（日）

ポイント

12月・1月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2014年12月24日（火）・29日（月）~2015年1月3日（土）・6日（火）・13日（火）休

料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

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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2014年12月17日(水)~2015年1月19日（月）

MKHDK

studio record selected exhibition vol.2

IT'S JUNK, IT'S NOT RIGHT

studio record

時間

中部デザイン団体協議会は、愛知県内に所在するデザイン関連団体で構成される協議会で、この展覧会では、CUBEをキーに、デザイナーが発想力を競

います。各デザイン分野ならではの専門性や、各分野からの視点で立方体の空間を表現します。

ポイント

1月

展覧会

会期 11:00~20:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催＝（株）国際デザインセンター、協力＝鬼頭印刷(株)、セントラル画材(株)、(株)ワーロン共催など

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036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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2015年1月7日（水）~11日（日）

CHUBUのCUBE：「デザイナーのおはこ」展

中部デザイン団体協議会〈CCDO〉展覧会

多彩な分野のデザイナーが、それぞれの視点で新年の夢や提案を30×30×30㎝の空間に表現。

中部デザイン団体協議会

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。
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前畑(株)、(株)アイトー、奥川陶器(株)、鳴海製陶(株)による、2015年春夏新作和洋食器の展示発表・受注会。名古屋テーブルトップショーにあわせて

開催。(※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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2015年1月13日（火）~15日（木）

前畑2015年春夏新作展/新作4社会

前畑(株)

時間

クリエイティブ産業への就職を希望する大学、専門・専修学校の学生及び未就職の既卒者を対象とした、就職活動に役立つステップアップセミナー。プロ

のクリエイターからのキャリアアドバイス、クリエイティブ関連企業からのカウンセリングを行います。

Bコースは、グラフィック・イラスト・WEBなどの分野での就職を希望する学生や既卒者を対象とするセミナー。自分たちが学んで来たことがどのような業界

で発揮できるのか?どのような企業があり、何ができるのか?を知り、プロによるポートフォリオ添削などの実践的アドバイスが受けられます。

◎講座プログラム：クリエイティブ関連企業の形態、スキルポイントアドバイス、プロによるポートフォリオ添削、個別相談など

◎各日50人/詳細・申込受付：www.idcn.jp/ncip/student-seminar

ポイント

1月・2月

講座

会期 14:30~17:30

セミナールーム3会場

休

無料料金

主催

企画・運営＝（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「名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業」係tel052-265-2102プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部「名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業」係tel052-265-2102、www.idcn.jp/ncip/student-seminar一般問
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2015年1月16日(金)、24日(土)、2月1日(日)

Bコース［広告・ビジュアルデザイン系］就活ステップアップセミナー

名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業/クリエイティブ業界就活セミナー

名古屋市

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。第7期初出店のコダマプロジェクトによるワークショップ。上流の山で育った様々な木の一枚板を使って、自分だけのミニ

テーブル(サイズ：幅40-50×奥20-30×高30-33(㎝))を作るワークショップです。木の匂いやあたたかさを体感してください。■対象：6才以上~大人(※

小学生は保護者同伴)■定員：10人(※抽選)■応募方法：講座名、氏名、年齢（※ご同伴者様の分も）、合計参加人数、住所（〒）、電話番号、fax、e-

mailを記入の上、e-mail、fax、店頭で申込み。■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(shop_loop@idcn.jp、

fax052-265-2107)■応募締切：2015年1月9日（金）

ポイント

1月

講座

会期 13:30~15:30

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1台あたり5,000円料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

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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2015年1月17日(土)

コダマプロジェクトワークショップ「親子で作ろう！上流の山の木で作る、天然木のテーブル」

コダマプロジェクト

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。
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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。第7期初出店のstudio recordは、「生活の中のアート」をテーマにした陶磁器・布製品・木製品などのアート・クラフト作

品のセレクトショップです。今回は、生地選びから染め、ハンドペインティング、縫製まで一点一点こだわったバッグやストールなどオリジナルのファブリック

アイテム（布製品）を出品します。

ポイント

1月・2月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2015年1月27日(火)・2月3日(火)・10日(火)休

料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

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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2015年1月21日(水)~2月16日（月）

家坂美朱展（仮）

studio record selected exhibition vol.3

studio record

時間

名古屋市では、平成26年度に緊急雇用創出事業「名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業」を実施。製品開発力強化と販路拡大をめざす「ものづくり

