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国際デザインセンターイベントカレンダー   

※「国際デザインセンターPRESS 
RELEASE」は月次発行で、向こう4ヶ月
間のイベント・研修・講座等の情報を提
供するものです。
掲載の情報は発行時点での最新のもの
ですが、準備期間中に変更が生じること
もあります。
ご了承ください。

※掲載の情報は、国際デザインセンター
で開かれるものと、国際デザインセンタ
ーの主催あるいは関係する企画に限っ
て、ご紹介しています。
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2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3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：●n’ui：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。●靴下のhacu：シンプルながらも遊び心あるデザイン

と、丁寧なものづくりから生まれる確かな履き心地のオリジナル靴下を制作。●SAMO serendipity：被る人もその周りの人も笑顔になる帽子。季節によっ

て素材を変え、色を変え、ファッションのアクセントとして楽しんで頂けます。●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。※通年出店の4者に加え、約41日ごとに異なる9者のクリエイターが期間出店します。

ポポイインントト

4月〜3月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

クレアーレ休業日ほか入替日休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

1

2022年4月29日(金・祝)〜2023年3月29日(水)

クリエイターズショップ・ループ2022 出店

時時間間

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、2022通年出店の「靴下のhacu」が、hacuオリジナルの暖かなニットアイテムを集めたふゆこもののフェアを開

催。パイルレッグウォーマーなど店頭限定の商品も並びます。

ポポイインントト

11月〜12月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

無休休休

料料金金

主主催催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

2

2022年11月23日(水)〜12月25日(日)

hacuのふゆこもの

靴下のhacu（(株)レッグニット中村）

時時間間

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41日間の期間出店者には9

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。

2022年11月25日〜2023年1月4日(期間6)には、オールブラックのレザーブランド「BLACK LEATHER WORKS」が出店。流行に左右されず、飽きの

来ない「黒」。時間をかけて深く美しく変化する黒革を、素材、デザイン、構造にこだわり、持ち主と共に時間を刻むアイテムとして提供するブランドです。

ポポイインントト

11月〜1月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

2023年1月1日(日・祝)休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

3

2022年11月25日(金)〜2023年1月4日(水)

BLACK LEATHER WORKS 期間出店

クリエイターズショップ・ループ2022

BLACK LEATHER WORKS

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3月）

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41日間の期間出店者には9

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。

2022年11月25日〜2023年1月4日(期間6)には、錺金具の技術を活かしたオリジナルアクセサリーの「和悠庵」が出店。伝統工芸品「尾張仏具」の伝

統工芸士が新しい形で製作する至高の逸品。伝統技法の「蹴り彫」や、透かしや打ち出しなどの技術を活かした、和柄を中心にデザインした女性用、男性

用アクセサリー・雑貨等を製作販売します。

ポポイインントト

11月〜1月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

2023年1月1日(日・祝)休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

4

2022年11月25日(金)〜2023年1月4日(水)

和悠庵 期間出店

クリエイターズショップ・ループ2022

和悠庵（(有)ノヨリ）

時時間間

クラフトデザイナー中部がテーマを設け、会員作品を展示・販売する作品展。陶器・テキスタイル・ガラス・籐・金属・ジュエリー・木など、さまざまな分野のク

ラフト作家が手がけた贈りもの。

■出品者＝あさくらやよい、荒川芳秋、海野えり子、江村和彦、大塚くるみ、加賀千珠子、加賀友博、亀井龍二、河村尚江、桑原結子、小牧佳寿代、近藤

依子、酒井崇全、白尾由美、竹村秀行、徳竹秀実、中川るみ子、中村幸人、成田幸子、ひがさやか、日比野靖、藤田みんこ、水野誠子、宮野美樹、森 明

宏、森 尚子、安井桂子、安井惠子、李 末竜、采睪真澄

ポポイインントト

11月〜12月

展覧会

会会期期 12:00〜19:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝（株）国際デザインセンター共共催催ななどど

