
2020年12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（2021年1月〜4月）

creators shop Loop（クリエイターズショップ・ループ）は、公募で選ばれたクリエイターに販売の場を提供し、名古屋地域におけるクリエイティブ産業分野

の事業展開と創業をバックアップするショップです。輪のつながりを意味する"Loop"の名のもと、クリエイターとユーザーをつなぐ橋渡しの場をめざします。

■通年出店クリエイター：●渦-uzu-：地域で形成されてきた繊維加工業の背景、ストーリーを学び、その特徴や想いを衣服でとどけます。●翠窯：「古き良

きものを、現代の食卓に」をコンセプトに、陶芸の古典から学び、現代に生きる私たちの感性を込めて制作。●ツムギラボ：「伝統を日常に」をコンセプトに

し、主に愛知県の生地や素材を用いたアパレルや小物をプロデュース。●Manu Mobiles：北欧で生まれた「モビール」を日本人の視点から再解釈し、新し

いタイプのモビールを考案。※通年出店の4者に加え、約30日ごとに異なる8者のクリエイターが期間出店します。

ポイント

5月〜3月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

1月1日ほか入替日(1月12日(火))休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105プレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一般問

1

2020年5月20日(水)〜2021年3月21日(日)

クリエイターズショップ・ループ 第13期出店

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。約30日間の期間出店者には8

者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

2020年12月9日〜2021年1月11日(期間8)には、糸鋸で金属のパーツを切り出す『透かし』の技法でアクセサリーを制作する「SAWAKO KATAOKA」

が出店。シンプルでありながらも印象的な、ファッションのアクセントとして楽しめるアクセサリーを制作しています。

ポイント

12月〜1月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

1月1日(金・祝)休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

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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2020年12月9日(水)〜2021年1月11日(月)

SAWAKO KATAOKA 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第13期

SAWAKO KATAOKA

時間

中小企業診断士、税理士、デザイナー等によるミニセミナー、経営相談、デザイン相談や、先輩起業家との交流会を通じて、企業の新たな価値の創出を

応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。商品開発やプロモーションに必要なデザイン活用について、さまざまな見地からご相談に対

応します。事前申込により、細分化したデザインの専門家への相談も可能です。■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、ま

たは、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日（時間も）を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセン

ター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107■専門家相談・交流会 in INNOVATOR’S GARAGE：2021年3月末

まで、原則、毎週1回開催予定◎参加無料／原則事前申込制

ポイント

1月〜3月

その他

会期 ①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年1月6日(水)、2月24日(水)、3月23日(火)

国際デザインセンター・デザイン相談会

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

名古屋市の小学校3年生は社会科の授業で、名古屋市の様子やそこに暮らす人々の生活のうつりかわりについて学習します。その学習内容に合わせて、こ

の企画展では、名古屋市を構成する「うみ（沿岸部）」「やま（丘陵部）」「まち（町場）」の特徴と生活の変化を紹介。また、名古屋駅や名古屋港の始まり、電

気やガスの普及など、生活に大きな影響を与えた出来事を取り上げて、明治時代から現在にかけて名古屋市がうつりかわる様子をたどります。

ポイント

1月〜3月

展覧会

会期 9:30〜17:00（入場は16:30まで）

名古屋市博物館 1階 特別展示室会場

1/12(火)、18(月)、25(月)、26(火)、2/1(月)、8(月)、15(月)、22(月)、3/1(月)休

一般300円、高大生200円、中学生以下無料、市内在住65歳以上100円※各料金プラス100円で常設展もご覧いただけます。料金

主催

特別協力＝船の科学館「海の学び ミュージアムサポート」、協力＝(株)国際デザインセンター共催など

名古屋市博物館tel052-853-2655プレス問

名古屋市博物館tel052-853-2655一般問
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2021年1月9日(土)〜 3月7日(日)

名古屋市博物館企画展「なごやのうつりかわり −うみ・やま・まちのくらし−」

名古屋市博物館

時間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」で毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼンテー

ションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、今後ビジネス化が期待される技術について、専門家にお話しいただきます。■申

込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日

を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

1月

トーク

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年1月12日(火)

スタートアップ交流会

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。約30日間の期間出店者には8

者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

2021年1月13日〜2月15日(期間9)には、一人ひとりの織りを糸一本から考える「ひょうたんカフェ」が出店。＃織りじなる、なモノと人が繋がる 障害のあ

る人の働く場で、手織りや絞り染めを制作。その制作手法や素材で地域とのつながりをもち、循環を生み出すことも大切に、伝統と新しい価値観でつくられ

たユニークで可愛い商品をお届けします。

ポイント

1月〜2月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ひょうたんカフェtel052-485-4535、hyoutan@hyoutan-cafe.jpプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ひょうたんカフェtel052-485-4535、hyoutan@hyoutan-cafe.jp一般問
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2021年1月13日(水)〜2月15日(月)