3D活用セミナー」と「販路拡大セミナー」で、スキルアップと異業種交流を兼ねた5コースを開催します!Eコースは、経営者、営業担当者、広告担当者など

を対象としたプロモーション講座。販路拡大のためには、媒体の選択をはじめ、商品やサービスなどのわかりやすさや内容とともに、「見せ方」が大切です。

本講座では、効果的に「伝える」手段や手法を学びます。■定員:40人(1社2人まで)。対象:名古屋市および周辺地域のクリエティブ産業に携わる中小企

業や個人事業者(経営者、マネージャー、企画・開発担当者、営業担当者、広報担当者、デザイナーなど)。持ち物:筆記用具。■詳細はウェブサイト(www.

idcn.jp/ncip/seminar)から。※定員に達したため、申込受付は終了

ポイント

1月・2月

講座

会期 14:30~17:30

1月22日・29日：セミナールーム2、2月5日：セミナールーム2＋1会場

休

受講料無料料金

主催

企画・運営＝（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「名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業」係tel052-265-2102プレス問

（株）国際デザインセンター・事業部「名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業」係tel052-265-2102、www.idcn.jp/ncip/seminar一般問
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2015年1月22日(木)、29日(木)、2月5日(木)

Eコース：「効果的なプロモーション」

名古屋地域のクリエイティブ産業振興事業／販路拡大セミナー

名古屋市

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のイベント「ぼらチャリ」。今年も、PRイベント「ぼらチャリパーク」がナディアパークを中

心に開催され協賛店舗でサービスが受けられ社会貢献につながるぼらチャリクーポンが使えます(1月13日~3月1日)。

■ぼらチャリパーク~：トークショーなどのステージイベントやNPOによる体験型ワークショップなど、親子で楽しく遊びながら、ボランティアやNPOについて

学べる1日。期日：2015年1月25日(日)11:00~17:00、会場：ナディアパーク内

■ぼらチャリクーポン：買い物や飲食のさまざまな特典が付いたクーポンを協賛店舗で使い、ぼらチャリ参加のNPOへ投票。クーポンブックはナディアパー

クや協賛店舗で無料で配布中。期間：2015年1月13日(火)~3月1日(日)、場所：ナディアパーク・南周辺を中心に全64店舗

ポイント

1月

イベント

会期 11:00~17:00

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

後援＝（社福）愛知県社会福祉協議会、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会、(公社)名古屋青年会議所、（公社）名古屋中法人会、特別協賛＝キリ

ンビールマーケティング(株)

共催など

名古屋市市民活動推進センター内 ぼらチャリvol.3開催委員会tel052-228-8039、fax052-228-8073プレス問

名古屋市市民活動推進センター内 ぼらチャリvol.3開催委員会tel052-228-8039、fax052-228-8073一般問
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2015年1月25日(日)(チャリティプログラムは2015年1月13日（火）~3月1日(日))

ぼらチャリvol.3

社会貢献文化促進イベント

ぼらチャリパーク

ぼらチャリvol.3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、株式会社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。
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「JAGDA新人賞展2014 大原大次郎・鎌田順也・原野賢太郎」開催にあわせ、展覧会前夜、展示会場で受賞作家によるギャラリートークを行います。旬の

デザイナーの作品とトークに触れられる、またとない機会です。※事前申込不要。当日参加可。

ポイント

2月

講演会

会期 19:00~20:30(開場は18:45)

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、(公社)日本グラフィックデザイナー協会tel03-5770-7509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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2015年2月3日(火)

プレトーク＋ミニパーティー

JAGDA新人賞展2014 大原大次郎・鎌田順也・原野賢太郎

（株）国際デザインセンター、(公社)日本グラフィックデザイナー協会愛知地区

時間

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会では、優秀な若手デザイナーをクローズアップしグラフィックデザイン界の活性化を図るため、1983年に新

人賞を創設。毎年、会員作品集『Graphic Design in Japan』出品者の中から、特に新鮮かつ作品の質の高いデザイナー(39歳以下)数名に授与。同賞は

これからのデザイン界を担う多くの才能を輩出し、デザイン・広告関係者の注目を集めています。32回目となる2014年度は、新人賞対象者190名の中

から大原大次郎・鎌田順也・原野賢太郎の3名が選出。本展では、3名の受賞作品および近作を、ポスター・小型グラフィックを中心に紹介します。

※展示会前夜の2015年2月3日(火)19:00~、受賞者によるプレトーク＋ミニパーティーを開催します(※参加無料・申込不要)。

ポイント

2月

展覧会

会期 11:00~19:00(最終日も同じ)

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

協力＝セントラルグラフィックセンター、クリエイションギャラリーG8、(株)日光プロセス、松村和典、モリタ(株)、札幌大同印刷(株)共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、(公社)日本グラフィックデザイナー協会tel03-5770-7509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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2015年2月4日(水)~8日(日)

