
デザイン百覧会
かごしまデザインフェア2018

t o u c h d e s i g n ,

f e e l  d e s i g n ,

a n d l i n k w i t h d e s i g n .

触 れ る、

感 じ る、

繋 が る。

報告版

2018

2.23㊎24㊏25日
10:00am～6:00pm［最終日5:00pm］

かごしま県民交流センター 2階大ホール 他
鹿児島市山下町14番50号 TEL.099-221-6600

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

かごしまデザインフェア実行委員会
［事 務 局］

〒892-0835 鹿児島市城南町2-25 協業組合ドゥ・アート内
www.kagoshimada.com /  info@kagoshimada.com

Phone 090-3196-3991
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Photo by Mitsuhisa Furudo & Studio Blue Door（今回掲載できなかった写真は、www.facebook.com/KagoshimaDA/ こちらでご覧いただけます。）

067 綺綸堂065 川邉 佳乃 066 HATANAKA COFFEE

●ヒューマンアート・ライブコンテスト 美の探求

●鹿児島純心女子短期大学生活クリエイトコース Creative Collection 2018

●iBS外語学院 英語スピーチライブ

●第1回 鹿児島デザインフォーラム

Ralated Events
関連イベント

●鹿児島純心女子短期大学生活クリエイトコース
　Creative Collection 2018
●ヒューマンアート・ライブコンテスト 美の探求
●第1回 鹿児島デザインフォーラム
●iBS外語学院 英語スピーチライブ



かごしまデザインフェア2018

デザイン百覧会
●期　間

20182.23㊎▶25日
10:00am～6:00pm［最終日5:00pm］

●場　所

かごしま県民交流センター
2階大ホール 他
鹿児島市山下町14番50号 TEL.099-221-6600

主　催■かごしまデザインフェア実行委員会
鹿児島県
公益財団法人 かごしま産業支援センター
公益社団法人 鹿児島県工業倶楽部
特定非営利活動法人 鹿児島デザイン協会

■後　援■

（公財）日本デザイン振興会
鹿児島県商工会議所連合会・鹿児島県商工会連合会
鹿児島県中小企業団体中央会・南日本新聞社
MBC南日本放送・KTS鹿児島テレビ・KKB鹿児島放送
KYT鹿児島読売テレビ・NHK鹿児島放送局・エフエム鹿児島
鹿児島シティエフエム・鹿児島県美術協会

●実行委員会会長挨拶

●ファゴット/南 由希、ピアニスト/平塚あすかによる
オープニング演奏

今年も新しい試みが満載の「デザインフェア」でした。来
場すると“何か発見がある”“何か体験できる”参加型。来場
者がクレパスで西郷どんを描く【百人アート】。フラワーアレ
ンジメントと美容師がモデルを花で装飾していく【美の探
求】。華やかさと美しさの競演にアートの世界が広がりまし
た。鹿児島デザイン協会らしい目線でデザインを考える
【鹿児島デザインフォーラム】は、鹿児島の黒をテーマに
（食や特産品と自然環境等の地域性との関係）を中心にそ
れぞれの立場から検証しました。鹿児島の魅力を改めて実
感できる良い機会となり次回が楽しみです。
今回のフェアを振り返ると、充実感と共に来年への課題

と期待も大きくふくらみました。
最後になりましたが、事前告知を含め丁寧に取材をして
下さった各報道機関の方々やご協力下さいました各関係
機関・出展者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

広報担当　高　橋　リ　エ

今回企業展示、一般展示併せて67ブースの多くの
参加を頂き有難うございました。
また搬入、搬出、展示における大きなトラブルもなく終
会出来ましたこと、又出展者各々によるテーブル、イス
の搬入搬出のご協力感謝申し上げます。
本年も前年にもまして各々の工夫を凝らしたブース
展示が目立ち、熱心に来場者の方 と々交流されている
姿が多く見受けられました、来場者の方 も々大いに楽し
まれたのではと思われます、来年以降も益々意欲のあ
る出展者が大勢参加されることを希望いたします。
最後に協力企業の方々及び忙しい中少ない人員で
会場設営及び搬出等に協力して頂いたデザイン協会
のボランティアメンバーに感謝申し上げます。

