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Photo by Studio Blue Door & Tomio Takeshita （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。）
来年もお目にかかりましょう！

064 かごしまBF（バリアフリー）ツアーセンター062 M4210 063 リ・デザイン工房

●鹿児島純心女子短期大学生活クリエイトコース Creative Collection 2019

●GAiGO鹿児島外語学院 英語落語 ●iBS外語学院 英語スピーチライブ

●和洋装冬のファッションショー

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 2019
　一般社団法人 NEO和装スタイル協会
●和洋装冬のファッションショー

　GAiGO鹿児島外語学院
●英語落語（日本の笑いを世界へ届ける）
●ドキュメンタリー映画 西原村
　iBS外語学院
●日本を世界に！英語スピーチライブ

065 Mujin-WORKS

068 久保 政行 069 一般社団法人 esデザイン事務所066 HATANAKA COFFEE 067 柴ひかり

070 美容室 LABEL

touch d esign ,

fe e l  d esign ,

and l ink w ith d esign .

K A G O S H I M A
D E S I G N  F A I R  2 0 1 9

かごしまデザインフェア2019

デザイン百覧会

報告版

2019

2.22㊎23土24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

触 れ る、 感 じ る、 繋 が る。

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



かごしまデザインフェア2019

デザイン百覧会
●期　間

20192.22㊎▶24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、ピアノ/増森 美穂、オーボエ/進 史絵による
オープニング演奏

「デザインフェア2019」は、新しい出会いにワクワク。発
見にドキドキ。そして出展を重ねるごとに進化していかれる
方 （々作品）に「へぇー‼」と充実した三日間でした。初の
高校生の参加もあり、若さと未来の輝きを感じました。
今年の目玉企画は、「ドキュメンタリー映画　西原村」。

熊本地震で人生が一変した村人たちの2年の記録です。
鹿児島に住む私たちも、他人ごとではなく災害について改
めて考えさせられました。他にも、ファッションショー・英語落
語・英語スピーチライブ等があり盛りだくさんでした。
「デザインがあると未来が見えてくる」。デザインの奥の
深さを改めて感じ、来年への期待が膨らんできました。
今回も、事前告知を含め丁寧に取材をしてくださった各
報道機関の皆様に心より感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。

広報担当　高　橋　リ　エ

デザインフェア2019は昨年を上まわる71ブースの企業、
一般展示のご参加を頂き誠にありがとうございました。
本年度も搬入、展示、搬出と大きなトラブルなどもなく成
功裡に終えることができましたこと、ご協力頂きました出展者
の方々に心から感謝申し上げます。
触れる、感じる、繋がるのテーマのとおり前年にもまして
各々の工夫を凝らしたブース、展示が際立ち、また来場さ
れた方 と々熱心に交流されている姿勢が会場一杯に見受
けられ来場者の方々の笑顔あふれる姿は大いに楽しまれ
ていたのではないかと思われます。
来年以降も益々意欲のある出展者が多く参加されること

を期待いたします。
最後にこのフェアにご協力いただいた関係機関の方々、忙

しいなか会場設営、展示。搬出にご協力頂いた鹿児島デザ
イン協会ほか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　柳　田　博　文

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、8,956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・映画・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

●亀﨑染工有限会社 ●大人のおけいこサロン tico

●鹿児島純心女子短期大学 生活クリエイトコース

●なまけもの工房 よしの

●晴れのはな

●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 館長　福　壽　　　浩氏
 （公財）かごしま産業支援センター 理事長　古　川　仲　二氏
 鹿児島県商工労働水産部 次長　永　田　秋　人氏
 かごしまデザインフェア実行委員会 会長　塩　津　洋　一　
 （公社）鹿児島県工業倶楽部 副会長　横　山　勝　一氏
 鹿児島県工業技術センター 所長　西　元　研　了氏

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

027 （一社）鹿児島県建築士事務所協会

002 PLAYGLOBAL 丸竹工業有限会社 012 全国古民家再生協会 鹿児島支部

003 鹿児島純心女子短期大学 生活クリエイトコース

04 05

016 （一社）鹿児島県広告協会・鹿児島県屋外広告士事務所会
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06 07

006 民家再生協会 かごしま

011 STAPLETON英会話 013 Bellebijou009 大人のおけいこサロン tico 010 オーダーアレンジ工房 AminoF

001 ドゥ・アート 004 いかすぜ、おっさん！！ 005 照国オリーブラボ

047 高山CHOYAソーイング（株） 051 ルミエール

059 日本弁理士会九州支部 071 鹿児島キャリアデザイン専門学校

008 サイエンスホーム（小山工建）007 新村鞄製作所
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033 絵空るみ 034 Marble Heart

031 一般社団法人 夢の木

032 鹿大農学部焼酎発酵・微生物科学 035 someway

014 イラストレーター 竹添星児 015 サンダーワークス 025 栄 智晃 026 「AIKAGO」

018 Regalo～レガロ～ 019 かごしまフィルムオフィス 020 iBS外語学院 021 （一社）NEO和装スタイル協会&PONちゃん

017 櫻木商店

024 意識制作室022 牧野暁世環境色彩学研究室

028 カービングサロン鹿児島

029 Quantize 030 lgel

08 09

023 ヒューマンアカデミー鹿児島校
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049 イラストレーター GodaiMK

053 なまけもの工房 よしの・七色の虹

057 原口 茜

050 oto 052 書家桂泉vs柳田博文038 大島紬小物 紬レザー かすり

061 本村工芸美術研究所

039 いもいもシスターズ

042 パンダ絵師 あごぱん 043 ケイデザイン

046 亀﨑染工有限会社 058 （有）尾塚水産・ウニ工房

054 eワーカーズ鹿児島

060 JUKE鹿児島

056 アートデザイナー 鳥丸義弘055 「晴れのはな」040 ホワイトギャラリー

036 （公財）かごしま産業支援センター よろず支援拠点

041 白水 汰一

037 かごしまの新特産品コンクール

045 鶴田 典子

048 Lune Bleue（リュヌブルー）

044 GAiGO鹿児島外語学院

10 11
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