






 　DESIGNART（デザイナート）は、ジャンルの垣根を超えて、デザインと

アートを横断するモノやコトの素晴らしさを発信・共有してゆく活動です。

「DESIGNART TOKYO」は、その活動の場として 2017 年に始まった、

毎年秋に開催するデザイン＆アートフェスティバル。世界屈指のミックス

 カルチャー都市である東京を舞台に、世界中からアート、デザイン、イン

 テリア、ファッション、フードなどさまざまなジャンルのモノやコトが集

結 し、都内各所で多彩なプレゼンテーションを行います。各展示を回遊

 して街歩きが楽しめるのも、このイベントの魅力のひとつ。まさに、東京

の街全体がデザイン＆アートミュージアムになる 10 日間です。

　過去２年の開催によって、アートやデザインプロダクツを購入し、日常

的に愛でるという文化が、東京の人々に着実に根付きつつあります。そこで

 ３年目となる今年は、個人ではなく社会全体でアートを支える文化を成熟

させるための活動をスタートします。

 「1% for Art」は、公共建設の建築費の１% をパブリックアートの制作

費用に充てるという、欧米諸国や韓国、台湾などで法制化されている

文化制度です。この制度によって、人々が日常的にアートを鑑賞し、感動で

きる社会が実現するとともに、アーティストやデザイナーの雇用が創出

されクリエイティブ産業を活性化させることができます。

　DESIGNART TOKYO 2019 では、日本においてこの制度を実現す

るための多様なプロジェクトを展開するほか、会期を通じて法制化実現

のための著名活動なども実施します。



DESIGNART is an endeavor to transmit and share the magnificence 
of objects and experiences created across all genres of design and art.
"DESIGNART TOKYO" is a design & art festival held every fall
since 2017 as a platform for showcasing these activities.
It is a revolutionary attempt to bring together diverse objects and 
experiences created in crossover fields of art, design, 
interior design, fashion, and food from around the globe
to be presented on the stages in various locations in Tokyo, 
one of the world's leading mixed culture cities. 
This is a 10-day event that transforms all of Tokyo into a museum of
design and art, allowing everyone to stroll the city enjoying each display.
Through hosting the past two years of the festival, 
more and more people in Tokyo are starting to purchase artworks and 
design products and appreciate them in their daily lives.  So, for our third 

year of DESIGNART TOKYO, 
we are launching a movement to encourage the culture of
supporting art, not just on the individual level, but by the whole society.
"1% for Art" is a cultural program in which one percent of the 
construction fee for public architecture is devoted to the production
of public art. This cultural legislation has already been enacted
in the U.S., Europe, South Korea, and Taiwan. 
The program aims to realize the society where people have 
opportunities to appreciate art in their everyday lives, while energizing 
the creative industry by creating jobs for artists and designers.
DESIGNART TOKYO is launching various projects to realize 
"1% for Art" in Japan. A campaign for collecting signatures
will also be held throughout the festival, 
aiming to realize the "1% for Art" legislation.

DESIGNART TOKYO 2018   “2021 #Tokyo Scope”   ©OMOTE Nobutada

Art installation by Akira Fujimoto and Yuko Nagayama at Avex. 2018 October.
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DES IGNART TOKYO 2019 を楽しむために

HOW TO ENJOY
DESIGNART TOKYO 2019 

今 年は 、銀 座と新宿が加わり、エリアが拡 大 。 １日では 、とても周りきれません。

このブックレットを手に入れたら、 お目当ての作品に出合うための準 備をしましょう。

The area has expanded to Ginza and Shinjuku this year.
It ’s impossible to check out ever y thing in a day.
Star t planning your day visiting your targets using this booklet.

01. GATHER INFORMATION   情報を仕入れる

step.

会場を巡る、 起 点となるインフォメーションセンターは

ワールド北青山ビル（ 表参道）、 文喫（ 六本木）、

東 急プラザ銀 座（ 銀 座） の３カ所。 ガイドブックを見ても

わからなかった情 報は 、 ここで教えてもらえます。

Look up your favorite works and locations
Three information centers are functioning as bases 
to star t exploring located in WORLD Kita-Aoyama 
Building (Omotesando), BUNKITSU (Roppongi), 
and TOKYU PLAZA (Ginza). Here, you can gather 
more in-depth information that isn’t in the guide book.

好みの作品や場所を調べてみよう

WORLD KITA AOYAMA 
BUILDING 
ワールド北青山ビル

実施サービス

❶ ❷ ❸

address.
1-5-10, Kita-Aoyama, Minato-ku
港区北青山 1-5-10

hours.
10:00AM - 6:00PM

TOKYU PLAZA GINZA
 東急プラザ銀座

実施サービス

❶ ❷

address.
6F, 5-2-1, Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 5-2-1, 6F

hours.
11:00AM - 11:00PM, 11:00AM - 9:00PM 
(sun, public holiday)

BUNKITSU Roppongi
文喫　六本木

実施サービス

❶ ❷ 

address.
6-1-20, Roppongi, Minato-ku
港区六本木 6-10-20
hours.
9:00AM - 11:00PM

お気軽にお立ち寄りください。 The festival has no main venue, so if you find yourself lost as to where to begin, don’t hesitate to stop in at one of these centers.

･ Distribution of official booklet 
･ Information of exhibitions nearby
･ Stamp rallys application
   reception place

❶ オフィシャルブックレット配布
❷ 近隣出展情報案内
❸ スタンプラリー申込受付

SERVICE OUTLINE
 実施サービス概要

 INFORMATION CENTER
インフォメーションセンター

 DESIGNART TOKYO 2019



HOW TO ENJOY
DESIGNART TOKYO 2019

page. 9

03. ENCOUNTER ARTWORKS & PEOPLE   作品＆人に出あう

02. SET THE ROUTE    ルートをつくる

04. TRY BUYING THE WORK    相棒を見つけたら買う

step.
step.

step.

世界中から集まるクリエイティブな人たちとの出会いや

交流も DES IG NART の醍醐味のひとつです。

期間中行われる多彩なイベントや、展示会場でお目当ての

クリエイターを見つけたら、ぜひ話しかけてみましょう。

気になる作品や作家を見つけたら、ガイド MAP 上に

自分だけの回遊ルートをつくりましょう。休憩場所を含め、

余裕をもったプランニングは必須。公共交通機関の

1日乗車券やレンタサイクルの利用もおすすめです。

展示されているほとんどの作品が購入可能です。

DES IG NART では、アートの民主化がテーマのひとつ。

この機会に、本当に心から気に入った作品を

日常の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

 Compare the work and the creator, 
have a chat with them
The real pleasure of DESIGNART is the encounter 
and interaction with the creative minds of the 
world. Tr y having a conversation with creators 
you are interested in during various events and 
exhibition venues. 

Search the route to visit the works on a guide map  
When you find your target work or ar tist, 
you can create your ef ficient route on a guide map. 
It ’s impor tant to create a flexible plan with
a place to rest in mind. One-day passes of public 
transpor tation and rental bikes may be a good idea
for your stroll. 

Astound yourself thinking,
“art is just for viewing.”
Most works on display can be purchased.
One of the themes of DESIGNART is “democratizing 
ar t .”  It may be a great chance to buy and incorporate 
your favorite work into your ever yday life.

ガイド MAP で、作品を鑑賞するルートを検索

作品と作家と見比べたり、話しかけたりしてみよう

アートは観るだけ。そんな自分を裏切ってみよう





JOIN THE STAMP RALLY 
AND GET PARTICIPATING ITEMS !

HOW TO JOIN 参加手順

PREMIUMS  賞品一覧

Get DESIGNART TOK YO 2019 area map with stamp rally mount on the exhibition hall and
information center.  スタンプラリーの台紙がついた DESIGNART TOKYO 2019 AREA MAP を展示会場や

インフォメーションセンターでゲット。

Go around each exhibition hall and collect 12 pieces by pushing a stamp on the corresponding
par t on the back side of the map.  各展示会場を巡り、マップ裏面の該当箇所にスタンプを押して 12 個集めよう。

Par ticipate in the lot ter y at the information center  in the World Kitaaoyama building.
ワールド北青山ビルにあるインフォメーションセンターにて抽選に参加。

In 1969, ‘ ’SERIE UP’’ was created by Gaetano 
Pesce. A special color commemorating the 
50th anniversar y of the symbolic armchair 
UP5_6 will be released. 
1969 年にガエターノ・ペッシェによってデザインされた

「SERIE UP」のなかで、最も象徴的なアームチェア「UP5_6」の、

発売 50 周年を記念した特別カラーです。
※ #designarttokyo2019 を SNS で発信した方を対象しています
※当選者は搬入サイズの確認をさせていただきます

Originally Designed in 1933 by Alva Aalto, this 
“Stool 60” 2019 model is a special specification 
making the most of the characteristics and texture 
of the natural material. 
アルヴァ・アアルトが 1933 年にデザインしたスツール 60 の、

自然素材の個性と風合いを活かした2019年特別仕様となります。

This table with a characteristic barrel-like leg 
and pentadecagonal top panel f its in various 
life situations and gives a sense of familiarity. 
樽のような脚と15 角形の天板が特徴的なテーブルは､ さまざ

まなライフシーンに溶け込み、どことなく親しみを感じる姿を

しています｡

A vase of astronaut design made in collaboration 
of "DIESEL LIVING" and "SELETTI." It can also 
be an eye-catching object.

「DIESEL LIVING」と「SELETTI」のコラボによる宇宙飛行士
の花瓶。オブジェとして空間のアクセントにも。

Just ask your Google Nest Hub and get r ich, 
visual answers about local info, calendar, 
YouTube, and more.
検索、YouTube、Google フォト、カレンダーなどの便利な

情報を、話しかけるだけで画面に表示できます。

Thin and light "Volant Journal" designed to 
be easy to carr y around. All 96 pages are 
per forated to be detachable.
持ち運びを考慮し軽くて薄いつくりの「ヴォラン ジャーナル」。 

96 ページすべて切り離し可能なミシン目入りのつくりが特徴。

DESIGNART TOKYO 2018
INFORMATION CENTER
インフォメーションセンター

WORLD KITA-AOYAMA BLDG.
3-5-10 Kitaaoyama, Minato-ku
10:00 - 18:00
Open everyday during DESIGNART
＠ワールド北青山ビル

東京都港区北青山 3-5-10

開館 10:00-18:00

会期中無休

1.GET A MAP   マップをもらう

2.COLLECT STAMPS   スタンプを集めよう

3.PARTICIPATE IN THE LOTTERY   いざ！抽選に参加

B&B Italia: SERIE UP <UP5_6>
W1200mm D1300mm H1030mm

Artek: STOOL 60  Ystävä（ウスタヴァ）

W380mm D380mm H440mm

KARIMOKU NEW STANDARD:
COLOUR WOOD / DARK GRID
W603mm D600mm H392mm

DIESEL LIVING with SELETTI:
COSMIC DINER STARMAN
W150mm D110mm H280mm

Google Nest Hub
W178.5mm D67.3mm H118mm

Moleskine: VOLANT JOURNAL
W130mm H210mm

01.

04.

02.

05.

03.

06.

スタンプラリーに参加して、豪華商品をゲット！

page. 11 STAMP RALLY







EVENT SCHEDULE 
イベントスケジュール

 DESIGNART TOKYO 2019

exhibitor.
MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.

venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.

venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.

type.
venue.
time.
area.

exhibitor.
MAP no.
type.
venue.
time.
area.

Natsuki Takayama
19
reception par ty
ブルックス ブラザーズ 青山

5:00PM-9:30PM
OMOTESANDO

YOKOHAMA MAKERS 
VILLAGE collection 2019 
/ Hiroaki Nishimura
81
talk event 
& reception party
アクシスギャラリー

4:00PM-7:00PM
ROPPONGI

RHYTHM CLOCK 
DESIGN AWARD 2019
4
award ceremony 
& talk show
 ifs 未来研究所

4:30PM-5:30PM
GAIENMAE

MATERIAL DESIGN 
EXHIBITION 2019
82
reception par ty
マテリアルコネクション東京

6:300PM-9:00PM
ROPPONGI

HIROSHI SEO × 
Chana company 
46
special photo session
バルミーカフェ

7:30PM-7:40PM
MEIJIJINGUMAE・

HAR A JUKU

Hamid Shahi/
HAKUTEN CREATIVE/ 
DraadD/M&T 
79
reception par ty
アクシス

6:30PM-9:30PM
ROPPONGI

OKURAYAMA 
STUDIO
68
reception par ty
カシヤマ ダイカンヤマ

6:00PM-8:00PM
DAIK ANYAMA

Kyogen Inc. Shoryu 
Hatoba, Yohji Hatoba
27
talk show 
& opening par ty
ニーシング東京 

6:30PM-
OMOTESANDO

Nature as Metaphor
77
talk event
文喫 六本木

 7:30PM-8:30PM
ROPPONGI

exhibitor.
MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.

time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

1% for Art EXHIBITION
20
opening par ty
ワールド北青山ビル galler y
7:00PM-9:00PM
OMOTESANDO

Noritake/
propellaheart
88
reception par ty
小田急サザンタワー＆小田急

ホテルセンチュリーサザンタワー

3:00PM - 5:00PM
SHINJUKU

CONDE HOUSE / 
Design: Raw-Edges / 
Design: Jin Kuramoto
26
designer talk 
カンディハウス東京ショップ 

3:00PM-, 4:00PM-
OMOTESANDO

Jun Murakoshi x 
ARAKAWA GRIP
37
reception par ty
ティアーズギャラリー

6:00PM-9:00PM 
OMOTESANDO

10 
     18

FRI

10 
     19

SAT

EVENT
SCHEDULE
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exhibitor.

MAP no.
type.
venue.

time.
area.

fRAum
（YOKO FRAKTUR × 

KAZUKI KUMONO）
54
live per formance
タケオキクチ

5:00PM-6:30PM
MEIJIJINGUMAE・

HAR A JUKU

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

type.
venue.

time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.

time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.

area.

exhibitor.