ひょうたんカフェ 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第13期

(特非)ひょうたんカフェ

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」のスタートアップ・ミニセミナーは、創業や事業再生の経験を活かした講師による、実践的な内容を意

識したミニセミナーを毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探ります。今年

度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。第7回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモ

デルの構築 -サブスク(持つと使う)-」。■講師：原田俊明（Future Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■申込方法：専用申込

フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日を記載しe-mail、

faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

1月

研修・講座

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年1月19日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑦「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -サブスク(持つと使う)-」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

創業をめざす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、13期期間出店(1月13日〜2月15日)の「ひょうたんカフェ」が、愛知県尾州産地の糸を使い、手織り機でミニマフ

ラーを作るワークショップを開催。初めての方でも簡単、素敵に仕上がります。

■来店クリエイター：井上 愛（ひょうたんカフェ）■定員：各回先着2人(※予約優先、定員になり次第締切)■費用：1点3,300円（税込/材料費込）■応募

方法：参加希望時間、お名前、TEL、メールアドレスを記載し申込。■申込先：ひょうたんカフェ（担当：井上）tel052-485-4535、hyoutan@hyoutan-

cafe.jp

ポイント

1月

イベント

会期 ①14:00〜 ②15:30〜（所要時間約90分）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点3,300円（税込/材料費込）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、ひょうたんカフェtel052-485-4535、hyoutan@hyoutan-cafe.jpプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、ひょうたんカフェtel052-485-4535、hyoutan@hyoutan-cafe.jp一般問
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2021年1月23日(土)

尾州糸を使った手織りミニマフラー作り体験

ひょうたんカフェ ワークショップ

ひょうたんカフェ

時間

中小企業診断士、税理士、デザイナー等によるミニセミナー、経営相談、デザイン相談や、先輩起業家との交流会を通じて、企業の新たな価値の創出を

応援する「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」。フォローアップ相談会は、ミニセミナーで生じた疑問や日々の経営上の疑問に相談者と共に

解決の糸口を探る、個別対応型フォローアップ・ビジネス相談（毎月1回開催）。

■講師：原田俊明(Future Wing 原田コンサルティング事務所 代表、中小企業診断士)■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.

html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日（時間も）を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザ

インセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

1月〜3月

その他

会期 ①18:00〜19:00／②19:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年1月26日(火)、2月9日(火)、3月16日(火)(予定)

フォローアップ相談会

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

スタートアップ・ミニセミナーは、創業や事業再生の経験を活かした講師が、実践的な内容を意識したミニセミナーを毎月1回開催するもので、スタートアッ

プに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探ります。今年度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経

営、事業戦略などを学ぶ連続講座。第8回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -BCP(事業継続計画)の構築-」。■講師：原田

俊明（Future Wing (株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■申込

方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日を

記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

2月

研修・講座

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年2月2日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑧「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -BCPの構築-」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

中部経済産業局では、令和2年度中部地域におけるデザイン経営促進支援事業の一環として北陸地域（富山・石川）において、「地域産業資源を活用した

新たなビジネスの創出」に向け、デザインの重要性について理解を深める普及啓発事業を実施しています。今回のオンラインマッチング会は、北陸地域な

らではの土産物や食材等、地域資源の活用や農商工連携により開発した商品の魅力を、オンライン上の展示会・マッチング会を通じテナントバイヤーにPR

する機会とし開かれます。

ポイント

2月

イベント

会期 10:00〜12:00、13:30〜16:30

オンライン配信（Microsoft Teams使用）会場

休

無料料金

主催

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、fax052-265-2107、chubu.design2020@idcn.jpプレス問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、fax052-265-2107、chubu.design2020@idcn.jp一般問
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2021年2月4日(木)

北陸地域のサービスエリア等の運営事業者とのオンラインマッチング会

令和2年度中部地域におけるデザイン経営促進支援事業

経済産業省 中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部、中日本高速道路(株)金沢支社

時間

(公社)日本サインデザイン協会(SDA)、（一社）日本空間デザイン協会(DSA)、(一社)日本商環境デザイン協会(JCD)の中部支部3団体が、共同で開催

する空間デザインのイベント。日本空間デザイン賞(DSAとJCDの2団体共同アワード/空間デザイン全般、11部門)と、日本サインデザイン賞(サイン全般)

