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Creative Communicationテーマ

　今年で3回目を迎えるクリエィティブ・イベントSCVF。クリエイティブ産業である、
映像、プロダクト、グラフィック、Web、インタラクションなど多岐にわたるデザイン、
さらに建築・アート・映像まで、様々なコミュニケーションデザインを提案するイベント
として、定着しつつあります。
　今年は、廃校となった旧静岡市立青葉小学校の校舎をリノベーションした静岡市
クリエーター支援センターで開催。「CreativeCommunication」をテーマに、世界の

第一線で活躍する様々なジャンルのクリエイターたちが、静岡に集結します。フェステ
ィバルでは、建築、デザイン、映像作品のエキシビションやセミナー、また、海外クリエ
イターと地域企業との連携による新商品の開発やブランド確立の取り組みを紹介
します。そして、国内外のクリエイターとのコラボレーションの活性化と静岡の産業
の更なる発展をめざします。デザインを媒体にした創造的なコミュニケーションの場
に、是非ご参加ください。

 （クリエイティブ・コミュニケーション）

CCC SHOWCASE

SEMINARS(Free) SCV CREATIVE SEMINARS(Free)

巽櫓 SHOWCASE

www.scv.jp/scvf/

問い合わせ・申込み
NPO法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム
〒420-0853 静岡市葵区追手町4番16号
Tel : 054-293-4331 Fax : 054-293-4332

SCVマッチング・プロジェクト「Kids Corner（キッズコーナー）」
プロパガンダ（タイ）、スタジオ・サミラ・ブーン（オランダ）、
チリチリ（香港）+（株）ナナミ（静岡）、DCSコーポレーション（静岡）

Mobile Ashtoray Museum
携帯用灰皿のデザイン展

デジタル・コンテンツ・エキシビション 
フリフリカンパニー、Power graphixx、
PHUNK STUDIO（シンガポール）、
tokyoplastic (UK)、Francois Chalet (スイス）
川上俊／null*、プロジェクター
協力：フリフリカンパニー

2007年度 SCVクリエイティブ・プログラムリポート
チリチリ（香港）、五十嵐太郎、岡本光市／共栄デザイン（静岡）、
サミラ・ブーン（オランダ）、プラントイ(タイ)、プロパガンダ（タイ）

DOTMOV Festival_SCVF
未知なる才能を持ったクリエイター発
掘と作品紹介の機会の創出を目的
に開催されるデジタル・フィルム・フェス
ティバル

共栄design Exhibition
岡本光市／共栄デザイン（静岡）

Cactus Design Exhibition
黒住政雄／カクタスデザイン（静岡）

オヤジの世界

イギリスのプロダクトデザイナー、
マイケル・ヤング氏による新作
スティック・ライトのインスタレーション

静岡出身のマンガ家、しりあがり寿氏
による映像インスタレーション

学生作品展
静岡デザイン専門学校、静岡産業技術専門学校、
静岡産業大学、藤江学園ノアデザインカレッジ、常葉学園大学、東海大学

pilotA展
静岡市在住クリエーターによる展示

CCC OPEN STUDIO
CCC入居クリエーターによる展示

本山茶カフェ
本山茶研究会による、元祖高級静岡
茶である本山茶の無料ドリンクコーナー

静岡発！ランデヴープロジェクト
ひびのこづえ、D-Bros、真喜志奈美 +
富士ゴム産業（株）、（株）ダイマツ、
（有）日本スエーデン

2008年2月15日（金）～28日（木）
9：00～16：30
会　場 ： 駿府城二ノ丸東御門巽櫓
入場料 ： 要巽櫓入館料
　　　　大人200円
            子人50円

 2月15日（金）～17日（日）

静岡市クリエーター支援センター
（旧青葉小学校跡地／静岡市葵区追手町４番16号）

NPO法人 しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム

日程

会場

主催

2008年2月15日（金）～17日（日） 10：00～21:00（最終日は17：00）

「ブランド開発のためのデザイン」
日程 : 2月16日（土）　11：00～12：30
世界の第一線で活躍するデザイナー、マイ
ケル・ヤングによる講演会
パネラー ： マイケル・ヤング（UK）

「グラフィックデザインと映像の対話」
日程 : 2月17日（日）　10：30～12：00
パネラー ： パワーグラフィックス

CCC入居クリエータープレゼンテーション
日程 : 2月16日（土）　13：00～14：30
パネラー ： マグデザインラボ、チワラボ、アトリエサンゴ、プラネット・プランター