MAP no.
type.
venue.
time.
area.

raison d’être / 
Wakabayashi Butsugu 
Mfg.
34
reception par ty
IWAI OMOTESANDO
6:00PM-9:00PM
OMOTESANDO

Exhibitor. Garden of 
Eden
31
closing event
スパイラルガーデン

7:00PM-10:00PM
OMOTESANDO

DIESEL LIVING × 
RENOVERU.
58
seminar par ty
ディーゼル シブヤ

2:00PM-3:00PM
SHIBUYA

Artek / Koichi 
Futatsumata
39
talk event
アルテック東京ストア

5:00PM-6:00PM
 OMOTESANDO

Masayuki Kurokawa / 
KEX
74
lecture
ケイプラザ

4:00PM-
ROPPONGI

The Bacon Prize / 
The Tokyo Prize 
2019 Party 
award
国連大学 1F アネックス

ホール

8:00PM-10:30PM
OMOTESANDO

'Prospective Landscape: 
A Retrospective. Drawing 
Exhibition 'Vortex' / 
Ryoko Ueyama
15
talk event
建築家会館 本館 1 階 

大ホール

6:30PM-7:30PM
GAIENMAE

Hida Sangyo x 
Cleanup
86
talk event
HIDA ミッドタウン店

5:00PM-6:30PM 
ROPPONGI

Creative Lithuania
90
conference & par ty
新宿パークタワー 

ギャラリー・1

6:00PM-9:30PM
SHINJUKU

TGDA • CRITIBA • 
Nakaniwa Design 
Office / Beyond the 
simplicity
41
reception par ty
クラス 

5:00PM-9:00PM
MEIJIJINGUMAE・

HAR A JUKU

exhibitor.
MAP no.
type.
venue.
time.
area.

TENOHA DAIKANYAMA
67
reception par ty
TENOHA 代官山

7:00PM-9:30PM
DAIK ANYAMA

fRAum
（YOKO FRAKTUR × 

KAZUKI KUMONO）
54
live per formance
タケオキクチ

3:00PM-4:00PM,
5:00PM-6:00PM
MEIJIJINGUMAE・

HAR A JUKU

Playing With Fire: 
Johnny Chiu & 
Lovinflame
18
reception par ty
MODARN WORKS 青山店

1:30PM-3:30PM
OMOTESANDO

10 
     20

SUN

10 
     21

MON

10 
     23

WED

10 
     28

MON

10 
     26

SAT

10 
     27

SUN

10 
     25

FRI

EVENT
SCHEDULE
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誰もが参加できる、みんなでつくるデザインとアートの開幕イベント

The design and art festival anyone can participate in an 
opening event made by and for all.

DESIGNART TOKYO 2019, a festival will be holding its opening event 
at World Kita Aoyama Building. This event will be brimming with world-
renowned members of the design / ar t worlds. Take a peek into their 
world, mingle, meet, and watch as new connections are forged.

DESIGNART TOKYO 2019 の開幕を飾るイベントが、ワールド北青山ビルにて開催されます。

会場には世界中からデザイン・アート関係者が多数参加。業界の垣根を越えて出会い交流し、

 新たな化学反応を起こすその瞬間に、あなたもぜひ立ち会ってみませんか。 

OPEN  7:00PM   CLOSE 9:00PM
 ENTRANCE FREE

OPEN  9:00PM   CLOSE 4:00AM
ENTRANCE ¥2,000 with 1 Drink

20 歳未満の方のご入場は一切お断りさせて頂きます。入場の際すべての方に ID チェックをさせていただきますので、顔写真付きの身分証明書（生年月日記載）をお持ちください（コピー
不可）。ご本人様と確認出来ない場合にはご入場をお断りする場合がございます。You must be 20 years or older to enter and a vaild photo ID containing your birthdate is required 
at the door. Copies are not acceptable. We reserve the right to refuse admission to anyone.

WORLD KITA-AOYAMA BLDG.1F
3-5-10 Kita-aoyama, Minato-ku 港区北青山 3-5-10

PLUSTOKYO
12F, 1-18-9 Ginza, Chuo-ku 中央区銀座 1-18-9 12F

 1. Opening Ceremony
オープニングは、デザイン・アートとファッションをそれぞれ象徴し、

各分野のフロントランナーとして活躍するスペシャルゲストによって

幕が開けられます。

The party will start with special guests who, as active frontrunners of 
their fi elds, are symbols of design / art and fashion respectively.
The event itself will commence with 
a toast by them, in their roles of masters of ceremonies for the day.

 2. Session
最後に設けられたセッションは、世界中から集まったさまざまなジャン

ルのクリエイターや業界関係者が、業種や国籍の垣根を越えて出会い

交流できる自由な時間です。

The fi nal session will be a time for creators and industry 
insiders of various disciplines from around the world to mingle, 
overcoming the barriers of differing specialities 
and nationalities. 

 3. PechaKucha Night Special
今回で第 3 回目を迎える「PechaKucha Night Special」は、PLUSTOKYO

で開催！第一線で活躍するクリエイター 6 人のプレゼンターが登壇予定です。

今では世界 1,180 都市以上で開催されている PechaKucha Night。20 枚の

スライドを 1 枚につき 20 秒ずつプレゼンテーションする東京発のフォーマット

です！

Taking place on the amazing space of PLUS TOKYO, this PechaKucha 
Night Special will feature 6 presenters representing the cutting edge 
of the design world. 
The PechaKucha 20 images x 20 seconds originated in Tokyo and 
had spread to over 1180 cities globally. This special version will 
invites 6 presenters representing the cutting edge of the world. and 
nationalities.

4. After Party
PechaKucha Night でインスピレーションを得たあとは、アフターパーティー

でさらに盛り上がりましょう！  ラインナップは WEB にて近日公開。

PechaKucha Night will melt into a full on all after party to celebrate 
DESIGNART 2019 launch. Check the web and the offi cial guidebook 
for the full line up of DJ’s and more.

会場協力：PLUSTOKYO

2019.10.18  FRIDAY AT

OPENING
PARTY
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 7PM–9PM  10PM– 4AM

OPENING EVENT

会場協力：ワールド





A DAY TO TALK
ABOUT
DESIGN AND ART
デザインとアートについて語り合う１日 

AT WeWork Iceberg

１%から世界を変える

CONFERENCE
BRIDGE   

　 彼 がいなけ れ ば、 人 類 史 は

100 年遅れていただろう、と称さ

れるアメリカの発明家、トーマス・

エジソンは、「天才とは１% のひ

らめきと 99% の努力である」と

語ったといいます。

 “１% のひらめき”とは、言うな

ればインスピレーションとクリエイ

ションのこと。DESINART はこ

れこそが、世界を変える原動力に

なると考えます。

　実際に、個人の熱い想いが世

界に大きな影響を与え、１曲に

込めたメッセージや、１枚の洋服、

ひとつの建築空間が、時代を超

えて人々の心を揺さぶり、未来へ

の扉を開いてきたことは、これま

での歴史が物語っています。

 10. 20 sun
event ticket
1日チケット: 前売（当日） 

adult 一般 :

student 学生 :

Max 150 people 各回定員 150名

SESSION 1
 13:00 – 14:30 

SESSION 2
15:00 – 16:30

SESSION 3
17:00 – 18:30

EPILOGUE
19:00 – 19:30

交流会
19:30 – 

1% for Future

1% for Society

1% for Art
page. 19

6-12-6 Jingumae, Sibuya-ku, Tokyo
150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-12-18

Register for tickets 
from here.
チケットの申し込みは
特設ページから

「DESIGNART CREATIVE CONFERENCE BRIDGE」は

現在、そして来るべき未来に、デザインやアートは何ができるのか、

みんなで考え、学び、意見を交換し合う場です。

“DESIGNART CREATIVE CONFERENCE BRIDGE” will be a 
place where all participants will think, learn, 
and exchange ideas about what design and art can do
today and in the coming future.

Change the World from 1%

 “Genius is one percent 
inspiration and ninety-nine 
percent perspiration” is a 
quote from American inventor 
Thomas Edison, who is referred 
to as a man without whom the 
human history would have been 
100 years behind.
“The one percent inspiration” 
is, in another words, creational 
spirit. DESIGNART believes 
that this will be the driving 
force to change the world.
In fact, there exist many 
historical examples where a 
person’s passion had a great 
influence over the world, 
through a piece of music with a 

　今回の「BRIDGE」では、より

よい社会を目指して行動するアク

ティビストをゲストに迎え、99%

のその他大勢を動かすかもしれな

い“１%”の可能性について参加

者みんなで考えていきます。

message, a piece of clothes, 
or a piece of architecture, 
inspiring people’s minds 
throughout the ages to open 
up the door to the future. 
This time around at 
“BRIDGE,” all participants 
are invited to think about 
the possibility of “1%” to 
move many others of “99%,” 
with guests of activists who 
are performing activities to 
create a better society.

ht tps://dat2019-conf.peatix .com/

山中俊治

鈴木健之

太刀川英輔
小野直紀

小野裕之

佐々木ひろこ

Ryan L Foote
Jhonny Chiu
青木昭夫
and more

デザインエンジニア
東京大学生産技術研究所
および情報学環教授
本田技術研究所
オートモービルセンター
主任研究員
NOSIGNER 代表　デザイナー
YOY デザイナー、

『広告』編集長
グリーンズ
ビジネスプロデューサー
Chefs for the Blue 発起人　
フードライター
アーティスト
JC Architecture 建築家
DESIGNART 代表

¥3,000
 （¥3,500）
¥1,500
 （¥2,000）

登壇者





PARTNER COUNTRY ISRAEL X
DESIGNART TOKYO 

 フェスティバルの 終 盤を締めくくるイベントでは
新 設の「D E S I G N A R T AWA R D」を発 表！

At the closing event of the festival, the newly created 
“DESIGNART AWARD” will be announced!

“DESIGNART AWARD” is newly created this year at DESIGNART with the five 
founders as the jury. The top three excellent works will be announced at the closing 
event to be held the night before the final day.After the award ceremony, a live show 
will be performed by Dikla, who is a best-seller artist with overwhelming popularity in 
Israel, our partner country for this year. There is no entrance fee, so anyone can join 
us.Let’s have a blast at the final phase of DESIGNART TOKYO 2019!

DESIGNART では、今年から発起人５組が審査員となり、「DESIGNART AWARD」を新設。

３組の優秀作品を、最終日前夜に行われるクロージングイベントで発表します。

授賞式後には、今年のパートナーカントリーであるイスラエルでベストセラーアーティストとして

圧倒的な人気を誇る Dikla のライヴも。イベントはエントランスフリーで誰でも参加可能。

DESIGNART TOKYO 2019 の終盤を、一緒に盛り上げましょう！

2019.10.26   SATURDAY AT
Spiral Garden スパイラルガーデン
5-6-23, Minami-Aoyama, Minato-ku  港区南青山 5-6-23

 7PM –10PM
OPEN 7:00PM  CLOSE  10:00PM
OPEN TO PUBLIC

02.LIVE MUSIC —DIKLA  8:20PM -  
イスラエルのシンガーソングライターである Dikla。アラビア、ミズラヒ

ム、ポップミュージックのミクスチャーとしても知られている彼女のラ

イブパフォーマンスになります。

Israeli singer-songwriter Dikla, who is also known for making 
Arabian/Mizrahim popmusic mixture sounds will also be live 
performing. 

01. DESIGNART AWARD 2019 Ceremony  8:00PM - 8:20PM

DESIGNART AWARD は今年から新設された受賞者に向けたアワードで、発起人 5 組が審査員になり、最優秀 3 組を選定。その授賞式が行われます。

From this year, DESIGNART AWARD is a newly established category dedicated for winning recipients. There will be 5 founders 
participating as judges and 3 final winners will be selected. This will be an award presentation ceremony.

03. GARDEN MINGLING  9:00PM - 

10:00PM

会場で実施されている展覧会「エデンの園」を鑑賞しながら、訪れた人々

と出会い交流できる自由な時間です。

At the venue, there will also be an exhibition called “Garden of 
Eden “ this will be a space where you can enjoy interacting with 
new people.

CLOSING EVENT
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会場協力：スパイラル

CLOSING EVENT





DESIGNART
AWARD 2019

COOPERATION

GLASS
AGC
store.world.co.jp

PAPER
TAKEO 竹尾
store.world.co.jp

DESIGNART AWARD 2019
デザイナートアワード 2019

 DESIGNART TOKYO 2019

輝く未来をガラスの

トロフィーに重ねて

　DESIGNART では、ビジョン

のひとつであるクリエイティブ産

業の活性化と、それを支える若

手の発掘・育成のためにも、ア

ワードが必要だと考えました。

　受賞者に贈られるトロフィー

は、デザインとアートの両者に見

られる完璧なコントロールによる

美と、非コントロールな偶発的

美のふたつの側面を、ガラス表

裏を使って表現。厚さ１ミリの化

学強化ガラスの表面は透過性の

ゴールド、裏面はランダムな虹色

加工が施されており、透過させる

とふたつが重なり合います。

　このトロフィーを手にした人た

ちの未来が、輝くものになるよう

に。DESINART が今後も全力で

サポートします。

GLASS TROPHIES FOR 
BRILLIANT FUTURE

At DESIGNART, we thought it 
would be necessary to have 
an award for vitalization of 
the creative industry as one 
of our visions, as well as for 
d i s c o v e r y  a n d c u l t i v a t i o n 
of the young designers and 
artists who can support it.
The trophies to be given to the 
award winners are designed 

using front and back sides 
o f  g l a s s  t o  e x p r e s s  t w o 
aspects: perfectly controlled 
b e a u t y  a n d  u n c o n t r o l l e d 
for tuitous beaut y found in 
both design and art. The front 
side of 1mm thick chemically 
s t r e n g t h e n e d  g l a s s  i s 
processed with transparent 
gold, and the back side with 
r a n d o m  r a i n b o w  c o l o r s , 
w hic h over la p w hen s e en 
through the glass.
D E S I GN A RT w i l l  g i ve f u l l 
support to the trophy winners 
to ensure their brilliant future.
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TROPHIES DESIGN
SHINYA YOSHIDA
吉田 真也

PRODUCT DESIGNER
プロダクトデザイナー

SHINYA YOSHIDA DESIGN
シンヤヨシダデザイン代表

フェスティバルの終盤を締めくくるイベントでは新設の「DESIGNART AWARD」を発表！
At the closing event of the festival, the newly created “DESIGNART AWARD” will be announced!