の、3団体による2つのアワード作品を選抜展示。同賞は文化施設・賞業施設・アミューズメントパーク・展示会・サイン等の分野において過去1年間に制作さ

れた優秀な作品を顕彰するもので、広く空間デザインが網羅され、最新のデザイン動向が見られます。※関連シンポジウムを2月12日（金）に開催

ポイント

2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＝中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター共催など

デザイン・トリプレックス17実行委員会事務局（株式会社スペース内）tel052-565-1252、designtriplex@gmail.comプレス問

デザイン・トリプレックス17実行委員会事務局（株式会社スペース内）tel052-565-1252、designtriplex@gmail.com、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

12

2021年2月10日(水)〜15日(月)

デザイン・トリプレックス17

日本の空間デザインアワード作品展

デザイン・トリプレックス17実行委員会(DSA・SDA・JCD)

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

デザイン・トリプレックス17［日本の空間デザインアワード作品展］関連シンポジウム。(公社)日本サインデザイン協会(SDA)、（一社）日本空間デザイン協

会(DSA)、(一社)日本商環境デザイン協会(JCD)の中部支部3団体が、共同で開催する「日本の空間デザインアワード作品展」の併載イベント。ミニセミ

ナーや交流会を通じて企業の新たな価値の創出を応援する「専門家相談・交流会 IN INNOVATOR’S GARAGE」の特別企画として開催。

ポイント

2月

講演会

会期 18:00〜20:30

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

料金

主催

共催＝デザイン・トリプレックス17実行委員会(DSA・SDA・JCD)、事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

デザイン・トリプレックス17実行委員会事務局（株式会社スペース内）tel052-565-1252、designtriplex@gmail.com、(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

デザイン・トリプレックス17実行委員会事務局（株式会社スペース内）tel052-565-1252、designtriplex@gmail.com、(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問

13

2021年2月12日(金)

デザイン・トリプレックス17 シンポジウム

専門家相談・交流会 IN INNOVATOR’S GARAGE特別企画

名古屋市

時間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」で毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼンテー

ションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、金融支援制度について、専門家にお話しいただきます。■講師：愛知県信用保証

協会、名古屋市信用保証協会、(株)日本政策金融公庫、(公財)名古屋市小規模事業金融公社、名古屋市新事業支援センター（予定）■申込方法：専用

申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日を記載しe-

mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

2月

トーク

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問

14

2021年2月16日(火)

スタートアップ交流会「金融支援制度について」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。約30日間の期間出店者には8

者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

2021年2月17日〜3月21日(期間10)には、天然の無垢材から削り出す木製ボールペン＆ペンスタンド、様々な色彩で織りなす布雑貨を制作する「マル

キクラフト」が初出店。“作ることは暮らすこと、暮らすことは作ること”をモノづくりのベースとして日常が少し便利に、心が豊かになるような商品デザインを

心がけています。

ポイント

2月〜3月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、マルキクラフト0564-73-3232、info@maruki-craft.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、マルキクラフト0564-73-3232、info@maruki-craft.com一般問
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2021年2月17日(水)〜3月21日(日)

マルキクラフト期間出店

クリエイターズショップ・ループ第13期

マルキクラフト

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

大同大学情報学部情報デザイン学科メディアデザイン専攻の学生による展示。

「×4デザイン専攻リレー展示」では、メディアデザイン専攻、プロダクトデザイン専攻、建築専攻、インテリアデザイン専攻の4つの専攻から、卒業制作作品

の中から選抜された作品や、学生たちがリレー展示のために4年間の集大成として取り組んだ作品が、市内各所で発表されます。

ポイント

2月

展覧会

会期 10:00〜19:00(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

共催など

大同大学tel052-612-6111(代)プレス問

大同大学tel052-612-6111(代)、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

16

2021年2月17日(水)〜21日(日)

大同大学×4デザイン専攻リレー展示 Vol.9

メディアデザイン専攻［作品展示］

大同大学

時間

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年次学生による「これからのNAGOYA＝なごやVISION」を提案するデザイン展。ビジュアルコミュニケー

ションデザイン、スペースデザイン、プロダクトデザイン、デザインプロデュースの4領域のいずれかに属する学生の作品を展示。

ポイント

2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

協力＝株式会社国際デザインセンター(予定)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プレス問

名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科tel0561-75-2803、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

17

2021年2月25日(木)〜27日(土)