クラフトデザイナー中部事務局(担当：水野誠子)tel052-725-7295ププレレスス問問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問

5

2022年11月30日(水)〜12月5日(月)

KURAFUTO つかって楽しい おくって楽しい

クラフトデザイナー中部

クラフトデザイナー中部

時時間間

「こんな部屋いいな」絵画コンテストは、(公社)インテリア産業協会のインテリア普及啓発事業の一環として開催。より多くの子供たちにインテリアを考える

楽しみ、未来への夢を育んでもらいたいと、「こんな部屋があったらいいな」という夢を自由に描いた絵画を募集し、同展では、グランプリ受賞作品の絵をも

とにした原寸大のモデルルームの他、入賞・入選作品が展示されます。

■発表・表彰式：2022年12月10日（土）10:30〜、栄ガスホール

ポポイインントト

12月

展覧会

会会期期 10:00〜18:00(初日は13:00から、最終日は15:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

協賛＝(株)国際デザインセンター、後援＝中部経済産業局、名古屋市、名古屋市教育委員会、名古屋商工会議所、協力＝中部デザイン団体協議会、(公
社)日本インテリアデザイナー協会、(公社)インテリア産業協会 中部支部会員各社・各団体

共共催催ななどど

「こんな部屋いいな」絵画コンテスト実行委員会 事務局（(株)サンゲツ内）jiia-chubu@interior.or.jp、tel052-564-3291、fax052-561-5306ププレレスス問問

「こんな部屋いいな」絵画コンテスト実行委員会 事務局（(株)サンゲツ内)tel052-564-3291(平日10:00〜17:00※水曜日除く)、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問

6

2022年12月7日(水)〜11日（日）

第1回「こんな部屋いいな」絵画コンテスト入賞作品展

(公社)インテリア産業協会 中部支部

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3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、Loop2022に期間出店する(11月25日〜1月4日)「BLACK LEATHER WORKS」が、ワークショップ限定の表

面加工を施したバケッタレザーを使用し、ペンケース(W21×H4×D6㎝)をつくるワークショップを開催。「文字刻印→手縫い→仕上げ処理」と本格的なレ

ザークラフトを体験できます。■指導クリエイター：深見俊介（BLACK LEATHER WORKS)■定員：先着で各回2名（※予約優先、定員になり次第締切）■

対象：中学生以上■費用：3,500円（税込）■申込方法：参加希望時間、お名前、tel、e-mailを記入し、メールかInstagramのDMで応募。■申込先：

BLACK LEATHER WORKS whateveromi@gmail.com、@black_leather_works

ポポイインントト

12月

イベント

会会期期 ①11:30〜13:30 ②14:30〜16:30 ③17:00〜19:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

1点3,500円（税込）料料金金

主主催催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、BLACK LEATHER WORKS whateveromi@gmail.com、@black_leather_worksププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、BLACK LEATHER WORKS whateveromi@gmail.com、@black_leather_works一一般般問問

7

2022年12月10日(土)

LEATHER PEN CASE WORKSHOP

BLACK LEATHER WORKS

バケッタレザーで作る手縫いのレザーペンケース

BLACK LEATHER WORKS

時時間間

国際デザインセンター設立30周年記念の第二弾として、愛知県下のデザイン系大学・専門学校で行われている地域連携プロジェクトを紹介する展示会を開催。
近年、デザイン系教育機関では、地域企業や伝統産業との連携プロジェクトが活性化しており、多くのデザイン事例を生み出しています。プロジェクトの事業連携や成果物の
スタイルも多様化しており、取り組み方も様々です。次世代デザイナーたちの柔軟な発想と若い感性を活かした商品開発や、企業の技術と教員が持っている専門性とのコラボ
レーションなど、地域や企業が抱える課題に応じて多様に対応できる教育機関ならではの強みがあります。産学官連携プロジェクトの化学反応は益々期待されており、この展
示会ではこうした取り組みの一端を紹介します。オープニング&ギャラリートーク＝12月14日(水)17:00〜
■参加校＝愛知県立芸術大学、愛知淑徳大学、あいち造形デザイン専門学校、椙山女学園大学、大同大学、トライデントデザイン専門学校、名古屋学芸大学、名古屋芸術
大学、名古屋市立大学、名古屋造形大学