  PRESENTING
 A PASSION FOR
 “1% FOR ART”
 IN TOKYO TO ASIA

今回のフェスティバルの顔になる「 D ES I G N A RT  Fe a t u r e」 を起 用されたのは 、

香港を拠点にワールドワイドな活動を行っているキュレーションチームの D e s i g n  P i e r。

来日中のファウンダー、 ゾフィア・イロスヴァイに、

D ES I G N A RT 初参加（ 会場  ワールド北青山ビル）の意気 込みをインタビューしました。

Design Pier — an internationally active curation team based in Hong Kong—has
been selected as the special feature of this festival, “DESIGNART Feature”
@ WORLD Kita-Aoyama Bldg.We inter viewed the founder, Zsofia Ilosvai, during her visit to 
Japan,regarding her enthusiasm about their first time par ticipating in DESIGNART

“１% for ART”にかける思いを、東京からアジアに発信

photographs:  Tohru Yuasa   text:  Toshiaki  Ishi i  @river    WO R LD K i t a-Aoyam a B l d g .
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ZSOFIA ILOSVAI ゾフィア・イロスヴァイ 

Design Pier

Born in Hungary. She has a degree in 
Communication and Media Management from 
Eszterhazy Karoly University in Hungary and 
a BA in Visual Art specializing in Photography 
from Universite Paris VIII. In 2015, she founded 
Design Pier in Hong Kong. As a curator with 
multicultural experiences, she has been 
working on organizing design and art projects 
worldwide, including exhibitions, events, and 
lectures.
ハンガリー出身。ハンガリーの Eszterhazy Karoly 

University でコミュニケーションおよびメディアマネージ

メントの学位を、Universite Paris 8 で写真専門のビジュ

アルアーツの学士号を取得。2015 年に香港で Design 

Pier を設立。世界各国でデザインやアート関連の展覧会、

イベント、講演などの企画に携わる多文化経験をもつキュ

レーター。

アジア各国からインスピレーション

──これまでのキャリアを教えてください。

デザイン、アート業界でのキャリアは 15 年

以上になります。４年前に、香港で Design 

Pier（デザインピア）というデザインイベント

会社を設立して、現在はパリ、ミラノ、シンガ

ポール、ニューヨーク、香港を主な活動拠点

にしています。私たちのキュレーションチーム

は、現代的でグローバルに通用するアジアの

才能をいち早く見つけ出して紹介するとともに、

特定のテーマに沿った展示を行っているのが

特徴です。

──そういう展示を行うのはなぜですか？

根 底には、デザインやアートが文化や社会

と密接につながっていることを、総合的にプ

レゼンテーションしたいという考えがありま

す。単に作品の展示をするだけでなく、その

背景にあるストーリーやコンセプトを来場者

に知ってもらうために、パネルディスカッショ

ンや講演にも力を入れています。

──アジアに注目したきっかけは？

以前、日本に住んでいたことがあり、これま

で自分が知っていた文化とは違う暮らしに衝

撃を受けました。例えば私は学生時代、写真

Coalesce: Pakistan Jodh II Coffee Table
The ‘Jodh’ collection (Jodh meaning joinery) that is being showcased at Design Pier explores structure and point of 
convergence between different materials and forms to create a contrast between the solid shapes and the skeletal 
framework.   Design Pier で展示されている「Jodh」コレクション（Jodh は接合の意味）では、構造の異なる素材同士が収
束する点を探求し、立体形状とスケルトン構造のコントラストをつくり出しています。

を学んでいたのですが、日本人はカメラに対

して我々と違うアプローチをしていると感じら

れました。そこから文化や背景が違うとアウト

プットする作品が違うことに興味をもつように

なり、徐々にその対象がアジア全域に広がっ

ていきました。

──キュレーションの際、重視する点は？

どんな展覧会であっても、クオリティと個性

がふたつの大きな柱になります。有名アーティ

ストの作品も選定しますが、創造性を刺激し、

アイデアの交換を促進するために、将来性豊

かな若手もフィーチャーするように心がけてい

ます。

── DESIGNARTに参加するきっかけは？ 

発起人の青木昭夫さんに初めてお会いした

とき、アートバーゼルの開催地で、昨今ア

ジアにおけるアート市場の中心地となってい

る香港が拠点の Design Pier と関係を深め、

DESIGNART をさらにインターナショナルな

ものにしていきたいと相談されました。また

彼らが、文化発展のために“１% for ART”

（公共建築費の１% をパブリックアートに費用

に充てる制度）の日本での法制化を促進させ

る取り組みをしていることを知り、その活動に

共感したのもきっかけです。

Realizing 1% for Art in Japan

“1% for Art” is a system to allot 1% of 
the public construction budget towards 
public art installations. We request for 
your support with our campaign to collect 
signatures to realize the society where 
many people can enjoy art .

──パブリックアートの魅力とは？

アートというと、どうしても敷居の高いイメージ

がありますよね。でも、パブリックアートが街

中にあれば、無意識のうちにそれが自分の環

境の一部となり、人々の心を豊かにします。一

方、クリエイターにとっても、普段はなかなか

実現が難しい大型のインスタレーションや作品

に挑戦できる素晴らしい機会になると思います。
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公共建築費の 1% をアートの費用に充てる

文化制度「1% for Art」　多くの人がアー

トと気軽に触れ合える社会の実現に向け

て、署名活動にご協力をお願いいたします。

FEATURE
ONE

 １% for Art を日本でも実現させよう！



Bingqi Lee: China Minimal Yi
Re-interpreting elements of traditional Chinese 
architecture into every day and functional modern 
furniture. A classically defined color plate and pattern 
references complete the collection. This project is against 
the generic and mass produced ‘global modern’ furniture 
cultures rapidly spreading across China. 

伝統的な中国建築の要素を探求し、モダンで機能的な家具
として再解釈。古典的に定義された色使いや模様の引用に
よって作品は完成します。中国全土で急激に進む、汎用的か
つ大量生産される「グローバルモダン」な家具文化に対抗す
るコレクションです。

Alvin T: Indonesia Angan
Angan derives from the Indonesian word that means 
wishful, the design illustrates a state of mind where there 
is a tension between the hope of progress and the fear of 
changing.   

Angan とは「望んでいる」という意味のインドネシア語に由来
し、そのデザインは、前進への希望と変化に対する恐れとの
間にある緊張感、という心の状態を表しています。

Apiwat Chitapanya(Masaya): Thailand Rakk Table
Roots are the origins and foundation of things particularly, 
in nature. The two parts of the table with an organic shape 
are linked together by the legs like tree roots that hold up 
an entire tree.  

根とは根源であり、自然にあるものの基盤となるものです。
有機的な形状を用いたこのテーブルは、ふたつの部位が樹
木全体を支える根のような脚で互いにつながっています。

──今回の展示に込めた想いは？

“１% for ART”は、アメリカやヨーロッパ、

韓国、台湾など、世界各国で普及している文

化プロジェクトにもかかわらず、日本ではまだ

実施されていません。今回の展示は、日本だ

けでなく、多くのアジアの国々にこうした発

想がないことを、DESIGNART とともに変え

ていく契機になればと考えています。そのた

め日本をはじめ、香港、シンガポール、タイ、

インドネシア、パキスタンなどから、合計で

20 人くらいのクリエイターの作品をキュレー

ションする予定です。

── DESIGNART にどんなことを期待する？

アジアとひと口に言っても、それぞれの地域

には違った個性があり、クリエイティブは常に

文化と連携しています。来場者の皆さんには、

そうした地域に根ざしたデザインの魅力にも

注目してほしいと思っています。これがきっか

けで、“１% for ART”の考えを広げる運動が、

東京からアジア各国に広がっていくといいで

すね。

INSPIRATION FROM ASIAN 
COUNTRIES

—— Would you please tell us about your 
career?
I’ve been working in the design and 
art industries for more than 15 years. 
I founded Design Pier—a company 
that organizes design exhibitions—
four years ago, and have organized 
design exhibitions mainly in Paris, 
Milan, Singapore, New York and Hong 
Kong. The specialty of our curation 
team is being the first to discover and 
introduce modern and world-class Asian 

designers, and organizing exhibitions 
under a specific topic.

—— Why do you organize every 
exhibition in such a way?
Basically, to give a synthetic overview 
of how designs and art are closely 
connected to culture and society. In 
order to educate visitors about stories 
and concepts behind the exhibited 
works, we organize not only exhibitions, 
but also panel discussions and lectures. 

—— What drew you into Asian design
and art?
I lived in Japan and was shocked by 
its totally different culture from what I 
had known before. For example, I was 
studying photography at school and I 
realized that the Japanese approach 
to photography was different. Then I 
became interested in the fact that totally 
different outcomes come from different 

cultures and backgrounds. That’s how 
I started to be interested in Japanese 
design, but also Asian design in general. 

—— What is your criteria when you 
curate? 
The main criteria are always quality 
and uniqueness for all exhibitions. We 
select famous artists, but we always try 
to feature young and upcoming artists 
to stimulate creativity and promote the 
exchange of ideas.
Sympathy for the “1% for ART” Concept

—— How did you come to participate in 
DESIGNART TOKYO?
When I met the founder, Akio Aoki for 
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Nissa Kinzhalina: Kazahstan Living Light
The lamp gives off the impression that light has been poured into it, taking the shape of its container. It’s a play on 
perspective and illusion, a fun and functional design piece.  

中に光を流し込んだら容器のかたちになったかのような、視覚と錯覚を利用した楽しくも機能的なライトです。

Shigeki Yamamoto: Japan Play sideboard 2
Shigeki Yamamoto’s furniture causes a positive reaction 
that brings back memories of childhood being carefree and 
playful. 

山本滋の作品には、遊び心に溢れていた子ども時代の記憶
を呼び起こすポップさがあります。

 “１%  f o r A R T ”の 考えを広げる運 動が、

東 京からアジア各 国に広がっていくといい

 I HOPE THE MOVEMENT TO POPULARIZE
 THE IDEA OF “1% FOR ART”
WILL EXPAND FROM TOKYO TO THE
 COUNTRIES OF ASIA.

the first time, he told me that he wanted 
to further expand the activities of 
DESIGNART internationally, by creating 
a deeper relationship with Design Pier, 
which is based in Hong Kong—a venue of 
Art Basel and the center of the Asian art 
market in recent years. I also remember I 
was deeply impressed by his passion and 
activities, when I heard he was trying to 
push for legislation in Japan for “1% for 
Art” (a system to allot 1% of the public 
construction budget towards public art 
installations) in order to promote culture.

—— What is the appeal of public art ?
Art may be considered as something that 
is difficult to approach. However, when a 
town is filled with public art, it will shape 
our environment without us noticing 
and enrich our minds. Meanwhile, 
for creators, it is also an attractive 
opportunity to create large installations 
and works that they can’t usually do.

—— Please tell us about your hopes for 
this exhibition.
“1% for Art” is a cultural project that 
has been implemented worldwide, 
including in the U.S., Europe, Korea, 
and Taiwan. Nevertheless, it has not 
been implemented in Japan. I hope our 
exhibition, together with DESIGNART, 
will become a trigger to change the 
absence of this idea not only in Japan, 
but also in many Asian countries. 
We are going to curate the works of 

about 20 designers from Japan, Hong 
Kong,Singapore, Thailand, Indonesia, 
and Pakistan.

—— What do you expect from 
DESIGNART?
Although collectively referred to as 
Asia, each community has different 
characteristics, and creativity is always 
linked to culture. I hope the visitors will 
notice the appeal of designs rooted 
in each community. I hope that this 
exhibition will trigger an expansion of the 
movement to popularize the idea of
“1% for ART” from Tokyo to the countries 
of Asia.

Supported by
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1% FOR ART

M
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渋谷で誰かと会うとき、 ハチ公 像の前で待ち合わせ。 六本 木ヒルズの大きなクモの下で

追いかけっこ。 西新宿「 LOV E」 の前で記念 撮 影。「 1%  fo r  A r t 」 は

そんな愛 着のある街づくりのためのパブリックアートの普及を目指すプロジェクトです。

Meeting in front of the statue of Hachiko when seeing someone in Shibuya,
playing chase under the Maman Spider at Roppongi Hills , or taking a photo
in front of the “Love” object in Nishi-Shinjuku. “1% for Ar t ” is a project aimed at 
dissemination of public ar t for creation of such beloved towns.

「
1%

 fo
r A

rt」
を

日
本

で
も

実
現

さ
せ

よ
う

！

日本のクリエイティブ産業・

文化の発展のために

　私たちが日ごろ気にせず通り過

ぎていたり、待ち合わせの目印に

使っている駅のレリーフや広場の

彫刻が、実はクリエイターが生み

出した作品だったりします。美術

館に足を運ぶのは敷居が高いけ

れど、公共の場所にある作品に

は誰でも身近に触れ合える。パ

ブリックアートは、その街の“顔”

といっても過言ではありません。

　すでに、アメリカやヨーロッ

パ、韓国、台湾などで実施され

ている「1% for Art」は、世界

恐慌後の 1935 年、アメリカで仕

事のないアーティストの救済策と

して誕生しました。フランスでは

「芸術のための 1%（1 pourcent 

artistique）」という呼び名で 51

年から学校建築に対して導入さ

れ、幼少期から芸術に触れる環

境が整備されています。その後、

国家予算の１% を文化に充てると

いう政策に拡張されて、フランス

国内の街に彩りを添えています。

　日本でも建設費の１% をパブ

リックアートの費用に充てるこの

制度を導入することで、クリエイ

ティブ産業の活性化を図り、新

たな雇用を生み出すことができ

ます。巨大な鏡面の彫刻で知ら

れるアニッシュ・カプーアが屋外

で体験型の作品を多く生み出し、

国際的アーティストとして高値で

取引されているのも、そうした土

壌があってこそ。公共の場で作品

が実現する機会が担保されてい

れば、多くの作家が表現を磨き、

日本のアート文化を発展させる原

動力になるはずです。

　1% for Art が実現することで、

街中につくられたパブリックアー

トに触れて、子どもから大人まで

心豊かな生活を楽しむことができ

る。そしてそれは、つくり手側と

なる日本の伝統工芸やものづくり

文化が、途切れることなく循環す

る未来をつくることにもなるので

す。社会全体がアートの発展を

後押しして、その価値を高めるこ

とが、ひいては日本経済の活性

化につながると私たちは信じてい

ます。

FOR DEVELOPMENT 
OF JAPAN’S CREATIVE 
INDUSTRY AND CULTURE

The reliefs at stations and sculptures 

at squares that we pass by without 

paying attention or we use as 

a landmark for meeting people 

are often the works of creators. 

text: Toshiaki Ishii @river

Compared to the size of the world’s art markets, such as 2,840 billion yen in the USA, 1,420 billion yen in China, and 1,350 billion yen in 
England, the Japanese market is only 243.7 billion yen (researched by “The Art Market 2018” Art Basel and UBS). This constitutes only 3.6% 
of the global art market, which is quite low for a country with the world’s third largest GDP. One of the reasons is the lack of art in public 
places, and therefore institutionalization of “1% for Art” is an urgent necessity.