総合展示設営部門担当　四　元　哲　司

かごしまの春の訪れを感じるイベントとしてすっかり定着し

ご来場頂いた方も週末は天候も悪く他のイベントとも重なって

しまいましたが、8165名の多くの方に足を運んでいただき

ました。

デザインが生活の中で活き活きと輝き、日常にデザインが存

ザいしている事の豊かさ、デザインを語れる心のゆとり、デザ

インされていないものを見つけることが出来ないと気付き、か

ン動し心が揺さぶられる、それがデザインとの出会いの瞬間です

百覧会のブース・ファッションショー・フォーラム・ライブ等ご

覧頂いた数だけの出会いと感動を提供し共有出来たと思います。

会っていただき・体験して頂きより百覧会が楽しめます。

報導関係の方・支援団体等一年かけて取り組んできた事を報

告できることを喜びとし出店参加頂いたた方・来場者へ報告

版をもってお礼に代えさせて頂きます。ありがとうございました。

 　　　　かごしまデザインフェア実行委員会 会長

塩　津　洋　一

●Atelier lima ●Marble Heart

●鹿児島純心女子短期大学 生活クリエイトコース

●Bless you

●November8 photography

●オープニングテープカット（左より）
 かごしま県民交流センター 副館長　帖　佐　　　訂氏
 （公財）かごしま産業支援センター 理事長　六　反　省　一氏
 （公社）鹿児島県工業倶楽部 会長　岩　元　正　孝氏
 かごしまデザインフェア実行委員会 会長　塩　津　洋　一　
 鹿児島県商工労働水産部 次長　五　田　嘉　博氏
 鹿児島県工業技術センター 所長　新　村　孝　善氏

百覧会大賞 鹿児島デザイン協会賞

百覧会特別賞

百覧会奨励賞

百覧会奨励賞

NPO法人 鹿児島デザイン協会のHPでも報告版を掲載しております。 http://www.kagoshimada.com
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企業ブース
ならびに

会社・団体・個人

出展ブース

026 （一社）鹿児島県建築士事務所協会

008 PLAYGLOBAL 丸竹工業有限会社 011 高山CHOYAソーイング（株）

007 鹿児島純心女子短期大学 生活クリエイトコース

04 05

百人アート（画材提供：サクラクレパス）

003 こどものけんちくがっこう
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06 07

004 サイエンスホーム（小山工建）

013 ケイデザイン

009 一般社団法人 民家再生協会 かごしま

016 AIKAGO010 Marble Heart 012 R.K.Shop

001 ドゥ・アート 002 古藤 光久 005 鹿児島美人計画

057 （一社）鹿児島県広告協会・鹿児島県屋外広告士事務所会

045 タラデザイン専門学校 061 一般社団法人 全国古民家再生協会

006 大島紬小物 紬レザー かすり
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036 Bless you 037 鹿児島外語学院（GAiGO）

034 Ange Body Jewelry

035 （有）尾塚水産・ウニ工房 038 Atelier lima

014 シーサーの家&KenKen 015 nyaooow 027 平井 昂二郎 028 絵空るみ：田 代るみ子017 Regalo～レガロ～

018 美容室大山悟&Capiire 019 オーダーアレンジ工房 AminoF 020 （公財）かごしま産業支援センター 021 亀﨑染工有限会社

025 カービングサロン鹿児島022 艸茅窯（川野恭和）

029 Karky

031 イラストレーター 竹添星児 032 かごしまの新特産品コンクール 033 イラストレーター Godai MK

030 和紙ギャラリー

08 09

023 フラワースペース M24 024 THUNDER WORKS
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053 一般社団法人 esデザイン事務所

055 & 056 Mujin-WORKS & ソーイングルーム feliange 058 Quantize

060 柴ひかり

054 書家桂泉VS柳田博文 059 空間クリエイター 塩津洋一041 November8 photography

064 White Gallery

042 かごしまフィルムオフィス

046 iBS外語学院 047 なまけもの工房 よしの

050 白くまイラスト Kiri 051 Yoko*［VAN1LLA SKY MUSIC］ 062 ODEON 063 浴衣☆PARADISE

043 エルデザインプラス

039 セイカ食品株式会社

044 リ・デザイン工房

040 本村工芸美術研究所

049 照国オリーブラボ

052 パンダ絵師 あごぱん

048 脇　宜恵

10 11
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