ポポイインントト

12月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共共催催ななどど

中部デザイン団体協議会(CCDO)tel052-238-6036、fax052-2238-6037ププレレスス問問

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）一一般般問問

8

2022年12月14日(水)〜19日(月)

Creative Collaboration デザイン系大学・専門学校の産学官連携デザイン展

国際デザインセンター設立30周年記念 part2

（株）国際デザインセンター、中部デザイン団体協議会

時時間間

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、Loop2022に期間出店する(11月25日〜1月4日)「和悠庵」が、尾張仏具の彫金技術を活かしてオリジナルアイテムをつくるワークショップを開催。香

立て/ヘアクリップ/ネクタイピン/ヘアカフスからお好きなものを選び、タガネと金槌を使用し、銅に彫金を施します。職人が仕上げを行い、後日店頭引き渡し、または発送(別

途送料要)。■指導クリエイター：野依祐月（和悠庵)■定員：先着で各回4名（※予約優先、定員になり次第締切）■対象：小学生以上※小学生は保護者同伴■費用：香立て

/ヘアクリップ各2,200円、ヘアカフス4,400円（いずれも税込）■申込方法：11月18日正午から、telか店頭申込。参加希望日、時間、お名前、参加人数、希望種類（香立て/

ヘアクリップ/ヘアカフス）をお伝えください。■申込先：クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106

ポポイインントト

12月

イベント

会会期期 ①11:30〜12:30 ②13:00〜14:00 ③18:30〜19:30

クリエイターズショップ・ループ会会場場

休休

香立て/ヘアクリップ/ネクタイクリップ各1点2,200円、ヘアカフス1点4,400円（いずれも税込）料料金金

主主催催

共催＝クリエイターズショップ・ループ共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、和悠庵((株)ノヨリ)tel052-331-4736、noyori@future.ocn.ne.jpププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106、和悠庵((株)ノヨリ)tel052-331-4736、noyori@future.ocn.ne.jp一一般般問問

9

2022年12月15日(木)、17日(土)〜19日(月)

彫金でオリジナルアイテムをつくろう

和悠庵ワークショップ

和悠庵((株)ノヨリ)

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3月）

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41日間の期間出店者には9

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。

2023年1月6日〜2月15日(期間7)には、色鮮やかな着物生地のシルク古布を裂いてバッグを制作している「naonao」が出店。着物の上質な風合いを

活かしながら、「裂き織り」の技法で洋服や着物にも合うデザインのバッグや帽子などを制作。先人の知恵を受け継ぐことで日本の古き良きものを蘇らせ、

永く大切に愛されるモノをお届けしています。

ポポイインントト

1月〜2月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問
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2023年1月6日(金)〜2月15日(水)

naonao 期間出店

クリエイターズショップ・ループ2022

naonao

時時間間

日本国内にて企画、デザイン、開発、製造を行う、日本の家具ブランド「リッツウェル」が、高品質なベッドで高いブランド力をもつ「シモンズ」とともに、名古
屋にてポップアップストアを開催。要事前予約。

ポポイインントト

1月

イベント

会会期期 10:00〜18:00（1時間毎の完全予約制）

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

シモンズ(株)共共催催ななどど

リッツウェル大阪（担当：𩿗瀬） tel090-4584-8493、y_unose@ritzwell.comププレレスス問問

リッツウェル大阪（担当：𩿗瀬） tel090-4584-8493、y_unose@ritzwell.com一一般般問問

11

2023年1月7日(土)〜9日(月・祝)