世界のアート市場の規模は、米国 2.84 兆円、中国 1.42 兆円、英国 1.35 兆円なのに対して、日本はわずか 2,437 億円（「The Art Market 
2018」Art Basel and UBS 調べ）。これは全体の 3.6% に過ぎず、日本の GDP が世界３位であることを考えると非常に低い値といえる。そ
の理由のひとつが、公共の場におけるアートの不在であり、「1% for Art」の制度化の急務といえる。
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1% FOR ART

Although some people might feel 

awkward to visit a museum, anyone 

can feel by hand such works at 

public places. It is not too much to 

say that public art is the “face” of the 

town.

“1% for Art,” which is already being 

implemented in the USA, Europe 

Countries, South Korea, Taiwan, 

and others, was born in 1935 after 

the Great Depression as a measure 

to rescue artists out of job in the 

USA. It was introduced in France in 

1951 under the name of “1 pourcent 

artistique” to building schools, 

contributing to development of 

environment for people to feel art 

in their early childhood. The project 

was then expanded to a policy to 

spend 1 % of the national budget on 

culture, and this has been providing 

colors to the towns throughout 

France.

It is also possible in Japan to 

stimulate the creative industry 

and provide new jobs by adopting 

this system of allocating 1% of the 

I strongly hope for the
realization of this project.
And what is chosen is
important. I hope that the 
popular future curator 
who has installed
1% for  Art will become the 

most admired professionin the near future.
実 現を強く望みます。そして、選ばれるものが大事。1% for Art を

それぞれインストールしている売れっ子名物キュレーターが、最も憧れ

られる職業になっている未来が近い将来実現されることを願います。

I am very happy that this 
kind of movement has 
appeared in Japan, and 
I would like to heartily 
support it. This 1% will be 
many times more valuable 
because many works made 

for various events in Japan are now disappearing at the 
end of the exhibition.
日本にもこのような動きが出てきたことを非常にうれしく思い、心か

ら応援したいと思います。国内でのさまざまなイベントに向けてつく

られた作品の多くが会期終了とともに姿を消してしまう残念な現状

に、この１％は何倍もの価値をもたらすことになるでしょう。

Artists’ free sensibility 
and flexible thinking 
are reflected in public 
art, changing the urban 
landscape. It shakes the 
sensitivity of people living 
in that era and becomes 

a part of memory while leading to the creation by a new 
generation. I believe in this project.
アーティストの自由な感性、柔軟な思考がパブリックアートに反映さ

れ、都市の風景を変えます。それは、その時代を生きる人々の感受

性を揺さぶり、記憶の一部となりながら、新しい世代のクリエーショ

ンへとつながります。この施策がそれを実現させると信じています。

Today, large-scale constructions are underway everywhere to develop infrastructure at a 
feverish pitch. However, their appearances will be homogenized if we pursue only urban 
functions. “1% for Art” is also a project to create towns that are loved by people.

現在、至るところで大規模工事が行われ、急ピッチでインフラの整備が進行中だが、都市の
機能性だけを追求すればその表情は同質化してしまう。「1% for Art」は愛着のある街をつく
るためにプロジェクトでもある。

construction budget for public art 

installation. Only with such system 

in place, Anish Kapoor, who is 

known for his large mirror-like 

sculptures, could produce a lot of 

experience-based outdoor works 

and become an international artist 

whose works are traded at high 

prices. If there are opportunities for 

artists to realize their works in public 

places in Japan, a lot of them should 

be able to brush up their expressive 

power and become the driving force 

to develop the Japanese art culture.

If “1% for Art” is realized, people 

will be able to feel public art 

installed throughout the town, 

and both children and adults will 

enjoy spiritually rich lives. This, in 

return, will create a future where 

the Japanese traditional craft and 

artisanship culture on the creator’s 

side continue to go around. We 

believe that social support for 

development of art and bringing up 

its values will eventually result in 

revitalization of Japanese economy. 
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WE SUPPORT THE
 REALIZATION OF
 “1% FOR ART”
 私たちは「1% for Art」の実現を応援します
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01. CHIALING CHANG
チャーリン・チャン

ARTIST PROFILE : CHIALING 
CHANG  チャーリン・チャン
Multidisciplinary designer (1992) 
based in Taipei, Tokyo, and 
Lausanne. Constantly probes into 
the metaphor of nature through 
a complex approach with scope 
to material itself to integrate the 
artifact. 
1992 年生まれ。台北、東京、ローザンヌ

を拠 点とする学 際 的デザイナー。 彼 女

は素材そのものに研究の視野を与えそし

て工芸制 作 活 動を統 合するという複 雑

なアプロー チを 通して絶 えず自然 の 隠

喩 を 突 き 詰 め て い ま す。「Scalloping 

Series」「Wood Not Wood」「Floating 

Patterns」の 3 つのコレクションが日本

で初めて発表します。

SE LECTOR 01
AKIO AOKI  
青木昭夫

I never get tired of looking at this 
primitive yet beautiful piece, which 
brings out the characteristics of the 
wood. When the rate of consumption 
is balanced with tree growth, wood 
forms a virtuous circle and is the 
most familiar resource for people. 
For an era requiring sustainability, 
this simple design would be a 
perfect fit.   
木がもつ特性を引き出し、プリミティブで

ありながら美しいこの作品はずっと見てい

ても飽きません。木は成長と消費のリズム

が伴えば、最も好循環かつ人になじみや

すい資源。サステイナブルなものが必須と

いわれる時代にこの素直なデザインがぐっ

ときました。

02. KENJI ABE
阿部憲嗣

Graduated from Tama Art University 
Product Design Major. He is a product 
designer (1990) based in Tokyo. This 
time, he will exhibit a design inspired 
by nature.Toyama Design Competition 
2018 Grand Prix / wallpaper 
graduation dictionary / LOFT & Fab 
Award 2017 GOLD Award 
1990 年生まれ。多摩美術大学プロダク
トデザイン専攻卒業。東京を拠点に活動
するプロダクトデザイナー。今回は自然か
ら着想を得たデザインを展示予定。富山デ
ザインコンペ 2018 グランプリ/wallpaper 
graduation dictionary 掲載 LOFT & 
Fab Award 2017 GOLD 賞。

ARTIST PROFILE : KENJI ABE  
阿部憲嗣

PRIMITIVE YET BEAUTIFUL 
AND SUSTAINABLE DESIGN
プリミティブでありながら美しい
サステイナブルなデザイン

UNDER THIRTY

SE LECTOR 02
ASTRID KLEIN
& MARK DYTHAM
アストリッド・クライン 
＆ マーク・ダイサム

Kenji Abe has a sophisticated sense of 
transforming simply functional objects 
into playful gadgets, as shown with 
‘Cy-Bo’. It is such a clever way to give 
packaging another life, and Cy-Bo is 
ready to be transmuted back again! 
Another fantastic example of Abe’s 
transmutational mastery is ‘Armadillo’: 
a drab dumbbell turns into a desirable 
accessory making the user look very 
cool, but when not in use, Armadillo 
shows off as a stylish sculpture with 
elegant lines.
阿部さんのひとつめの作品「Cy-Bo」。ただ
の機能的な梱包材がリサイクル可能な素材
と彼の洗練された感覚によって遊び心のあ
る小物たちに姿を変えました。本来なら捨て
られてしまうものに別の命を吹き込むという
とても賢い考え方です。小物から梱包材へ
と逆戻りもできます！　もうひとつの華麗な
る作品は、まるでアクセサリーを纏うように
トレーニングができるダンベル「アルマジロ」
です。使わないときでも、その優雅な流線
がスタイリッシュな彫刻として楽しませてく
れます。

CLEVER WAY TO GIVE 
PACK AGING ANOTHER LIFE
本来の機能を別な視点から捉え、
新たな価値を付加した作品

D ES I G N A R T 発 起 人が注目する、 明日のデザイン＆アート界を担う若手を特 集 。

3 0 歳 以下という条件で、 有 望株を独自の視点でピックアップしました。

Here we feature young minds shouldering the design and ar t of tomorrow that have 
caught the eye of the founders of DESIGNART.
They present their pick of these promising talents in a unique perspective, with the 
condition that they all be under 30.

デ
ザ

イ
ン

＆
ア

ー
ト

界
の

未
来

を
切

り
拓

く
５

組

text:  Yuto Miyamoto
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04.
H A M I D  S H A H I  
ハミッド・シャヒ  

05. M&T
エムアンドティー03. KIZUKI NAKANO   

A I K A  N I S H I YA M A
中野築月 ・西山愛香

ARTIST PROFILE : HAMID SHAHI
ハミッド・シャヒ
He is an Iranian-born Canadian 
designer (1988) from Toronto. He is 
seeking to design sensory spaces 
and innovative products for creating 
positive social change through 
exploring the boundaries between 
design and our existing world.
1988 年生まれ。カナダ出身の建築デザ
イナー兼メンター。建築と既存の世界と
の間の境界を探ることを通し、世界中の
人々の生活に前向きな 社会的変化を生
み出すための、革新的で官能的、費用効
果が高く、持続可能な構造デザインを目
指しています。実験的な新作は照明を展
示予定です。

ARTIST PROFILE : M&T
エムアンドティー
M & T is a design unit by 
Miyu Ikeda(1993) and Takuto 
Kurashima(1992). Besides working 
at a product design office, he 
actively participates in exhibitions 
and competitions. This time, we will 
consider the events we often see on a 
daily basis and display works that have 
been sublimed into a new mechanism.  
1993 年、1992 年生まれ。M&T は池田
美祐と倉島拓人によるデザインユニットで
す。 プロダクトデザイン事務所に勤務す
る傍ら、展示会、コンペティションへ精
力的に参加。今回は日常的によく目にす
る事象を考察し、新たな機構へと昇華さ
せた作品を展示します。

ARTIST PROFILE : KIZUKI NAKANO 
AIKA NISHIYAMA
中野築月・西山愛香

They (1993,1994) are planning to 
display a series of stickers produced 
and a series of products created 
with local toys as motifs that works 
in their master’s course. Works 
aimed at expressing an example 
of a new understanding of product 
design. A piece of regional toys that 
has been made and loved in Japan 
since ancient times and has been 
created to suit today's lifestyle.
1993 年、1994 年生まれ。大学院の同級

生ペアが修了制作であるステッカーと郷土

玩具をモチーフとして制作したプロダクトシ

リーズをそれぞれ展示します。「ステッカー

をモチーフとしたインテリア」プロダクトデ

ザインに対する新しい理解の一例の表現を

目指した作品「郷土玩具のリ・デザイン」

は古くから日本各地で作られ愛されてきた

郷土玩具を今の暮らしに合わせて制作した

作品です。

SE LECTOR 04
SHUN KAWAKAMI 
川上シュン

Selected work/description 
An architect from Toronto, Canada. 
Mother Nature of Canada and the 
city of Toronto. His approach gives a 
sense of fusion between technologies 
and aesthetic appearances in nature, 
such as plants. I think this work 
was inevitably created as a result 
of blending his background, a new 
generation, and sensibility.  
カナダ・トロント出身の建築家。カナダと

いう国がもつ大自然とトロントという都市。

植物などの自然のなかにある造形美とテク

ノロジーの融合を感じるというアプローチ。

彼のもつバックグラウンドと新しいジェネ

レーションを感性が混ざり合って生まれた

必然的な作品だと感じました。

SE LECTOR 03
OKISATO NAGATA
永田宙郷

Mathematician Kiyoshi Oka wrote 
in his book that our minds consist 
of nostalgia (i.e., memory and 
experiences) and joy. The work of 
these two artists precisely provokes 
nostalgia in our minds with joyful 
surprise at the replaced functions and 
sizes. This is probably why it moves us. 
I expect their development and 
activities to continue, beyond this 
single idea and action.   
数学者の岡潔は、気持ちとは、懐かしさ（＝

記憶や体験）と喜びでできていると著作

で述べています。このふたりの作品は、ま

さに頭の片隅にあった懐かしさを、機能や

サイズの見立て直しを行うことで驚きとい

う喜びでもって提案してくれています。だ

から、気持ちに触れてくるのでしょう。ワ

ンアイデア・ワンアクションで終わらない、

継続した展開や活動に期待しています。

NOSTALGIA WITH JOYFUL 
SURPRISE AT THE REPLACED 
FUNCTIONS AND SIZES
懐かしい記憶を機能やサイズの
見立て直しで喜びに転換

FUSION BETWEEN 
TECHNOLOGIES AND 
AESTHETIC APPEARANCES
IN NATURE
自然のなかにある造形美と
テクノロジーを見事に融合

UNDER THIRTY

SE LECTOR 05
HIROSHI KOIKE  
小池博史

Even though it is a product for 
practical use, this light was made 
with a concept of an ever-changing 
installation. This is an interesting 
piece of work, continuously creating 
a new space. Unlike controllable 
and programmed experiences such 
as IoT, the product gives a pleasant 
experience by skillfully utilizing 
natural phenomena.   
照明という実用的なプロダクトながら常に

変化するインスタレーション的発想で新鮮

な空間をつくり出す面白い作品だと思いま

す。IoT などプログラミングされた制御可

能な体験ではなく自然現象をうまく利用し

た心地よい体験が得られる作品です。

EVER-CHANGING 
INSTALLATION TO
CREATE A
NEW SPACE
新鮮な空間をつくり出す
インスタレーション的発想
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 ISRAEL 
 PARTNER COUNTRY

