
2018年10月2日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年10月〜2019年1月）

デザイン活用研究会の全体指導では、商品などの企画開発（リサーチ（人間観察）、問題提起、発想、試作など）にデザイン的思考を取り入れ戦略的に展

開する、デザイン思考プロセスを体験、習得する全6回のワークショップを開催。平成30年度は、「企業のブランド化、商品企画から販売PRのための発想」

をテーマに、一過性の商品開発や販売PRではなく、企業の価値（技術・素材・人材など）を見つめ直すことから導き出される企業ブランディング（企業ブラン

ドの構築）と、それに立脚して商品企画から販売PRに至るまでの一連のプロセスの体験を通して、総合的にデザイン思考を習得します。■企業ブランディ

ング企画＝自社を見つめ直し、自社を知り、適切な自己表現のためのブランディングキーワードを導き出します。(6〜8月、全3回)■ブランディングを活用

した商品企画＝企業ブランディング企画でまとめ上げたブランディングキーワードを元に、商品やサービスを考えます。（10〜12月、全3回）

ポイント

6月〜12月

講座

会期 14:00〜17:00(8月29日、12月4日は〜18:00)

クリエイティブビジネススペース コード会場

休

無料(対象：平成30年度名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト参加事業者/一般聴講不可)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プレス問

一般問
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2018年6月20日(水)、7月19日(木)、8月29日(水)、10月11日(木)、11月13日(火)、12月4日(火)

平成30年度名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト

デザイン活用研究会 ワークショップ「企業のブランド化、商品企画から販売PRのための発想」

名古屋市

時間

プロのデザイナー指導の下、参加企業の商材をテーマに、中小企業と学生がワークショップを通してデザイン開発を行う産学連携プロジェクト。企業と学生

がチームになってアイデアを出し合いながら、学生がサービスエリア等で販売するお土産品（参加企業の商材）のパッケージをデザイン提案します。優秀作

品については、参加企業の判断により実際に商品化・販売を目指します。※参加企業・学生募集終了

■①キックオフセミナー：9月3日、②第1回ワークショップ・現地調査： 9月24日、30日（御在所SA上下、岡崎SA）、③第2回ワークショップ：10月4日／ア

イデア出し〜コンセプト策定、④第3回ワークショップ：10月30日／ラフデザイン等制作、⑤第4回ワークショップ：11月26日／アイデア出し〜デザイン等

案検討（ネーミング含む）、⑥第5回ワークショップ：12月または1月／最終デザイン提案決定、⑦成果報告会：2月14日（仮）

ポイント

9月〜2月

講座

会期 18:00〜21:00（ただし、①13:30〜18:30、⑦14:00〜17:00）

クリエイティブビジネススペース コード（ただし、②は現地）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tel052-265-2104、sangaku@idcn.jpプレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、sangaku@idcn.jp一般問
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2018年9月3日(月)、24日(月・祝)、30日(日)、10月4日(木)、30日(火)、11月26日(月)、12月または1月、2月14日(木)

平成30年度「産学連携によるデザイン重視の新商品開発・ブランディング事業」

中部経済産業局

中部経済産業局

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、11期初出店の「SIFFON」が、ニット生地の再利用によりラグを編むワークショップを開催。SIFFONブランドを手

がける丸安ニットのカラフルなニットの端切れを素材に、エコでオシャレなミニサイズのラグを作ります。

■指導クリエイター：尾崎サトシ(SIFFON)■事前申込要■定員：各回先着で8組■費用：1,620円(1点)■締切：開催日の2週間前まで■応募方法：希望

時間、お名前、連絡先（電話番号、メールアドレス）を記載し応募■応募先：yasunori＠maffon.com

ポイント

9月〜12月

講座

会期 ①13:00〜14:30 ②15:00〜16:30（各回1時間30分程度）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点1,620円(税込、約45cm×45cm)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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2018年9月23日(日)、10月28日(日)、11月24日(土)、12月23日(日)

SIFFONワークショップ「ニットのハギレでとってもエコなラグ作り」

SIFFON（丸安ニット(株)）

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。



2018年10月2日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年10月〜2019年1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。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

10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、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学科（tel0561-75-2803、design.dept-ml@ml.nuas.ac.jp）プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年10月11日（木）〜13日（土）

第15回コンタクト展

名古屋学芸大学デザイン学科

contact exhibition

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科

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、11期初出店の「sing thing sing」が、手持ちの画像から好きな形のオリジナルミニクッションをつくるワークショッ

プを開催します。当日、お好きな写真データをスマホまたはUSBメモリに入れてお持ちください。

■指導クリエイター：杉浦哲平(sing thing sing)■事前申込要■定員：各回先着8名(要予約)■費用：2,160円(1点)■締切：10月9日(火)20:00■応