RITZWELL POP UP STORE with SIMMONS

(株)リッツウェル

時時間間

JID AWARDは、デザイナーや企業等の優れた活動成果を表彰して日本のインテリアデザインの質的向上をはかり、くらしにおけるインテリアの重要性、デ

ザインの力を社会に発信することを目的に開催。スペース部門、プロダクト部門の2部門に加えて、提案や試作、学生作品を対象にしたネクストエイジ部門

を設けており、JID AWARD独自の現地・現物審査を経て最終審査後、受賞作品を選定。本展では、その受賞作品が展示されます。

ポポイインントト

1月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共共催催ななどど

JID中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、fax052-709-5377、central@jid.or.jpププレレスス問問

JID中日本エリア事務局（(株)フォーラム内）tel052-705-3002、central@jid.or.jp、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年1月11日(水)〜16日(月)

JID AWARD 2021-2022 アウォード受賞作品展

(公社)日本インテリアデザイナー協会中日本エリア(JID)

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3月）

名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科学生による卒業制作展。ポポイインントト

1月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー、デザインホール会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

後援＝中日新聞社(予定)共共催催ななどど

名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科tel0561-75-1846ププレレスス問問

名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科tel0561-75-1846、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年1月21日（土）、22日（日）

第18回卒業制作発表会

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科

時時間間

(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)が主催する年間アワード作品を一

堂にパネル展示。文化施設・商業施設・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一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。

ポポイインントト

1月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

後援＝名古屋市、名古屋商工会議所、中部デザイン団体協議会、協賛＝(株)国際デザインセンター共共催催ななどど

デザイン・トリプレックス19実行委員会fax052-251-7666、designtriplex@gmail.comププレレスス問問

デザイン・トリプレックス19実行委員会fax052-251-7666、designtriplex@gmail.com、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年1月25日(水)〜30日(月)

デザイン・トリプレックス19 日本の空間デザイン賞展

デザイン・トリプレックス19実行委員会(SDA・DSA・JCD)

時時間間

中部クリエーターズクラブ（CCC）は、1973年の発足以来毎年ポスター展を開催し、近年ではアジア各都市のデザイン団体と共通テーマによるポスター展

を通じて交流を深めています。本展では、中部地域のデザイン系大学・専門学校の学生と台湾のデザイン学生によるポスター作品を展示。名古屋展開催

後、台湾会場巡回予定。

ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝アジア大学視覚伝達デザイン学科、中部デザイン団体協議会、(株)国際デザインセンター、協力＝セントラル画材(株)共共催催ななどど

中部クリエーターズクラブ事務局ccc@ccc1973.comププレレスス問問

中部クリエーターズクラブ事務局ccc@ccc1973.com、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年2月1日(水)〜6日(月)

国際交流学生ポスター展 Social Message

国際デザインセンター設立30周年記念

中部クリエーターズクラブ

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3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。

ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共共催催ななどど

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105（担当：佐藤、鈴木）ププレレスス問問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年2月15日(水)〜19日(日)

IdcNコレクションシリーズvol.25(仮称)

国際デザインセンター設立30周年記念

(株)国際デザインセンター

時時間間

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41日間の期間出店者には9

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。

2023年2月17日〜3月29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。

今回は石を使った新作をお披露目。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。

ポポイインントト

2月〜3月

イベント

会会期期 11:00〜20:00

クリエイターズショップ・ループ会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

事業主体＝名古屋市、企画運営＝(株)国際デザインセンター、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・プロジェクト共共催催ななどど

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106ププレレスス問問

クリエイターズショップ・ループtel052-265-2106一一般般問問

17

2023年2月17日(金)〜3月29日(水)