「イスラエル」がパートナーカントリーに決定

歴 史や伝 統に、

最 新テクノロジーを生み出すエコシステム

の両方が溶け合う場所として

国際 的なデザイン業 界でも

独特の D N A を育んできたイスラエル。

西洋と東 洋、 聖と俗、 歴 史と革新、

まさに世界の交 差点ともいえるこの国が

今 年のパートナーカントリーに

選ばれました。

Israel, a unique player on the 
international design field, developed 
a surprising design DNA . A land 
of innovation where ancient roots 
and rich tradition merge with 
contemporar y existence creating a 
vibrant & dynamic eco-system both 
for a thriving high tech industr y 
as well as the design field. Israel’s 
unique contex t creates design which 
merges East and West, Old and New, 
Religious and Secular, unique to a 
place that is a junction of worlds. 
Israel is honored to be invited with 
the most leading design event in 
Israel, as the Par tner Countr y to 
DESIGNART TOK YO 2019 and share 
and introduce Israeli design to the 
Japanese public .

text: Toshiaki Ishi i @river

Idan Sidi and Gal Sharir, Little Private Gardens
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Spiral Garden ( Spiral 1F )
スパイラルガーデン（1F）
ENTRANCE FREE  11:00AM - 8:00PM

GARDEN OF EDEN  エデンの園

EMBASSY OF ISRAEL
AMBASSADOR: H.E. YAFFA BEN ARI 
CULTURAL ATTACHE & 
ARTISTIC DIRECTION: ARIEH ROSEN

DIRECTORS: RAN WOLF,  KARINE SHABTAI
CURATORS: TAL EREZ,  ANAT SAFRAN



 「エルサレム・デザイン・ウィーク（JDW）」は、

世界各国より 200 人のデザイナーが集い、100

以上の展示やプロジェクトが行われる、イスラ

エルで最も影響力のあるデザインイベントです。

デザインを社会・文化的な課題に応えるものと

して捉え、毎年テーマを変えて国内のユニーク

な才能と独特な精神を紹介しています。

　６月に開催された JDW 2019 には、昨年の

DESIGNART で注目を集めた日本人クリエイ

ターも参加。発起人の青木昭夫とともに地元関

LIBRARY OF 
INTANGIBLE JERUSALEM
１年間かけて変化しながら、
エルサレムを発信

　AYUMI GALLERY で行 わ れ るインスタ

レーションでは、音・香り・景色の断片から

エルサレムを感じられます。エルサレムと東

京 ーふたつの都市をつなぐのは、それぞれ

の場所で響き合う土と光、植物の香りによっ

て語られる物語。樹下に生まれた「聖なる地」

は、かたちにとらわれない“エルサレムの精神”

を伝えています。

Around the beaut i ful  t ree of AYUMI 
G A L L E RY in  K a gur a z a k a ,  a  un i qu e 
architectural Garden Installation is being 
formed. A glimpse and interpretation of 
the sounds, smells, sights of Jerusalem. 
A bridge between two places that echoes 
the city’s earth and light, smell of local 
vegetation, and its traditional stories. A 
‘sacred spot’ under a tree, transferring 
fractions of the intangibles of the city - a 
‘spirit of Jerusalem’.

LIBRARY OF INTANGIBLE JERUSALEM
Garden installation at AYUMI GALLERY 

The site specific Garden installation is
being thought of and planned in Jerusalem in
dialog with Takeshi Yamamura architecture lab.,
Waseda University, Tokyo.
Inspired by the local surroundings of the
Kagurazaka neighborhood.
This installation will evolve and develop
over a year and visitors are welcome to
explore and enjoy the space during the
different seasons and times of day and night
until September 30th, 2020.

形の無いエルサレム図書 館
ガーデンインスタレーション a t  AY U M I  G A LLERY

早 稲田大学建 築学 科・山村健研究 室との対話により、
神楽坂 周辺の環 境に触発されたサイトスペシフィック
なガーデンインスタレーションを展示。

AYUMI GALLERY
114 Yarai-cho,Shinjuku-ku   新宿区矢来町 114
Tel: 03-3269-1202
東京メトロ神楽坂駅より徒歩 1分
1 min on walk from Tokyo metro Kagurazaka Sta.
24th oct - 30th sep 2020  

https://www.ayumi-g.com/

01. Idan Sidi and Gal Sharir, Little Private Gardens    02.Tamara Efrat, Moran Mizrahi and Dr.Amit Zoran, Crafted 
Technology    03.Dov Ganchrow, Beast of the Anthropocene

係者と交流を深め、今回のパートナーカントリー

決定に至りました。海外初進出となる東京では、

青山と神楽坂の２カ所でイベントを開催します。

　メイン会場の青山のスパイラルでは、「エデン

の園」と名付けられたインスタレーションを展

示。この作品は、自然・文化・テクノロジー・

神話の間に生まれる緊張関係を起点に、死海の

“塩”と、農業革命や現代生活を象徴する“麦”

という、イスラエルの資源にまつわるふたつの

神話の出会いを表現しています。生と死、そ

して人間の営みが、まるでエデンの園のように、

想像することのみ許され、決して立ち入ること

のできない秘密の園に隠されています。展示

空間は、東京を拠点とする YSLA architects

と、早稲田大学建築学科山村健研究所の協力

によってデザインされています。

Jerusalem Design Week initiated by the 
Ministry of Jerusalem and Heritage and 
The Jerusalem Development Authority, 
is Israel’s most influential public design 
event with more than 200 international 
designers. Each year JDW focuses its 
attention on a socio-cultural central 

theme with the belief that design must 
respond to such issues.
Japanese creators who attracted 
attention at DESIGNART last year 
joined in JDW 2019, held in June. They, 
as well as a founder Akio Aoki, had 
close relationships with local interested 
parties, leading to the Partner Country 
to DAT 2019. The Tokyo event sets off 
its first major international presence 

through two projects in two different 
locations in Aoyama and Kagurazaka.
The Exhibition “Garden of Eden” at 
Spiral arts complex in Aoyama leads 
visitors between local Israeli perspective 
on nature, culture, technology and 
myth. This journey culminates in 
the Spiral, where two local myths of 
Israel’s resources meet: Dead Sea 
salt, and Wheat, a generator of the 
agricultural revolution and modern 
life. In between these myths of life and 
death, architectural interpretations of 
local flowers are hidden in secret private 
gardens, which, like the original Garden 
of Eden, can only be imagined, but are 
barred from entry.
The exhibition space is designed by 
YSLA architects based in Tokyo in 
collaboration with Takeshi Yamamura 
architecture lab., Waseda University.

01.

02.

03.
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 BONDING WITH
 NATURE, AND
 CONNECTING
WITH HISTORY,
AT AMAN KYOTO

11 月、 京都洛北にひっそりと佇む“ 庭” に、 アマン京都がオープンします。

アマンの日本における展開は 、 アマン東 京、 伊 勢志摩のアマネムに次いで３番目。

世界 各地で高級リゾートを手がけるアマンは 、 この地にどんな癒しを求めたのか？

建 設に携 わったランドスケープデザイナーの下田明宏に話を訊きました。

This coming November, Aman Kyoto will open its doors in a
quietly hidden “garden” in the Rakuhoku district of Kyoto.
It will be Aman’s third proper t y in Japan, following Aman Tok yo and
Amanemu of Ise Shima. What kind of healing will the world class luxur y resor t 
group Aman of fer at this destination? Akihiro Shimoda, the landscape
designer of the construction, of fered us insight.

アマン京都で、自然とつながり、歴史とつながる

AMAN KYOYO アマン京都　https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto
photographs: Taku Kasuya   text: Toshiaki Ishi i @river

　アマン京都がオープンするのは、市内でも

閑静な鷹峯地区の紙屋川沿い。金閣寺も徒

歩圏内のここには、かつての所有者が織物美

術館をつくることを夢見て、年月をかけて育ん

できた庭がありました。敷地面積 24,000 平

方メートル。この静寂の森に、新たな生命を

吹き込んだのが、日本のランドスケープデザイ

ンの第一人者である下田明宏です。

 「日本庭園のように見えますが、“庭園”の概

念は古今東西、極楽の表象であり、基本的に

鑑賞を主とするものです。その意味で、ここ

では庭園ではなく、“使う”ことを前提とした

ランドスケープデザインが求められました。散

策をはじめ、敷地内のオープンスペースでは、

プライベートダイニングやヨガ、瞑想など、特

別な空間で思い出に残る時間を過ごすことが

できます」

　林や谷間が続くなかを緩やかに紆曲する苔

生した石畳、その頭上に生い茂る樹々のさざ

めき、山から湧き出る小川のせせらぎや地蔵

が静かに佇む小径、そして突然現れる高台

へ誘う石段など、ここはまるで遠い昔の日本

にタイムスリップしたかのような別世界。こう

した風景には、下田のある想いが込められて

います。

 「19 世紀中期以降のモダンランドスケープデ

ザインは、人間の生活の質を向上させるとい

う一定の役割を果たしましたが、一方で地域

固有の貴重な風景を破壊してきました。例え

ば、日本の高度成長期に造成された郊外の

ニュータウンはその典型。そこには以前、美

しい自然があり、里山があったはずです。な

ぜ、そうした豊かな風景にもう少し配慮でき

なかったか。これからの時代に必要なのは、

それらの資源を再評価し、本来の風景を取り

戻すことだと思うのです」

　それゆえ下田は、アマン京都では小さな地

蔵でも、前からあったものは極力動かさない

こと、新しい樹々をほかの土地からもってこ

ないことをルールにしました。自然のなかか

ら私たちの心に響くエッセンスを抽出し、植

物の密度などを考えながら上のほうに杉の緑、

中ほどに紅葉があり、その下には石垣といっ

たふうに、洗練されて見えるように全体のバラ

ンスを決めていったと言います。

 「私が考えるランドスケープデザインとは、地

域固有の自然や歴史、風土を生かしながら、

外部環境と人間を“つなぐ”もの。日本人で

あれば、自分たちのルーツを連想させる空間

が心の安らぎにつながり、外国人もここでし

か体験できない非日常を味わえます。それは

日本の原風景の“修復”であり、それこそが

アマンの理念でもある自然の対する深い敬意

だと思うのです」
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Aman Kyoto will open along the Kamiya 
River in the Takagamine district, which 
is a quiet neighborhood of the city. The 
site which is within walking distance of 
Kinkaku-ji Temple, came equipped with 
a garden which the previous landowner 
had nurtured over the years, dreaming 
of eventually building a textile museum. 
The land covers 24,000 square meters. 
Akihiro Shimoda, Japan's leading 
landscape designer, is the architect that 
breathed new life into this silent forest.
“It looks like a traditional Japanese 
garden, but the concept ‘garden’ has 
always been universally regarded as a 
symbol of heaven and therefore reserved 
mainly for viewing appreciation. In this 
sense, we have designed a landscape 
with the understanding that the space 
will be put into “use”, not simply laid out 
as a garden. On the premises, one can 
spend a memorable time in the exquisite 
spaces that are open and accessible to 
the guests; strolling, dining privately, 
engaging in meditation and yoga".
The gardens evoke another world as if 
we had slipped back into a distant time in 
Japan; mossy stone slabs that gently curl 
along the forest floors and valleys, the 
rustling of trees that grow overhead, the 
burbling of the stream that springs from 
the mountains, a small path where the 
Jizo quietly stands, and the stone steps 
that invite you up onto a hill that suddenly 
emerges. These landscapes manifest a 
certain thought in Shimoda’s mind.
“Since the mid-19th century, modern 
landscape design has served a certain 

role in improving the quality of human 
life. On the other hand, however, it has 
induced destruction of precious scenery 
that is unique to each region. The 
suburban New Town developments built 
in the midst of Japan’s rapid economic 
growth is a typical example. In the past, 
those areas most likely were brimming 
with beautiful nature with a forest 
covered hill nearby. Why couldn’t we 
take such rich scenery into consideration 
a little more? For the era that is to come, 
it is necessary to re-evaluate these 
resources and regain those original 
scenes.”
Hence, at Aman Kyoto, Shimoda made 
a rule of not moving what was already 
onsite as much as possible, not even 
the small Jizo statue, and refrained 
from introducing new trees from other 
lands. He commented that he extracted 
only the essence of nature that would 
resonate with us while also considering 
plant density, and decided to place 
green cedars at the top, deciduous 
autumn leaves in the middle, and stone 
walls below, to create a refined overall 
balance. 
“My vision of landscape design is to 
utilize the local nature, history, and 
climate that is unique to the region, 
to form a connection between human 
beings and their environment. For 
Japanese visitors, the space reminding 
them of their roots will provide peaceful 

Akihiro Shimoda 下田明宏 

Landscape Designer

Born in Tokyo in 1955. After graduating from 
Faculty of Agriculture at the University of 
Tokyo in 1979, he went on to receive a Master’s 
Degree from the Department of Landscape 
Architecture at the Harvard Graduate School 
of Design in 1982. He has been President 
of D+M since 1994, and professor at the 
Department of Urban Design and Planning 
at the School of Architecture of Kogakuin 
University of Technology & Engineering since 
2012. He has received many awards including 
the Planning Design Award from The City 
Planning Institute of Japan, and Good Design 
Award.
1955 年東京都生まれ。79 年東京大学農学部卒業後、82

年ハーバード大学デザイン大学院ランドスケープアーキテク

チャー修了。日本のランドスケープデザインの第一線で活

躍する一方、早稲田大学、東京大学、日本女子大学など

の非常勤講師を歴任。94 年より株式会社ディー・エム代

表取締役社長、2012 年より工学院大学建築学部まちづく

り学科教授。日本都市計画学会計画設計賞、グッドデザイ

ン賞など受賞歴多数。

time, and for foreign visitors, a one-of-a-
kind experience that can only be savored 
here is offered away from their daily 
life. This is a “restoration” of the original 
Japanese landscape, which embodies 
deep respect for nature, which also is the 
philosophy of Aman.”