募方法：希望時間、お名前、tel、e-mail、参加人数を記入し応募■応募先：申込専用フォーム：https://goo.gl/forms/whRqC6bFJrQRKuWe2

ポイント

10月

講座

会期 ①13:00〜 ②15:00〜 ③17:00〜（各回60分程度）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点2,160円(最大約20cm×30cm)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、sing thing sing https://singthingsing.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、sing thing sing https://singthingsing.com一般問
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2018年10月14日(日)

好きな写真で好きな形のクッションをつくろう

sing thing singワークショップ

sing thing sing

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、11期初出店の「碧香堂」が、30種類あるお香の中からジャスミン・ラベンダーなどお花の香りをピックアップし、

香りの特徴や効能、由来などを詳しく解説する、お香体験会を開催します。ハーブティーをお楽しみいただきながら、奥深い香りの世界をご案内します。

※30種のお香すべてがセットになった「碧香堂のかおり手帖(¥1,200)」のお土産付き。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回抽選で10人■締切：10月19日(金)■応募先：申込専

用フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

10月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(お香30本、ハーブティー付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2018年10月21日(日)

碧香堂の体験会 香り体験会「お花の香り」

碧香堂

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。



2018年10月2日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年10月〜2019年1月）

2010年のCOP10生物多様性条約第10回締約国会議を記念し、翌年から「エシカル・デー・なごや」がスタート。美しく健やかな地球を次世代へ受け継げ

るよう、Ethical(倫理的、道徳的)を思いやりと捉え、その理念のもと、今の私たちにできることをやってみようとはじまったもの。

フェアトレード&エシカルファッションショー、ライブ、トーク、マルシェ、ワークショップなど、今年も多彩なプログラム（一部有料）が用意されています。

ポイント

10月

イベント

会期 10:00〜16:30(※開園時間9:00〜16:30(17:00閉門))

白鳥庭園(名古屋市熱田区熱田西町2-5)会場

休

名古屋まつりのため入園料無料(イベント当日のみ)料金

主催

協賛＝興和(株)、豊田通商(株)、名古屋学院大学、ナゴヤファッションプロモーション実行委員会、三井不動産(株)、協力＝(株)国際デザインセンター、NPO法人フェアトレード

名古屋ネットワーク、愛知県立愛知商業高校ユネスコクラブ、名古屋市立桜台高等学校ファッション文化科、日本舞踊西川流、茶華道五山会
共催など

白鳥庭園管理事務所(エシカルなごや推進委員会事務局)tel052-681-8928、fax052-681-9288プレス問

白鳥庭園管理事務所(エシカルなごや推進委員会事務局)tel052-681-8928、fax052-681-9288一般問
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2018年10月21日(日)

白鳥庭園の名古屋まつり「エシカルでいきましょ！」Vol.8

生物多様性条約COP10開催記念イベント エシカル・デー・なごや2018

〜地球上の多様な命のつながりを大切に、環境・人・社会に優しく美しく〜

エシカルなごや推進委員会((株)アーチエス、(株)エフェックス、クーババール、クラタペッパー、Smile Link、名古屋学院大学みつばちプロジェクト、名古

屋学院大学マイルポストクラブ、名古屋ピンクリボンフェスタ実行委員会)、名古屋学院大学、エシカル・ペネロープ(株)、白鳥庭園

時間

焼きものの技法を用い絵画を描く「陶彩画」と、複製画「シルクレ」の展示、関連グッズの販売。ポイント

10月

展覧会

会期 10:30〜18:00

デザインギャラリー会場

無休休

無料料金

主催

共催など

草場一壽工房 tel0954-45-3450、contact@kusaba-kazuhisa.comプレス問

デザインギャラリー(会期中会場専用tel052-265-2126)一般問
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2018年10月24日(水)〜29日(月)

草場一壽 陶彩画新作 名古屋個展

草場一壽工房

時間

ギャッベ絨毯の展示販売。ポイント

11月

その他

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

ギャッベ美術館株式会社(ギャッベアートギャラリー)tel0564-22-6661プレス問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問
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2018年11月8日(木)〜11日(日)

イロトリドリの世界 ゾランヴァリギャッベ絨毯展示即売会

ギャッベアートギャラリー

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。



2018年10月2日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年10月〜2019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、11期初出店の「碧香堂」が、30種類あるお香の中からシナモン・クローブ・パチョリなどスパイスの香りをピック