SAWAKO KATAOKA 期間出店

クリエイターズショップ・ループ2022

SAWAKO KATAOKA

時時間間

大同大学の学生による卒業制作展示。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。

ポポイインントト

2月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共共催催ななどど

大同大学tel052-612-6111(代)ププレレスス問問

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）一一般般問問
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2023年2月22日(水)〜26日(日)

大同大学×4 デザイン専攻リレー展示(仮称)

大同大学

時時間間

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。



2022年11月30日発行：
  国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3月）

パッケージデザインは、食品、飲料、日用品をはじめとした梱包・容器を要する商品において、商品の魅力を伝えるだけではなく、その商品のブランド価値

を伝達し、ブランドイメージを形成する重要な役割を担っています。この展示会は、当地域のデザイナーに刺激を与え、学生を含めた交流の場とするととも

に、一般の方にはパッケージデザインの面白さ、役割について広く知ってもらうことを目的とし、日本パッケージデザイン大賞2023入賞作品（大賞、金賞、

銀賞、審査員特別賞）のほか、名古屋のデザイナーの入選作品が展示されます。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝（株）国際デザインセンター共共催催ななどど

(公社)日本パッケージデザイン協会 事務局tel03-3815-2723、fax03-3815-2548、info@mail.jpda.or.jpププレレスス問問

デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年3月1日(水)〜6日(月)

日本パッケージデザイン大賞2023 入賞作品巡回展

(公社)日本パッケージデザイン協会

時時間間

「僕らのポートフォリオ展（通称「僕ポ」）」は、今年度で11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。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。2023テーマ：「気付いて、築く」

※作品展は、3月1日〜5日、エスプラナードギャラリー（名古屋市西区内）でも開かれます。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(最終日は17:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝（株）国際デザインセンター、協賛＝名古屋デザイナー学院、(株)space、(株)竹尾、鬼頭印刷(株)、平和紙業(株)、円頓寺商店街ほか(予定)共共催催ななどど

僕らのポートフォリオ展2023実行委員会 bokurano.portfolio.exb@gmail.comププレレスス問問

僕らのポートフォリオ展2023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）一一般般問問
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2023年3月8日(水)〜12日(日)

僕らのポートフォリオ展2023

テーマ：気付いて、築く

僕らのポートフォリオ展2023実行委員会

時時間間

国際デザインセンター設立30周年記念事業の一環として中部デザイン団体協議会(CCDO)が企画する展覧会のpart3。

CCDOでは、加盟団体（10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。今展はその受賞者らによる、次世代デザイナー紹介展です。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期 11:00〜19:00(最終日は18:00まで)

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共催＝（株）国際デザインセンター共共催催ななどど

中部デザイン団体協議会(CCDO)tel052-238-6036、fax052-2238-6037ププレレスス問問

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）一一般般問問
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2023年3月15日(水)〜20日(月)

Creative Collaborator 新進気鋭のクリエーターによる展覧会

国際デザインセンター設立30周年記念 part3

中部デザイン団体協議会

時時間間

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。



2022年11月30日発行：   国際デザインセンター�・イベントスケジュール（2022年12月〜2023年3月）

デザイン学生自主企画 Think!：変化の大きい時代の中で、デザインに何ができるのか？国際デザインセンターでは、「社会とデザイン」をキーワードに、当

地域のデザイン系学生自らが「考える」自発的な展示企画を公募。社会に目を向け、考え、行動する、優れた活動を応援します。

今年度で2回目となるThink!。審査を経て選出された企画を、応募学生自らが展示会を運営し、発表します。

ポポイインントト

3月

展覧会

会会期期

デザインギャラリー会会場場

無休休休

無料料料金金

主主催催

共共催催ななどど

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105ププレレスス問問

（株）国際デザインセンター・事業部tel052-265-2105、デザインギャラリー（会期中会場専用tel052-265-2126）一一般般問問
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2023年3月22日(水)〜27日(月)

Think! 2023 デザイン学生自主企画展(仮称)

（株）国際デザインセンター

時時間間

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。