The site was first discovered over 30 years ago by Aman. After the previous owner passed away, the gardens which had 
long been left incomplete and untended were carefully restored over the course of five years. A collection of stand-alone 
pavilions for Arrival, Living (all-day dining available), Dining (Japanese cuisine), and Spa are spread out within the resort 
grounds. Guests can enjoy views of the forest and stream through floor-to-ceiling windows from one of the 24 guest rooms 
in the four Guest Pavilions, or enjoy overlooking oak and cedar trees from one of the two villas, accommodations with two 
bedrooms on a hill. アマンがこの地に注目したのは 30 年以上前。前所有者の死後、未完成のまま長く放置されていた庭を、約
５年かけて修復したという。敷地内にはアライバル棟、リビング棟（オールディダイニング）、レストラン棟（日本料理）、スパ棟
が点在。24 の客室のある４つの宿泊棟は、壁一面の窓から林や小川の景観が楽しめ、それぞれ２ベッドルームを有する２棟のヴィ
ラは、楓や杉の樹木を見下ろす高台に位置する。
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AREA  
at AREA Original Furniture 
エリア at エリア オリジナル ファニチャー

A.PETERSEN
at ACTUS AOYAMA SHOP 
エー・ピーターセン at アクタス・青山店

FRAMA 
at doinel 

フラマ at ドワネル

Outdoor Living HYGGE 
at CARL HANSEN & SØN Flagship Store Tokyo 

Outdoor Living HYGGE at カール・ハンセン
& サン フラックグシップ・ストア東京

Cassina ixc. 
at Cassina ixc. Aoyama shop 

カッシーナ・イクスシー 
at カッシーナ・イクスシー青山本店

Knoll 
at Knoll Japan Showroom  
ノル at ノルジャパンショールーム

Magis 
at MAGIS Tokyo Showroom 

マジス at MAGIS 東京ショールーム

Lloyd’s Antiques Aoyama 
ロイズ・アンティークス 青山

Prospective Landscape: 
A Retrospective. Drawing 
Exhibition ‘Vortex’/ 
Ryoko Ueyama 
at Architect’s House Hall 1F 
上山良子 at 建築家会館 本館 1 階 大ホール

STUDIO BYCOLOR 
at Knoll Japan Showroom  
スタジオバイカラー at ノルジャパンショールーム

RHYTHM CLOCK DESIGN 
AWARD 2019  
at ifs Future Design Laboratory 
RHYTHM 時計デザインアワード 2019 
at ifs 未来研究所

MUNI 
at RATIO &C 

ムニ at レシオアンドシー

Roche Bobois 
at Roche Bobois TOKYO 

ロッシュ ボボア at ロッシュ ボボア トーキョー

ATON / FOUND ATONCOLOR 

at CIBONE Aoyama 
エイトン / FOUND ATONCOLOR at シボネ青山

studioart × SOMA DESIGN 

at B&B Italia Tokyo 
ストゥディオアート × ソマデザイン 
at ビー・アンド・ビー イタリア トウキョウ

Page

Playing With Fire:  
Johnny Chiu & Lovinflame 

at MODERN WORKS Aoyama Store 
(Aoyama Limited Store) 
プレイング ウィズ ファイア：ジョニーチウ & ラヴィンフレーム  
at MODERN WORKS 青山店（Aoyama Limited Store）

GERVASONI 
at GERVASONI TOKYO 
ジェルバーゾーニ at ジェルバゾーニ トーキョー

CONDE HOUSE / Design: Raw-Edges / 
Design: Jin Kuramoto 
at CONDE HOUSE TOKYO SHOP   
カンディハウス / デザイン ロウエッジズ / デザイン 
倉本仁 at カンディハウス東京ショップ

Yu Nagaba  
at VOLVO STUDIO AOYAMA 
長場雄 at ボルボ スタジオ 青山 

Garden of Eden  

at Spiral Garden 
エデンの園 at スパイラルガーデン

Natsuki Takayama  
at Brooks Brothers Aoyama 
高山夏希 at ブルックス ブラザーズ 青山

Miki Sato 
at Création Baumann Tokyo showroom 
佐藤未季 at クリエーションバウマン東京本社ショールーム

DESIGNART FEATURE 1% for Art 
EXHIBITION curated by Design Pier 

at WORLD Kita-Aoyama Bldg. 
DESIGNART FEATURE 1% for Art EXHIBITION 
curated by Design Pier at ワールド北青山ビル

Valcucine × Driade and FontanaArte 

at Valcucine Tokyo 
バルクッチーネ × ドリアデ and フォンタナアルテ 
at バルクッチーネトウキョウ

LEXUS   

at INTERSECT BY LEXUS – TOKYO 

レクサス at インターセクト バイ レクサス

FLEXFORM   

at FLEXFORM TOKYO 

フレックスフォルム at フレックスフォルム トーキョー

Nobuyuki Kitajima 
at call  

北島庸行 at コール

FORMAX  
at estic formax omotesando  

フォルマックス at エスティック フォルマックス 表参道

Artek / Koichi Futatsumata  

at Artek Tokyo Store 
アルテック / 二俣公一 at アルテック東京ストア

Jun Murakoshi x ARAKAWA GRIP  

at TIERS GALLERY 
村越淳 x 荒川技研工業 at ティアーズギャラリー

THE LIST OF EXHIBITORS

page. 37

P41
  

 

P42  

 

  

 
 

 
  

 

  
 

P43  

 
 

 

P44  

 

P45 

  

 

P46 
  

  

P47 

 
 

P49 

P50

P51

P53

P54

P55

P56

P57

P59

P60



raison d’être /  
Wakabayashi Butsugu Mfg.  

at GUM Omotesando 
レゾンデートル / 若林佛具製作所 at GUM 表参道

Kyogen Inc. Shoryu Hatoba, 
Yohji Hatoba 

at NIESSING TOKYO 

京源 / 波戸場 承龍・波戸場 耀次 at ニーシング東京

spinoff Mai Sisikura + Mai Yukihara 

at DS STORE TOKYO 
Spinoff 穴倉麻衣＋雪原舞 at DS STORE 東京

ANREALAGE x  
MOLp™️ by Mitsui Chemicals  

at SPIRAL ESPLANADE 
アンリアレイジ x MOLp® by 三井化学  
at スパイラル エスプラナード

ATSUSHI SHINDO  

at PETIT BATEAU OMOTESANDO 
進藤篤 at プチバトーブティック表参道店

CHRISTIAN BOLTANSKI - 
ANIMITAS II  

at ESPACE LOUIS VUITTON TOKYO 
クリスチャン・ボルタンスキー「ANIMITAS II」
at エスパス ルイ・ヴィトン東京

Masashi Hirao 
at kolor Minamiaoyama  
成勝園 平尾成志 at kolor 南青山

REAL Style  

at REAL Style AOYAMA 
リアルスタイル at リアルスタイル青山店

TGDA•CRITIBA•Nakaniwa Design 
Office / Beyond the simplicity 
at CLASS 
TGDA・CRITIBA・なかにわデザインオフィス / 
Beyond the simplicity at クラス

MADE THOUGHT 

at FRED PERRY SHOP TOKYO 
MADE THOUGHT at フレッドペリーショップ東京

HAY 

at HAY TOKYO 
ヘイ at ヘイトウキョウ

Swiss Design / Made in Japan 

at B-SIDE 
スイス デザイン / メイドイン ジャパン 
at ビーサイド

tupera tupera & Shinsuke 
Yoshitake  

at  Bronze Room J 
ヨシタケシンスケ & tupera tupera 
絵本原画展 at 青銅 Room J

“Blend into life” LOHACO 

Exhibition 2019 

at  BA-TSU ART GALLERY 

暮らしになじむ LOHACO 展 2019 
at バツアートギャラリー
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Koshin Planning  
光伸プランニング

HIROSHI SEO×Chana company  
at Balmy Café 
瀬尾浩司× Chana company 
at バルミーカフェ

MUNI / The Micro Museum  

at MUNI SHOWROOM 
ムニ / ザ マイクロ ミュージアム 

at ムニ ショールーム

bubble lab 

at dotcom space Tokyo 

バブルラボ at ドットコムスペーストウキョウ

NOMLAB   
at dotcom space Tokyo 

NOMLAB at ドットコムスペーストウキョウ

KAXEL 

at WeWork Iceberg 
カクセル at WeWork アイスバーグ

ONFAdd × THINK OF THINGS / 
KOKUYO DESIGN WORKSHOP 
2019 

at THINK OF THINGS 
オンファッド × シンク オブ シングス /  
コクヨデザインワークショップ 2019  
at シンク オブ シングス

fRAum(YOKO FRAKTUR × 
KAZUKI KUMONO)  

at TAKEO KIKUCHI 
フラウム ( ヨウコ フラクチュール × 雲野 
一鮮 )at タケオキクチ

Freedom of driving with your 
instinct Honda R&D Co.,Ltd.× 
Shunji Yamanaka  

at Honda Advanced Design Studio Tokyo 
自動運転から自由運転へ（株）本田技術研究所 

× 山中俊治 at Honda Advanced Design 

Studio Tokyo

Grand Seiko 

at Jing 1F B 
グランドセイコー at Jing 1F B スペース

AFTERL-IFE WORLD 

at DIESEL ART GALLERY 
アフターライフ・ワールド  
at ディーゼル アート ギャラリー

DIESEL LIVING × RENOVERU.  

at DIESEL SHIBUYA 
ディーゼル リビング × リノベる。 

at ディーゼル シブヤ

Shun Kawakami × 
Matsubayashi  

at hotel koé tokyo (3F, private lounge) 
川上シュン × 松林豊斎 at ホテル コエ 
トーキョー (3F、プライベートラウンジ )
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Hideyuki Nakayama •  
Taichi Sunayama  

at UNBUILT TAKEO KIKUCHI 

中山英之・砂山太一 at アンビルト タケオキクチ

Nakano Kizuki / Nishiyama Aika  

at Shibuya Hikarie Creative Space 8/ 
中野築月 / 西山愛香 at 渋谷ヒカリエ 
クリエイティブスペース「8/」

KYOMORI KOHEI 

at TOMORROWLAMD Shibuya Flagship 
Shop /cocoti SHIBUYA 
京森康平 at トゥモローランド 渋谷本店 /
ココチ シブヤ

Have a cup of Japanese tea in 
the Finnish forest.  
at SEMPRE HOME 
フィンランド、白樺とキノコの森で日本茶を。 
at センプレ ホーム

ATSUSHI SHINDO 

at PETIT BATEAU DAIKANYAMA 

進藤 篤 at プチバトーブティック 代官山店

VIVIDEEP 

at DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS 
ビビディープ at 代官山 蔦屋書店

OKURAYAMA STUDIO 

at KASHIYAMA DAIKANYAMA 
大蔵山スタジオ at カシヤマ ダイカンヤマ

Without Fig Leaf, Clothing Was 
Not Born.   

at VIA BUS STOP MUSEUM 
もしもあの時、イチジクの葉がなければ服
は生まれなかった。at ヴィア バス ストップ 
ミュージアム

LIXIL  

at DAIKANYAMA T-SITE GARDEN 
GALLERY 
リクシル at 代官山 T-SITE GARDEN 
GALLERY

DESIGNART GALLERY 
at TENOHA DAIKANYAMA

Beyond molecular weight 
at TENOHA DAIKANYAMA 
Beyond molecular weight 
at TENOHA 代官山

FIL  

at TENOHA DAIKANYAMA 

FIL at TENOHA 代官山

"DECO" by Triple A / Design 
image seat & VONDS RANSEL / 
Atsushi onuma  
at TENOHA DAIKANYAMA 

"DECO"by Triple A / デザインイメージ
シート & VONDS ランセル / 大沼 敦  
at TENOHA 代官山

TIMON  
at TENOHA DAIKANYAMA 
TIMON at TENOHA 代官山 
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HAFT DESIGN 
at TENOHA DAIKANYAMA 
ハフトデザイン 

at TENOHA 代官山

Katsuki Connection 

at TENOHA DAIKANYAMA 
カツキコネクション at TENOHA 代官山

Kosuke Araki  

at TENOHA DAIKANYAMA 
荒木 宏介 at TENOHA 代官山 

TARAMAN+ 

at TENOHA DAIKANYAMA 
タラマンプラス at TENOHA 代官山

TANSAN DESIGN STUDIO  

at TENOHA DAIKANYAMA 

炭酸デザイン室 at TENOHA 代官山

NON-GRID 

at Why Juice? Daikanyama /  
Why Juice? Mini Truck 
ノングリッド at Why Juice? 代官山店 / 
Why Juice? Mini Truck

Aya Sasakura  

at ARFLEX TOKYO 

佐々倉文 at アルフレックス東京

(RE)PICTURE at POST 

レピクチャー at POST

ARKO/Norihiko Terayama/ 
Hiroyuki Nishimura/Ryosuke 
Harashima  

at SOMEWHERE TOKYO 
ARKO/ 寺山紀彦 / 西村浩幸 / 原嶋亮輔 
at サムウェア トーキョー

Mathematics at 
tmh.&L’INTERIEUR 

数学 at ティーエムエイチ. アンド ランテリア

MATERIAL DESIGN EXHIBITION 
2019 
at Material ConneXion Tokyo 
マテリアルデザインエキシビジョン 2019  
at マテリアルコネクション東京

Nature as Metaphor 
at BUNKITSU Roppongi 
隠喩としての自然 at 文喫 六本木

 Kenji Abe, Ao., COOL HUNTING 

at g GIFT AND LIFESTYLE 
阿部憲嗣、アオ、クール・ハンティング 
at ジーギフトライフスタイル

Anonymous art exhibition  

at George Creative Campany,  
ORANGE BRAINERY by ORANGE AND 
PARTNERS 
匿名希望展 at George Creative 
Company, ORANGE BRAINERY by 
ORANGE AND PARTNERS
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team balanco  

at Tokyo Midtown (Roppongi) 
team balanco  
at 東京ミッドタウン ( 六本木 )

Google Design Studio |  
comma  

at 21_21 DESIGN SIGHT Gallery 3 
グーグル デザイン スタジオ | カンマ 
at 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー 3

Perrier-Jouët / Andrea Mancuso 
 (Analogia Project)  

at PERROTIN TOKYO 
ペリエ ジュエ / アンドレア・マンクーゾ 
( アナロジアプロジェクト )at ぺロタン東京

HIKARI no SHITSURAE 

at Embassy of Spain 
HIKARI no SHITSURAE  

〜光と和に佇むスペイン家具〜  
at スペイン大使館

Masayuki Kurokawa / KEX  

at K PLAZA 
黒川雅之 / ケイイーエックス  
at ケイプラザ

Shiota Chiharu: 
The Soul Trembles 
at Mori Art Museum 
塩田千春展 : 魂がふるえる at 森美術館

FUJIFILM DESIGN × AXIS  

at AXIS GALLERY 
FUJIFILM DESIGN × AXIS  

at アクシスギャラリー

Hamid Shahi / HAKUTEN 
CREATIVE / DraadD / M&T 
at AXIS  

Hamid Shahi / HAKUTEN CREATIVE/ 
DraadD / M&T at アクシス

YOKOHAMA MAKERS VILLAGE 
collection 2019 / Hiroaki 
Nishimura 

at AXIS GALLERY 
YOKOHAMA MAKERS VILLAGE 
collection 2019 / 西村ひろあき  
at アクシスギャラリー