アップし、香りの特徴や効能、由来などを詳しく解説する、お香体験会を開催します。ハーブティーをお楽しみいただきながら、奥深い香りの世界をご案内し

ます。※30種のお香すべてがセットになった「碧香堂のかおり手帖(¥1,200)」のお土産付き。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼン

ト。■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回抽選で10人■締切：11月16日(金)■応募先：申

込専用フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

11月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(お香30本、ハーブティー付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2018年11月18日(日)

碧香堂の体験会 香り体験会「スパイスの香り」

碧香堂

時間

connectA Awardは、中部のクリエイティブを志す学生が一堂に会す展覧会として2015年から開催。毎年テーマを定め、作品を通して学生同士や学生

と企業、学生と中部地域がつながる場になるように、またそこからさらなる発展を望みたい、という想いから企画されます。

今回のテーマは「スタート」。不安な「スタート」、期待に満ち溢れた「スタート」などを自由に表現したポスター作品を募集、展示を行います。

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

共催など

connectA実行委員会(代表：成合由佳梨)connecta.toukai2016@gmail.comプレス問

connectA実行委員会(代表：成合由佳梨)connecta.toukai2016@gmail.com一般問
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2018年11月28日(水)〜12月2日(日)

START展

connectA Award 2018

connectA、中部クリエーターズクラブ、（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。今回は、11期初出店の「碧香堂」が、新しい日本の習慣「喪中見舞」と、欧米のお悔みのカード「シンパシーカード」につい

ての解説を行います。グリーフケア（遺族の心のケア）を知り、喪とお悔やみの習慣を考えてみませんか？※グリーティングカードのお土産付き。※参加者全

員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回抽選で10人■締切：11月30日(金)■応募先：申込専

用フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

12月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

500円(グリーティングカード付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2018年12月2日(日)

碧香堂の体験会「喪中見舞とシンパシーカード講座」

碧香堂

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。



2018年10月2日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2018年10月〜2019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、11期初出店の「SAWAKO KATAOKA」が、アクセサリー制作時に出るさまざまな形のカケラでブローチをつくる

ワークショップを開催します。お好みのカケラをお選びいただき、50種類ある刻印の中からお好きな模様をほどこし、木のプレートに貼り付ければ完成です。

※ブローチデザイン：雪の結晶、三角、丸、クリスマスツリー、馬(7㎝〜9㎝)より選択■指導クリエイター：片岡佐和子(SAWAKO KATAOKA)■定員：各

回抽選で8人※小学生以下のお子様は保護者同伴■締切：12月7日(金)■応募方法：お名前、tel、e-mail、希望のデザイン、希望時間、人数を記載し応

募■応募先：SAWAKO KATAOKA e-mail：sawakokataoka.accessory@gmail.com(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

12月

講座

会期 ①13:30〜 ②15:30〜 (各回60分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500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、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、SAWAKO KATAOKA sawakokataoka.accessory@gmail.com一般問
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2018年12月16日(日)

真鍮と銅のカケラでつくるクリスマスブローチ

SAWAKO KATAOKA ワークショップ

SAWAKO KATAOKA

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、11期初出店の「碧香堂」が、30種類あるお香の中からチャンパ・ベチパー・ヒヤシンスなど珍しい香りをピックアッ

プし、香りの特徴や効能、由来などを詳しく解説する、お香体験会を開催します。ハーブティーをお楽しみいただきながら、奥深い香りの世界をご案内しま

す。※30種のお香すべてがセットになった「碧香堂のかおり手帖(¥1,200)」のお土産付き。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回抽選で10人■締切：12月21日(金)■応募先：申込専

用フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

12月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(お香30本、ハーブティー付き)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、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2018年12月23日(日)

碧香堂の体験会 香り体験会「上級者向けマニアックな香り」

碧香堂

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、11期初出店の「碧香堂」が、淡路島の老舗お香メーカー「薫寿堂」の香料をブレンドし、オリジナルの匂い袋をつ

くる体験会を開催します。※参加者全員にループ・碧香堂限定10%OFF券をプレゼント。

■指導クリエイター：加藤美千代(碧香堂)、吉住英理香(ハーバルライフアドバイザー)■定員：各回抽選で10人■締切：1月18日(金)■応募先：申込専

用フォーム：http://goo.gl/K2yyJM(抽選結果は、都度、出店クリエーターからお知らせします。)

ポイント

1月

講座

会期 ①13:00〜 ②14:30〜 (各回45分)

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1,500円(税込)料金

主催

共催＝クリエイターズショップ・ループ、協賛＝(株)薫寿堂共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、碧香堂http://griefcaregift.com一般問
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2019年1月20日(日)

碧香堂の体験会 匂い袋づくり「香料をブレンドしてオリジナルの匂い袋をつくろう」

碧香堂

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。