なごやVISION展2021

名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科

名古屋学芸大学

時間

クリエイティブ産業分野の事業展開と創業をめざすクリエイターが、期間限定で出店する「クリエイターズショップ・ループ」。約30日間の期間出店者には8

者が選出され、通年出店者4者に加え、期間ごとに異なるクリエイターが参加します。

2021年3月2日〜3月21日(期間11)には、日本の生地産地の職人とともにオリジナルテキスタイルを制作する「n’ui」が2021春夏アイテムを揃え期間

出店。生地作りから洋服作りまで、実際に手を動かす事で生まれるものを大切に、made in japanにこだわったものづくりを行っています。

ポイント

3月

イベント

会期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会場

無休休

無料料金

主催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝クリエイターズショップ・ループ、協力＝(株)ゲイン、中部デザイン団体協議会、(特非)メイド・イン・ジャパン・プロジェクト共催など

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、n’ui n.ui@nui-products.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、n’ui n.ui@nui-products.com一般問
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2020年3月2日(火)〜21日(月)

n’ui 期間出店

クリエイターズショップ・ループ第13期

n’ui

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」のスタートアップ・ミニセミナーは、創業や事業再生の経験を活かした講師による、実践的な内容を意

識したミニセミナーを毎月1回開催するもので、スタートアップに関するさまざまな問題を、セミナーを通して見える化し、問題解決の糸口を探ります。今年

度は、長期化する「withコロナ」「afterコロナ」を見据えた経営、事業戦略などを学ぶ連続講座。最終回は、「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモ

デルの構築 -事例研究-」。■講師：原田俊明（Future Wing 原田コンサルティング事務所代表/中小企業診断士）■申込方法：専用申込フォーム(www.

idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日を記載しe-mail、faxで申込。■申

込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

3月

研修・講座

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年3月2日(火)

スタートアップ・ミニセミナー⑨「withコロナ、afterコロナで勝ち抜くビジネスモデルの構築 -事例研究-」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

「専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE」で毎月1回開催されるスタートアップ交流会では、専門家や先輩起業家の体験に学ぶプレゼンテー

ションと、参加起業家、企業家間の名刺交換会・交流会を開催。今回は、先輩起業家に体験談をお話しいただきます。■特別講師：鵜鵜飼宏成・名古屋市

立大学教授(経済学研究科経営学専攻)、他（予定）■申込方法：専用申込フォーム(www.idcn.jp/ga/entryform.html)、または、事業者名、役職、氏

名、参加人数、住所、tel、e-mail、質問内容、参加希望日を記載しe-mail、faxで申込。■申込先：国際デザインセンター・事業部「専門家相談・交流会」

事務局advice@idcn.jp、fax052-265-2107

ポイント

3月

トーク

会期 18:00〜20:00

ナゴヤ イノベーターズ ガレージ会場

休

無料（※原則事前申込制）料金

主催

事務局＝(株)国際デザインセンター・事業部共催など

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jpプレス問

(株)国際デザインセンター・事業部tel052-265-2104、advice@idcn.jp一般問
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2021年3月9日(火)

スタートアップ交流会「強みを活かす先輩起業家」

専門家相談・交流会 in INNOVATOR'S GARAGE

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課（中小企業振興センター）

時間

公募により広く作品を募集して選考する「JAPAN PACKAGE DESIGN AWARDS」は、デザイン性や創造性を競うコンペティションとして、(公社)日本パッ

ケージデザイン協会が1985年より隔年で開催している、日本で最も権威あるパッケージデザイン賞の一つです。生産や流通、環境などの包装材料として

の面だけでなく、デザイン的な価値や商品づくりの観点にも重きを置きながら、パッケージデザイナーの目で評価することも大きな特徴となっています。

2021入賞作品巡回展では、大賞をはじめ各賞受賞作品および名古屋のデザイナーの入選作品が展示され、会期中の3月13日（土）にはセミナーも併催

(予定)されます。

ポイント

3月

展覧会

会期 11:00〜19:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会場

休

料金

主催

共催＝（株）国際デザインセンター共催など

(公社)日本パッケージデザイン協会事務局tel03-3815-2723、fax03-3815-2548プレス問

(公社)日本パッケージデザイン協会事務局tel03-3815-2723、fax03-3815-2548、info@mail.ipda.or.jp、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一般問

21

2021年3月10日（水）〜15日（月）

日本パッケージデザイン大賞2021入賞作品巡回展

(公社)日本パッケージデザイン協会

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

創業をめざす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、13期期間出店(3月2日〜21日)の「n’ui」が、店頭商品を基本に、袖やスカートの丈、パンツ丈など、気になるサイ