Hida Sangyo x Cleanup  

at HIDA TOKYO MIDTOWN 
飛驒産業 × クリナップ 

at HIDA ミッドタウン店

Noritake/propellaheart  

at Odakyu Southern Tower & Odakyu 
Hotel Century Southern Tower 
Noritak/propellaheart  

at 小田急サザンタワー & 
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

Creative Lithuania 
at LIVING DESIGN CENTER OZONE 

クリエイティブ リトアニア

at リビングデザインセンター OZONE
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Young Swedish Design  

at LIVING DESIGN CENTER OZONE 

ヤングスウェディッシュデザイン  
at リビングデザインセンター OZONE

GLASSMART Exhibition  

at AGC Studio 

GLASSMART 展 at AGC Studio

“Invisible Concern” by Ismaïl Bahri 

at GINZA MAISON HERMÈS Le Forum 

「みえないかかわり」イズマイル・バリー展  
at 銀座 メゾン エルメス フォーラム

ten en 

at m851 Ginza 

テン エンat エム・ゼロ・エイト・ファイブ・ワン 銀座店

TOKYO 2021 "un / real engine 
Engineering of Mouming"  
at TODA BUILDING 

TOKYO 2021

「un/real engine 慰霊のエンジニアリング」 
at エム・ゼロ・エイト・ファイブ・ワン 銀座店

Takram / Kotaro Watanabe  

at Morioka Shoten Booksotre 

Takram 渡邉康太郎 at 森岡書店

Bunkamura ~ TORAYA,  
the Principles of Wagashi ~  

at TOKYU PLAZA GINZA 

とらや和菓子の原理展 at 東急プラザ銀座

Damien Hirst × LALIQUE  

at LALIQUE GINZA 

ダミアン・ハースト × ラリック  
at ラリック銀座本店

marumasu 

at marumasu GINZA shop 

マルマス at marumasu GINZA shop

Manu Mobiles 

at Jacadi Paris 

マニュモビールズ at ジャカディ 銀座店

ODS /KOICHIRO ONIKI  

at THE GINZA SPACE 

ODS / 鬼木 孝一郎 at THE GINZA SPACE

HELLO SANDWICH 

at kate spade new york ginza 

ハロー サンドウィッチ  
at ケイト・スペード ニューヨーク 銀座店

HANAKO YOSHIDA  

at TORY BURCH GINZA 

吉田花子 at トリー バーチ銀座店

Jay Chung & Q Takeki Maeda  

at Shiseido Gallery 

ジェイ・チュン & キュウ・タケキ・マエダ  
at 資生堂ギャラリー

Fumihiko Sano  

at Salvatore Ferragamo GINZA FLAGSHIP 

佐野文彦 at サルヴァトーレ フェラガモ 銀座本店
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 EXHIBITORS
 INDEX 

2 度目の開催となる D ES I G N A R T  TO K YO  2 019  では 、 東 京都 心エリアに点在する

ショップ、 ギャラリー、 イベントスペースなど 10 4 に及ぶ会場を舞台に

世界中から集まった多彩なアーティスト／デザイナーが 12 0 を超える展示を行います。

ここからは 、 出展 者の情 報をエリア別にダイジェストでご紹介します。

東 京の街の散 策を楽しみながら、 ぜひお気に入りを見つけてみてください。

In DESIGNART TOKYO 2019, designers and artists from all over the world
gather in the central area of Tokyo, making the 104 venues including
retail shops, galleries and event spaces their showcasing stages.
This section introduces the exhibitors and their venues accordingto their areas. 
Take a stroll in the town and discover your favourite DESIGNART piece.

D E S I G N A R T  T O K YO  2 0 19

出展者インデックス

exhibition dates: 18 - 27th    

AREA
at AREA Original Furniture
エリア at エリア オリジナル ファニチャー

This fall, AREA Tokyo opens new 
store in Paris, France. 
As this Opening Exhibition, we will 
hold an exhibition at AREA Original 
Furniture, which reflects the history 
of AREA from its establishment in 
2003 to the opening of a Paris store.
Some of our signature products 
include an ever-popular “chair 
A-1”, internationally recognized 
“board BRAHMA”, and “stand 
light KUTANI” which represents 
an excellent craftsmanship by 
Japanese artisans. A wide range of 
AREA products will be displayed in 
new AREA store in Paris.address. 

3-2-2 1F/2F Kita-Aoyama,Minato-
ku  港区北青山 3-2-2, 1 階 / 2 階

tel.
+81-(0)3- 6 8 0 4 -5 073

hours.
11:00AM - 8:00PM

今 秋、 フランス・パリに オープンす

る「AREA Tokyo」。 こ の Opening 

Exhibition と し て、2003 年 の 創

業からパリ店オープンまでの AREA

の歴 史を振り返る展 示 会を「AREA 

Original Furniture」にて開催します。

最初に誕生し、現在でも変わらぬ人

気 を 誇 る「chair A-1」 か ら、 海 外

で も 好 評 の 近 年 の 代 表 作「board 

BRAHMA」、熟練の職人による手仕

事が冴え渡る九谷焼のスタンドライト

「stand l ight KUTANI」、 パリ店 で

展示する最新作まで、流行や既成概

念に捕われず、独自の進化を遂げた

AREA の幅 広いアイテムをご紹介し

ます。

www.area-japan.co.jp

8MAP
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page.
優れたキュレーションと創作性で、現在、

デンマーク・コペンハーゲンで注目の

ギャラリーショップ「A.PETERSEN

（エー・ピーターセン）」。デンマークの

多くのデザインに敬意を払いつつ、過

去の優れた技術と新しいデザインが融

合した、誌的かつコンテンポラリーなプ

ロダクトが日本に本格上陸します。

artwork price: jpy110,000 - 1,700,000
exhibition dates: 18th oct - 4th nov   

A.PETERSEN
at ACTUS AOYAMA SHOP
エー・ピーターセン at アクタス・青山店

a. Seizan Bldg. 1F 2-12-28, Kita-
Aoyama, Minato-ku 港区北青山
2-12-28 1F

t. +81-(0)3-5771-3591
h. 11:00AM - 8:00PM   irregular 
holidays

https://www.actus-interior.com/
https://apetersen.dk/en/

"A. Petersen, the curation unit 
who is attracting extensive 
attention in Copenhagen, 
Denmark – their products will be 
launched at DESIGNART TOKYO 
2019. In the products, we can 
see traditional techniques in new 
designs while integrating modern 
technologies. They are on the 
road to responsible for the next 
generation in the Scandinavian 
design world.

ボディケアやオードパルファムをはじめ

るとするアポセカリーコレクション、St. 

Pauls Apothecary Collection の

全ラインナップと、テーブルやスツー

ル、シェルフなどのセレクトした家具を、

「FRAMA」がつくる空間の中でご紹介

します。

price: jpy5,000 -
exhibition dates: 18th oct - 12th nov   event: 18th 7:00PM - 9:00PM

FRAMA
 at doinel
フラマ at ドワネル

a. 3-2-9, Kita-Aoyama, Minato-
ku  港区北青山 3-2-9

t. +81-(0)3-3 470 -5 0 07
h. 12:00PM- 8:00PM  closed on 
wednesday

https://doinel.net/ 
https://framacph.jp/

We introduce Apothecary collection 
and Furnitures collection designed 
by Frama. The St. Pauls Apothecary 
Collection is a line of skin care and 
scent products. Introduced in 2016,
the Apothecary Collection is inspired by 
St. Pauls Apotek - a historic, wood lined 
pharmacy in central Copenhagen first 
established in 1878. 

1908年創業のデンマークの家具メーカー

カール・ハンセン＆サンは、「Outdoor 

Living HYGGE」と題し、日本初公開の

ボーエ・モーエンセンのアウトドア家具と

ハンス J. ウェグナーをはじめデンマーク

の巨匠デザイナー達によるホワイトオイル

仕上げの名作家具を中心に、清々しく温

かみのある“HYGGE”を感じるスタイリン

グ展示を開催します。

artwork price: jpy110,000 - 1,700,000
exhibition dates: 18th oct - 4th nov

Outdoor Living HYGGE
at CARL HANSEN & SØN Flagship Store Tokyo
Outdoor Living HYGGE at カール・ハンセン＆サン フラッグシップ・ストア東京

a. Aoyama Ar t Works 1/2F, 2-5-
10, Jingumae, Shibuya-ku 渋谷
区神宮前 2-5-10 青山アートワークス

1/2F

t. +81-(0)3-5413-5421
h. 11:00AM - 8:00PM (7:00PM 
on weekends & national holiday)

www.carlhansen.com

CARL HANSEN & SØN is founded 
in 1908 with respect and passion for 
quality craftsmanship.
We will hold a special exhibition 
styling “Outdoor Living HYGGE “ 
from Oct. 18 to Nov. 4, This will be the 
first showcase of Børge Morgensen’s 
Outdoor furniture Series along with 
our Danish design masterpieces 
including Hans J. Wegner, Ole 
Wanscher a.s.o. in white oil finish. 
You will discover a refreshing and 
warm “HYGGE” space.

「ALTA MODA － DRESS-UP！」を

テーマに新作展示会を開催します。今年

4 月にミラノで発表された Cassina の

ソファ「DRESS-UP !」等の新作をお

披露目。また、2 階のアートギャラリー

ではガラス作家・家住利男の展覧会を

行います。

artwork price: 2P sofa jpy12,40,000 - 
exhibition dates: 3rd oct - 5th nov

Cassina ixc.
at Cassina ixc. Aoyama shop
カッシーナ・イクスシー at カッシーナ・イクスシー青山本店

a. Unimat Aoyama Bldg, 
2-12-14, Minami-Aoyama, 
Minato-ku 港区南青山 2-12-14 ユニ

マット青山ビル 1,2,3F 
t. +81-(0)3-5474-9001
h. 11:00AM - 7:00PM closed on 
wednesday

https://www.cassina-ixc.jp

The exhibition is entitled 
“ALTA MODA - DRESS-UP!”, 
Cassinas new sofa “DRESS-
UP!” will be launched in Japan. 
At the same time, Cassina ixc. 
is proud to present the glass 
works of Toshio Iezumi in its 
Aoyama Flagship Store's Private 
Gallery“DELL'ARTE". Enjoy the 
artistic works together with 
Cassina's furniture and living 
environment.
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ドイツ人、デザイナー Jerzsy Seymour の

新作「Bureaurama」シリーズを使って仮

想ワーキングスペースをショールーム内に

提案します。会場構成はインテリアスタイ

 リストの川合将人。日本未発表のテーブル・

収納も初披露します。

artwork price: jpy70,000 - 200,000
exhibition dates: 15th oct - 12th nov 

Magis
at MAGIS Tokyo Showroom
マジス at MAGIS 東京ショールーム

a. 1F Aoyama Building, 1-2-3 
Kita-Aoyama, Minato-ku 港区北青
山 1-2-3 青山ビル 1F

t. +81-(0)3-3 4 0 5 - 6 0 51
h. 10:30AM - 7:00PM(- 4:00PM 
last day)  closed on sunday

https://magisjapan.com/

German designer Jerzsy Seymour, with 
his artistic sensibility, can be considered 
a unique presence even within Magis.
The new work "Bureaurama" series 
lands in Japan for the first time.
With the collaboration of the interior 
stylist Kawaito Masato, it will be 
expressed an outlook of the world of 
this new product. 

BAUHAUS（バウハウス）の創設 100

周年を記念して発表された「バルセロ

ナチェア」（世界限定 365 脚）と、「MR

コレクション」のリミテッド・エディショ

ンをお披露目。スペシャルな年を祝し

た特別展示を行います。

artwork price: jpy38,000 - 2,723,000  
exhibition dates: 18 - 27th    event: 24th 6:00PM - 8:00PM 

Knoll
at Knoll Japan Showroom
ノル at ノルジャパンショールーム

a. 1F Aoyama Bldg. 1-2-3 Kita-
Aoyama, Minato-ku 港区北青山
1-2-3 青山ビル 1F

t. +81-(0)3- 6 4 47-5 4 0 5
h. 11:00AM - 7:00PM

https://www.knolljapan.com/

Knoll Japan is pleased to present 
a special exhibition celebrating 
the 100th anniversary of Bauhaus. 
The display unveils a limited 
edition of the Barcelona Chair 
(only 365 pieces available globally) 
and limited-edition pieces from 
the MR Collection.

「ロイズ・アンティークス 青山」は、「THE 

LLOYD'S HOTEL」と題するインスタ

レーションを開催します。ファンタジッ

クなホテルをデザイン。心地よい高揚感

に満ちた空間がイメージの旅へと誘いま

す。ここで出会うのは、創造性ゆたかな

ライフスタイル。あなたのチェックイン

を、お待ちしております。

artwork price: jpy50,000 - 1,500,000
exhibition dates: 18 - 27th

Lloyd’s Antiques Aoyama
ロイズ・アンティークス 青山

a. 3-1-30, Jingumae, Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 3-1-30

t. +81-(0)3-5 413-36 6 6
h. 11:00AM - 7:00PM

https://www.lloyds.co.jp/

<Lloyd's Antiques> will hold an 
installation titled "THE  LLOYD'S 
HOTEL" at the flagship store "Lloyds 
Antiques Aoyama".
Lloyd's Antiques who loves European 
tradition and culture designs fantastic 
hotel, with furniture and interior 
accessories gathered from around the 
world. A space filled with a pleasant 
uplifting feeling invites you to an 
imaginal journey.    

