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５．台湾のデザイン政策 
（１）政府 
①台湾デザインセンターの取り組み 
台湾デザインセンターは、2003 年に台湾政府により設立された。同センターは、台湾のデザイン輸出促進のた

めのネットワーキングや国際的なデザインイベントの主催、複数のデザイン賞の運営、デザインに係る調査・分析、デ
ザイナー支援やプロジェクトにおけるデザイン戦略支援等、様々な取り組みを行っている。近年の取り組みとして、
2017 年に Le “D” Site と呼ばれるコラボレーションスペースを設置し、デザインサービス分野のシーズ段階のグル
ープの支援とコラボレーションの促進を図っており、現在、ソーシャルデザイン、ファッション、ライセンシング等の 6 つの
グループが入居している。 
 
②Creative Expo Tiawan（台湾文博会） 

2015年より、台湾文化部（日本の文化庁に相当）が主催し、台湾デザインセンターが運営を行うCreative 
Expo Taiwan（台湾文博会；CET）が毎年開催されている。CET では、毎年定められるテーマに従った展示
や、台湾のクリエイティブな製品の展示が行われ、市民のデザインやデザイン思考への参加を促すと共に、世界中
のバイヤーとの関係構築による産業エコシステムの構築を目的としている。  
 
（２）業界 
○台北における「World Design Capital」の開催（2016年）  
「World Design Capital」とは、「国際インダストリアルデザイン団体協議会（ICSID）」によって開催される

国際的なデザインイベントである。台北市は、2016 年の開催都市として選出され、2016 年 10 月 13 日から
30日までの間、市内で様々な展示やイベント等が開催された。 
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Ｖ－01 主なデザイン関連団体 
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01 主なデザイン関連団体 
 
－ 振 興 － 
 
公益財団法人日本デザイン振興会（JDP） 
デザインの向上を図ることによって、産業活動のさらなる推進と生活の文化的向上および社会全般の健全な発
展に寄与することを目的とする。 
〒107-6205 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 
TEL 03-6743-3772 URL http://www.jidp.or.jp/ 

 
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会（KDA） 
  子どもを産み育てやすい生活環境の実践や、子どもの安心安全と健やかな成長発達を目指したデザインである

「キッズデザイン」の普及・促進に寄与することを目的とする。 
  〒105-0001東京都港区虎ノ門 3-4-10 虎ノ門 35森ビル７階 
  TEL 03-5405-2141 URL http://www.kidsdesign.jp/ 
 
 
－ 日本デザイン団体協議会（D-8）－ 
 
公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA） 
インダストリアルデザインに関する普及啓発及び調査研究を行うことにより、インダストリアルデザインの向上を図り、
もって生活文化の向上及び産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 
〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 AXIS ビル 4階 
TEL 03-3587-6391 URL http://www.jida.or.jp 

 
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID） 
インテリアデザインの創作活動を奨励し、人材の育成に努め、インテリアデザインの普及を図り、もって国民生活の
文化的向上と産業の発展に寄与することを目的とする。 
〒163-1007 東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー７階   
TEL 03-5322-6560 URL http://www.jid.or.jp 

 
公益社団法人日本クラフトデザイン協会（JCDA） 
クラフトデザインの創作活動を奨励し、人材育成に務め、クラフトデザインの普及を図り、その向上に資する。もっ
て産業の発展と国民生活の文化的向上に寄与することを目的とする。 
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15 ストークメイジュ 408 
TEL 03-6455-5533 URL http://www.craft.or.jp 

 
公益社団法人日本パッケージデザイン協会（JPDA） 
パッケージデザイン（中身を保護するとともに、有用性や価値の情報を提供する創作活動をいう。）に関して、パ
ッケージデザイナーの知識・経験と相互のコミュニケーションによる知恵と情報の蓄積を活用し、パッケージデザイン
の向上、普及及び啓発を図り、もって、生活文化を豊かにし、産業の発展に寄与することを目的とする。 
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-4-3 ヒルズ 884 ビル 6階 
TEL 03-3815-2723 URL http://www.jpda.or.jp 
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公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA） 
グラフィックデザインに関する知識及び経験の交流と活用を通じて、グラフィックデザインの向上を推進し、もって生
活文化の向上及び産業の発展に寄与することを目的とする。 
〒107-6205 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 
TEL 03-5770-7509 URL http://www.jagda.org 

 
公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会（JJDA） 
ジュエリーデザインの創作活動を奨励し、新人の育成につとめ、ジュエリーデザインの向上及び普及を図り、もって
我が国の文化の進展と産業の振興に寄与することを目的とする。 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-11-7 アライビル 8階 
TEL 03-3523-7344 URL http://www.jjda.or.jp 
 

公益社団法人日本サインデザイン協会（SDA） 
サインデザイン（誘導・案内標識等屋内外に設置する表示物のデザインをいう。）に関する調査・研究及び情
報の収集・提供などを行う事により、サインデザインの向上及び普及とサインデザインに携わる人材の育成を図り、
我が国産業活動のさらなる推進と生活の文化的向上に寄与することを目的とする。 
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 2-9富士セルビル 3階 
TEL 03-5829-9506 URL http://www.sign.or.jp 

 
一般社団法人日本空間デザイン協会（DSA） 
ショーウインドウ＆ディスプレイ、そしてエキシビション、ショールーム、プロモーション、文化空間、商業空間、エンター
テインメント空間、さらには、建築、都市、ランドスケープなどの空間の創造において、公的立場に立ち、デザイン
技術の向上、デザインアワードの運営、シンポジウム、国際交流、研究、出版などの普及啓発活動を通し、経済、
産業、社会、文化に広く貢献することを目的とする。 
〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-1-7 赤坂モートサイドビル４階 
TEL 03-6721-1981 URL http://www.dsa.or.jp/ 

                 
 
－ 中小企業事業協同組合 － 
 
日本デザイン事業協同組合（JDB） 
日本デザイン事業協同組合(JDB：Japan Design Business co-operativebody)は、デザイナーの経営
環境を整え、下請型産業から需要自体を創造していけるクリエーティブ産業化を目指そうとする異分野のデザイン
事業者が集う組合。互いに刺激しあい個々の経営の発展とデザイン業の社会的地位向上を図ることを目的とす
る。 
連絡先(事務局) 
〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目 12番 4号 銀座ウェイフェアビル 5階 
          株式会社 Planrol(プランロール)内 
TEL 03-3542-0299 URL http://www.jdb.or.jp 
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