ズ感をお客様のお好みでオーダー可能な、新作のサイズオーダー会を開催。デザインとのサイズバランスについて、クリエイターがその場で相談に乗りま

す（完成品は後日配送/納期約1ヶ月程度）。

■来店クリエイター：岩崎久留美（n’ui）■予約不要

ポイント

3月

イベント

会期 13:00〜17:00

クリエイターズショップ・ループ会場

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、n’ui n.ui@nui-products.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、n’ui n.ui@nui-products.com一般問
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2021年3月13日(土)

n’ui サイズオーダー会

n’ui

時間

創業をめざす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、13期期間出店(2月17日〜3月21日)の「マルキクラフト」が、キーホルダーを作るワークショップを開催。お好みの

手織り生地を選んでいただき、革を手縫いし完成させます。

■来店クリエイター：天野健一（マルキクラフト）■定員：各回先着4人(※予約優先、定員になり次第締切※小学生以下は保護者同伴)■費用：1点1,540

円（税込）■応募方法：参加希望日、時間、お名前、人数、ご連絡先を記載し申込。■申込先：マルキクラフト（担当：長尾）tel0564-73-3232、e-mail:

info@maruki-craft.com

ポイント

3月

イベント

会期 ①11:00〜12:30 ②13:30〜15:00（所要時間約60〜90分）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

1点1,540円(税込)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、マルキクラフトtel0564-73-3232、info@maruki-craft.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、マルキクラフトtel0564-73-3232、info@maruki-craft.com一般問
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2021年3月20日(土)

織りと本革でつくるキーホルダー

マルキクラフト ワークショップ

マルキクラフト

時間

創業をめざす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、13期期間出店(2月17日〜3月21日)の「マルキクラフト」が、無垢材から削り出した木製ボールペンQooguno(ク

グノ)に、レーザー刻印で名入れを行うイベントを開催。当日に限り、出店期間中に購入された木製ボールペンに名前やメッセージなど、お好きな文字を

レーザー刻印します。

■来店クリエイター：天野健一（マルキクラフト）■定員：先着10人(※予約優先、定員になり次第締切)■応募方法：参加希望日、時間、お名前、ご連絡先

を記載し申込。■申込先：マルキクラフト（担当：長尾）tel0564-73-3232、e-mail: info@maruki-craft.com

ポイント

3月

イベント

会期 13:00〜17:00（所要時間約15分）

クリエイターズショップ・ループ会場

休

無料料金

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、マルキクラフト0564-73-3232、info@maruki-craft.comプレス問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、マルキクラフト0564-73-3232、info@maruki-craft.com一般問
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2021年3月21日(日)

Qooguno無垢削り出しボールペン レーザー刻印

マルキクラフト ワークショップ

マルキクラフト

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。



2020年12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（2021年1月〜4月）

中部デザイン団体協議会（CCDO）では、加盟団体（11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、2002年より隔年で主催しています。本展ではその第10回CCDOデザインアオードのノミネート作品を展示します。※期間中に作者によるプレゼンテー

ションと審査会を併載(予定)

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

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036プレス問

中部デザイン団体協議会tel052-238-6036、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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2021年3月24日(水)〜29日(月)

第10回CCDOデザインアオード展（仮称）

10th CCDO DESIGN AWARD

中部デザイン団体協議会、（株）国際デザインセンター

時間

「僕らのポートフォリオ展「（通称「僕ポ」）は、今年度で9年目となる、デザイン・クリエイティブ系の学生ポートフォリオ(作品集)を集めた学生有志の展覧会

で、当地域の複数の教育機関の学生が自らの集大成である「ポートフォリオ」を展示することにより、その活動を発信するとともに、出展者同士や企業、来

場者との出会いを通して、活性化と活動の広がりを図り、今後の活動の糧とすることを目的としています。また、今年度は今までの歴史を引き継ぎつつ、コ

ロナ感染症対策はもちろん、クリエイティブ学生の視点でコロナによる制限から生まれる新しい展示提案をおこない、開催されます。

ポイント

3月〜4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＝（株）国際デザインセンター、協賛＝日本デザイナー学院、名古屋芸術大学、(株)space、(株)竹尾、鬼頭印刷(株)、平和紙業(株)、円頓寺商店街

ほか

共催など

僕らのポートフォリオ展2021 実行委員会 bokurano.portfolio.exb@gmail.comプレス問

僕らのポートフォリオ展2021 実行委員会 bokurano.portfolio.exb@gmail.com、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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2021年3月31日(水)〜4月5日(月)

僕らのポートフォリオ展2021

テーマ：ふれる

僕らのポートフォリオ展2021 実行委員会

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。