バンダイ クリエイティブトーク＋セミナー
日程 : 2月15日（金）　18：00～20:30　　会場：ペガサート 6F　

SCVマッチングプロジェクト2007報告会
日程 : 2月16日（土）　15：00～16：30
パネラー ： プロパガンダ（タイ）、チリチリ（香港）+
            （株）ナナミ、DCSコーポレーション

静岡発！ ランデヴープロジェクト
２００７ 新商品発表会
日程 : 2月15日（金）　17：30～19：00
パネラー：ひびのこづえ、D-Bros、真喜志奈美 +
富士ゴム産業（株）、（株）ダイマツ、（有）日本スエーデン 「アート＆デザイン」

日程 : 2月17日（日） 13：00～14：30
パネラー ： ジャクソン・タン／
　　　　 ファンクスタジオ（シンガポール）

「リノベーション・プロジェクト・トークセッション」

日程：2月17日（日） 15:00～17:00
【第1部】 「リノベーション～都市の中に潜む可能性～」
【第2部】 「静岡の街をリノベーションする」
パネラー：五十嵐太郎（建築史・建築批評家）、馬場正尊（建築家/Open A ）、
服部功（商店街振興組合静岡紺屋町名店街副理事長）

「デザインの外側」
日程 : 2月16日（日）　19：30～21：00
パネラー ： 川上俊／null*＋
　　　　  田中耕一郎／プロジェクター

日程 : 2月16日（土）　17：30～19：00
パネラー ： 程亮弼／フリフリカンパニー
　　　　 クリエイティブディレクター
　　　　 平井カズ／フリフリカンパニー代表

建築史・建築批評家の五十嵐太郎氏と「Rプロジェクト」「東京R不動産」等を
手がける建築家、馬場 正尊氏によるリノベーションのトークセッション

2008年2月15日（金）・16日（土） 会場：クリエーター支援センター1F 2008年2月15日（金）～17日（日） 会場：クリエーター支援センター1F

2月15日（金）～2月28日（木） 9:00～16:30

『オヤジの世界』 
提供：広島市現代美術館
撮影：オーシマ・スタジオ

『KING Bros』 KING Bros. (C) Furi Furi Company/
News Broadcasting Japan/KYOTOMA

マイケル・ヤング
ライティング・プロジェクト

SCREENING SHOWCASE(Free)

2007年SCV制作「朝鮮通信使」の
主演/林隆三と監督/山本起也による
トークセッションと、上映会

2月15日（金） 14:00～15:00  上映会 15:00～16:30
『朝鮮通信使』
トークセッション＋上映会

「キャラクターデザインの可能性」

『Sticklight』 www.innermost.co.uk

※申し込み：1月15日（火）～（申込順・定員各100人）  FAXまたはお電話かインターネット（Eメール）でご予約下さい。［ご予約・お問い合わせ／NPO法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム］

※ゲストは都合により、余儀なく変更となることがあります。

※展示日時は都合により、余儀なく
　変更となることがあります。

共栄design Cactus Design パネラー： 林隆三、山本起也

フファンクスタジオァンクスタジオファンクスタジオ

株式会社 ナナミ、株式会社 稲葉商店、株式会社 江崎新聞店、
株式会社 第一不動産、有限会社 さるやまハゲの助・めのすくビル、
静岡産業大学、グローバルデザイン株式会社、有限会社 アシック、
NTT ドコモ東海静岡支店、株式会社 トップ、株式会社 穴吹工務店、
株式会社 浮月、木内建設 株式会社、インタープランニング有限会社、
富士通 株式会社 静岡支社、キリンビバレッジ 株式会社 静岡支社、
NPO法人ヘキサプロジェクト 

協賛：株式会社 ABC、株式会社 TOKAI、SSBソリューション株式会社、
株式会社 静岡銀行、株式会社 星広、静岡新聞社・静岡放送、
株式会社 ジーンズショップ オサダ、静岡情報産業協会、株式会社 清水銀行、
静岡ガス 株式会社、静岡鉄道 株式会社、教育産業 株式会社、

協力： 株式会社バンダイ、pilotA、ノアデザインカレッジ、静岡デザイン専門学校、
静岡産業技術専門学校、静岡産業大学、東海大学、常葉学園大学

共催：静岡市、静岡市クリエーター支援センター、
B-nest静岡市産学交流センター、静岡県広告業協会

後援：静岡県、静岡商工会議所、朝日新聞静岡総局、毎日新聞静岡支局、
読売新聞静岡支局、産経新聞社静岡支局、日本経済新聞社静岡支局、
中日新聞東海本社、NHK静岡放送局、静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、
静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、K-MIX、FM-Hi!76.9、マリンパル76.3

株式会社ペガサート / 東御門・巽櫓会場協力： E-mail:  info@scv.jp

Mobile Ashtoray Museum