JAGDA新人賞展2014 大原大次郎・鎌田順也・原野賢太郎

（株）国際デザインセンター、(公社)日本グラフィックデザイナー協会愛知地区

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さまざまなイベントを開催し

ています。今回、名古屋黒紋付染めの技術を活かし、手染めのストール等、オリジナルのテキスタイルを展開する中村商店が、着物に施す手描き友禅と同

じように、染料を使って、オリジナルのハンカチを作るワークショップを開催します。友禅を学んだスタッフにアドバイスをもらいながら、下絵が描かれたもの

に好きな色を使い、自分だけの名古屋友禅を完成させましょう。■対象：一般・親子各回10人(※応募多数の場合、抽選)■応募方法：講座名と参加希望

時間、氏名、年齢（※ご同伴者様の分も）、合計参加人数、制作点数、住所（〒）、電話番号、fax、e-mailを記入の上、e-mail、fax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(shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)■応募締切：2015年1月29日（木）

ポイント

2月

講座

会期 13:30~15:30/16:00~18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(1枚※追加1枚1,000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
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2015年2月7日(土)

中村商店ワークショップ「手描き友禅でつくるオリジナルハンカチ」

中村商店、クリエイターズショップ・ループ

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。
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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。第7期初出店のstudio recordは、「生活の中のアート」をテーマにした陶磁器・布製品・木製品などのアート・クラフト作

品のセレクトショップです。今回は、動物や植物など優しいフォルムや色使いでつくられたオリジナルキャンドルを出品。ミツロウやバームワックスで一つ一つ

丁寧に作られたキャンドルは素材の自然な香りも人気です。

ポイント

2月・3月

展覧会

会期 11:00~20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

2015年2月24日(火)・3月3日(火)・10日(火)休

料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

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

13

2015年2月18日(水)~3月16日（月）

福間乃梨子 nuri展（仮）

studio record selected exhibition vol.4

studio record

時間

この展示では、大同大学工学部建築学科学（建築専攻/インテリアデザイン専攻）の学生の研究卒業設計や卒業論文のうち特に優れたものを紹介。設計

作品からは社会に対して学生が多様な未来像を提案している様子を、また、論文からは学生が創意工夫して実験や調査などに取り組んで得た成果を見る

ことができます。教員が日頃研究室で行っている教育研究内容についてもパネル展示し、学業に真摯に取り組む学生とそれを支える教員の熱意を身近に

感じていただける機会として開催されるものです。

ポイント

2月・3月

展覧会

会期 11:00~20:00(初日は13:00から、最終日は18:00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

大同大学 工学部 建築学科 建築専攻/インテリアデザイン専攻 担当：加藤 http://www.daido-it.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）一般問
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2015年2月25日(水)~3月2日(月)

大同大学 建築学科 建築専攻/インテリアデザイン専攻ー卒業研究選抜展2014ー

VOL.3 大同大学［×4 DESIGN DAIDO UNIVERSITY RELAY EXHIBITION］

大同大学 工学部 建築学科 建築専攻/インテリアデザイン専攻

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。オリジナルイラストレーションをグッズ展開するブランド、chi-bee。クリエイターの指導のもと、chi-beeオリジナルイラスト

モチーフをシルクスクリーンでトートバッグにお好みの色でプリントするワークショップを開催します。

■対象：一般・親子各回10人(※応募多数の場合、抽選)■応募方法：講座名と参加希望時間、氏名、年齢（※ご同伴者様の分も）、合計参加人数、制作

点数、住所（〒）、電話番号、fax、e-mailを記入の上、e-mail、fax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

(shop_loop@idcn.jp、fax052-265-2107)■応募締切：2015年2月19日（木）

ポイント

3月

講座

会期 13:30~15:30/16:00~18:00

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(1点)料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共催など

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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2015年3月1日(日)

chi-beeワークショップ「オリジナルトートBagをシルクスクリーンでプリントしよう!」(仮)

chi-bee

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。
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クラフトデザイナー中部のメンバー約45名による作品展。ポイント

3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

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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2015年3月11日(水)~16日(日)

クラフトデザイナー中部「まるくんとしかくちゃんー暮らしの中にあるカタチー」(仮)

クラフトデザイナー中部

時間

デンソーデザイン部でデザインした製品やコンセプトモデル、映像等の展示により、その活動を広く一般に紹介。ポイント

3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

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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2015年3月19日(木)~23日(月)

デンソーの進化展(仮)

(株)デンソーデザイン部

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。