“渦巻きを媒介に天と地が共振するラン

ドスケープ”“さまざまなクリエイティブ

ジャンルを横断し共創することで実現す

るランドスケープ”。ランドスケープデザ

インに一躍を担ってきた上山良子の仕

事を手描きのドローイング展示を中心に

仲間たちとの試行錯誤のプロセスを紹

介。ランドスケープに宿る創造の命を次

世代のクリエイターたちにつなぎます。

exhibition dates: 19 - 26th  event: 23th 6:30PM - 7:30PM

Prospective Landscape: A Retrospective.
Drawing Exhibition ‘Vortex’ / Ryoko Ueyama
at Architect’s House Hall 1F  天と地をつなぐランドスケープ うず展 / 

上山良子 at 建築家会館 本館 1 階 大ホール 

a. 2-3-16, Jingumae, Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 2-3-16

t. +81-(0)3-3 4 01- 6281
h. 12:30PM - 7:00PM

www.ueyamalandscape.co.jp

‘Landscape resonates with  heaven 
and  earth through swirls’, ‘Landscape 
creating a place for public memory’, 
‘Landscape as a collaborative product  
of various creative genres’: An 
exhibition that introduces hand-painted 
drawings by Ryoko Ueyama, who has 
played a major role in pioneering the 
Landscape design in Japan, focusing on 
the process of trial and error depictions 
with colleagues, and linking the life of 
creation in the landscape to the creators 
of the next generation.
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artwork price: jpy3,000 - 300,000
exhibition dates: 18th oct - 2nd nov   event: 26th 3:00PM - 4:00PM

jp.
私たちはＭＡＴＥＲＩＡＬ ＴＡＢＬＥ 「ＫＯＮＯＨＡ」 を

使ったアートワークの展示を通して人々の暮らしや地球へ

の環境負荷の少ないものづくりを考える場をとの想いから

DESIGNART に参加します。

KONOHA は一般的に知られる耐久性の高い透過性樹脂であ

るポリカーボネート樹脂に偏光パールやラメ等を加えた 美麗

な原料着色技術を伝えるためにつくられた素材サンプルで、

曲面による多面体で素材色を見せること、葉脈シボにより微

細な金型形状に追随できること、縁への変厚形状が色のグラ

デーションを表現するなど、一般的な色サンプルではなく技

術の髄を見せた素材サンプルです。今後、さまざまな製造現

場で塗装工程が省かれ CO2 や VOC の削減が期待される可

能性を秘めた素材であり、より多くの方々にこの素材の価値

を伝えるために STUDIO BYCOLOR 秋山かおりにより葉書

の由来である葉をモチーフにデザインされました。（株式会社 

FEEL GOOD CREATION 企画「CMF TOKYO-SENSE」）。

この展示を通して、技術開発が今後のデザインの大事な柱と

なっていくことをこの展示を通して感じていただけましたら幸

いです。

期間中は素材にこだわる茶葉で淹れた紅茶を楽しんでいただ

くアフタヌーンティーイベントを開催予定です（予約不要。た

だし席数に限りがあります。KONOHA の手土産付き）。ドイ

ツデザイン賞 2020ノミネート、アジアデザイン賞 2018メリッ

ト賞。

en.

We will join DESIGNART because we want to have 
a place to think about manufacturing that considers 
the environment and people through the exhibition 
of artwork using MATERIAL TABLE 'KONOHA'. 
It is a material sample made to convey beautiful raw 
material coloring technology by adding polarized 
pearls and lamé to polycarbonate resin, which is a 
commonly known highly durable transparent resin. 
This is not a general color sample but a material 
sample showing the height of technology.
Show the material color with a polyhedron with 
curved surfaces, follow the minute mold shape 
with leaf wrinkles, and change the shape of the 
edges to express the color gradation.  In the future, 
this material has the potential to reduce CO2 and 
VOCs by eliminating the painting process at various 
manufacturing sites, and was designed to convey the 
value of this material to more people. Kaori Akiyama 
of STUDIO BYCOLOR designed the leaves from 
which the postcards were derived as motifs
in CMF SENSE TOKYO (FEEL GOOD CREATION 
Inc. ) We hope you will feel through this exhibition
that material development will be important for 
future design. GermanDesign Award 2020 nominee. 
Won DFA Merit Award 2018.

STUDIO BYCOLOR
at Knoll Japan Showroom
スタジオ バイカラー at ノルジャパンショールーム

address.

1F Aoyama Bldg. 1-2-3,
Kita-Aoyama, Minato-ku
港区北青山 1-2-3 青山ビル 1F

tel.   

+81-(0)3-6447-5405

hours.     

11:00AM - 7:00PM

https://studiobycolor.com/

https://www.m-ep.co.jp/

Photo by Shima Koyama
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exhibition dates: 18 - 27th   event: 19th 4:30PM - 5:30PM

jp.
リズム時計工業株式会社は、創立 70 周年を迎える 2020

年をひかえ、 私たちの歴 史に新たな一歩を刻むために

「RHYTHM 時計デザインアワード」を開催いたしました。

時計は、過去、現在、そして未来を紡ぎ、人々の思い出とと

もに、時を刻み続けるプロダクトです。

生活空間のなかで欠かせない存在である時計は、人々の暮ら

しと密接な関係をもってきました。

そしてクロックは、暮らしの中心にあることで、嬉しかったと

き、楽しかったとき、悲しかったとき……。そのとき、その

瞬間の人々の感情とともに時を刻んでいます。

それは、家族や親しい仲間との思い出を共有し、想起させる、

特別なプロダクトであると考えています。

“時計”というプロダクトの意味を問い直し、今の生活におけ

る新たなクロックのあり方を提案する。

人々に明日の「RHYTHM（リズム）」を刻むために提案され

たデザインアワード受賞作品を展示いたします。

en.

Rhythm Watch Co., Ltd. held the “RHYTHM Clock 
Design Award” to mark a new step in our history in 
2020 as our 70th anniversary.

Clock is the product that keeps spinning the past, 
present & future and ticking with the memories of 
people.
Clock is vital being in the living space and have been 
closely related to people's lives.
Then, clock is at the center of life when you were 
happy, fun, sad ... ticking time with the emotions of 
the people at that moment.
It is special product that shares and recalls memories 
with family and close friends.

We re-examine the meanings of the products “clock” 
and propose a new way of clock in the current life.
We exhibit the design award winning works proposed 
to engrave people's tomorrow's “RHYTHM”.

RHYTHM CLOCK DESIGN AWARD 2019 
at ifs Future Design Laboratory
RHYTHM 時計デザインアワード 2019 at ifs 未来研究所

address.

Itochu Garden 2F, 2-3-1, 
Kita-Aoyama, Minato-ku
港区北青山 2-3-1 Itochu Garden 2 階

tel.   

+81-(0)3-3497-3000

hours.     

11:00AM - 7:00PM ( - 5:00PM last 
day)

https://rhythm.jp

https://compe.japandesign.ne.jp/
rhythm-award/
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artwork price: jpy3,000 - 7,000
exhibition dates: 18 - 27th

exhibition dates: 18 - 27th

MUNI
at RATIO &C
ムニ at レシオアンドシー

Roche Bobois 
at Roche Bobois TOKYO
ロッシュ ボボア at ロッシュ ボボア トーキョー

https://ratio-c.jp/
https://ogk.co.jp/muni/
hilosophy.php

www.roche-bobois.com
www.roche-bobois.jp

Of our MUNI product lineup, we 
will be mainly showcasing cycling 
items planned for release around 
autumn 2019. We look forward to 
providing visitors the opportunity 
to actually hold the products in 
their hands and experience their 
size, usability, unique concept, 
and how the material feels to the 
touch, so that they can picture a 
lifestyle with MUNI.

Ratio & C, a concept shop 
by Bridgestone Cycles, is a 
community & space which 
connects “bicycle” with every 
kind of lifestyle. Now, Ratio & C 
displays Bridgestone developed 
“Air Free Concept” which is the 
technology saving the need of 
inflating a tire. Bridgestone Cycle 
proposes a way of a new mobility 
society.

The Roche Bobois Design Award 
is a biennial competition that seeks 
out talent from around the world 
and offers young designers the 
opportunity to present their skills. 
The award-winning work will be 
made into a real product which 
will be sold through Roche Bobois 
stores worldwide. In Tokyo, which 
became the setting for 2019, 
the event was held for students 
at Musashino Art University, a 
leading art and design university 
in Japan. According to the theme 
“OLD NEW and NEW OLD” given, 
a number of items full of originality 
using traditional materials and 
innovative methods, or innovative 
materials and traditional methods 
were applied. At DESIGNART, we 
will present excellent works of this 
“Roche Bobois Design Award”.

address. 
3-1-26, Jingumae, Shibuya-ku, 
渋谷区神宮前 3-1-26

address. 
1F/2F, 3-35-1, Jingumae,
Shibuya-ku
渋谷区神宮前 3-35-1, 1 階 /2 階

tel.
+81-(0)3- 6 4 3 8 -1971

hours.
WEEKDAY 8:30AM - 7:00PM
(Shop 10:00AM - )
WEEKEND 10:00AM-7:00PM
closed on wednesday

tel.
+81-(0)3- 6 4 59 -270 4

hours.
11:00AM - 8:00PM

「MUNI」のラインナップのなかでも、

2019 年秋頃に発売されるサイクルアイ

テムを中心に出展します。商品を手に

取ってサイズ感や操作方法、素材の触

り心地、ユニークな発想を体感して頂

き、来場者の方に MUNI を手にした後

のライフスタイルを想像できる場を提供

したいと考えております。ブリヂストン

サイクルによるコンセプトショップ「レ

シオ・アンドシー」は、

“自転車と”あらゆるライフスタイルと

をつなぐコミュニティ＆スペース。現在、

ブリヂストンが開発したタイヤの空気充

填を不要とする技術「エアフリーコンセ

プト」を展示中。新たなモビリティ社

会のあり方を提案します。

世界中の優れた才能を発掘することと、

若手デザイナーたちに自身のスキルを

発表する機会を与える目的で 2 年に 1

度行われるコンペティション「Roche 

Bobois Design Award」。 受 賞 作

品 は Roche Bobois に よる 商 品 化

と、世界中の店舗での販売のチャン

スが 与えられるビッグイベントです。

2019 年の開 催 地・東 京では、 日本

を代表する美術・デザイン大学である

武蔵野美術大学の学生が参加。テー

マ「OLD NEW と NEW OLD」に添っ

て、伝統的素材と革新的工法、また

は革新的素材と伝統的工法を用いた

オリジナリティ溢れる応募作品が集ま

り、そのなかから選考が行われまし

た。DESIGNART では、この「Roche 

Bobois Design Award」の優秀作品

をお披露目します。
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exhibition dates: 18 - 27th
event: 18th 7:00PM - 9:00PM

ATON / FOUND ATONCOLOR
at CIBONE Aoyama
エイトン / FOUND ATONCOLOR at シボネ青山

https://www.cibone.com/
https://www.aton-tokyo.com/

At CIBONE Aoyama, we will host 
an exhibition of works from the 
collection archive of fashion 
brand ATON, along with a limited 
edition sales of the brands natural 
dye pile fleece hoodie. They are 
known for their natural dye series 
which has been continuing since 
the start of the brand, dying items 
in the key colors of each AW / SS 
collection. The entire collection 
of ATON’s pile fleece hoodie, 
which is now their signature 
item, will gather at once. During 
this exhibition, 3 limited edition 
colors dyed from plants that can 
be found in the Aoyama area, 
such as roses, rice plants, and 
mulberry, will be available. Do not 
miss this opportunity to feel the 
comfort of ATON, which is their 
result of form / color / material 
combined.

address.
2F 2-27-25 Minami-Aoyama 
Minato-ku
港区南青山 2-27-25

ヒューリック南青山ビル 2F

tel.
+81-(0)3-3 475 - 8 017

hours.
12:00PM - 8:00PM

今回、「CIBONE Aoyama」ではファッ

ションブランド、ATON（エイトン）の「ナ

チュラルダイウラケフーディ」のアーカ

イブコレクションの展示及び限定品の

販売を行います。自分のスタイルを確立

した大人だからこそ着こなせる、そん

なリアル・スタンダードを提案している

ATON。ブランドスタート以来、１年を

通して各シーズンのキーカラーを天然

染料で染めてきたナチュラルダイシリー

ズ。なかでもガーメントウラケフーディ

は、いまや ATON のシグニチュアアイ

テムとなっており、そのアーカイブが一

同に会します。期間中は、桑の葉やバ

ラ、稲など青山にゆかりのある植物か

ら染色した限定色 3 色を販売。ぜひこ

の機会に、素材・色・形などから伝わ

る ATON の心地よさを実感してみてく

ださい。

イタリアンレザーウォールの Studioart

と、ファッション・プロダクト・映像など様々な

デザイン活動を行う SOMA DESIGN が、

モダンファニチャーの最高峰「B&B Italia 

Tokyo」の空間でインスタレーションを展開。

「インテリアに服を着せるようなアプローチ」

をコンセプトにインテリアとファッション

の融合をモザイク画で表現します。

artwork price: jpy100,000 - 300,000 / ㎡
exhibition dates: 18 - 22th  24 - 27th

studioart × SOMA DESIGN 
at B&B Italia Tokyo
ストゥディオアート × ソマ デザイン at ビー・アンド・ビー イタリア トウキョウ

a. 1,3F Aoyama OM-SQUARE, 
2-5-8 Kita-aoyama, Minato-
ku 港区北青山 2-5-8 青山 OM-

SQUARE1F,3F  t. 012 0 -595 -591
h. 11:00AM - 6:00PM closed on 
wednesday

www.bebitalia.co.jp
http://www.ad-collection.
com/studioart.html

Italian Leather Wall Studioart and 
SOMA DESIGN, which conducts 
various design activities such as 
fashion, products, and images, are 
installing in the space of B&B Italia 
Tokyo, the highest peak of modern 
furniture. The fusion of interior and 
fashion is expressed in a mosaic art 
with the concept of “approach to dress 
the interior”.

7MAP
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exhibition dates: 18 - 27th  event: 20th 1:30PM - 3:30PM

jp.
2018 年の DESIGNART TOKYO で高く評価された、紙

を使ったインスタレーション「Happier Cafe」を手がけた

台湾の有名建築家ジョニー・チウ（JC Architecture）が

今年も DESIGNART に戻ってきました。ジョニーは、人

類の文明を引き起こした神秘的な要素である“火”を、受

賞歴のあるブランド、Lovinflame とコラボレートします。

Lovinflame は、10 年をかけて火を調査し、104℃以上で

しか発火しない水溶性、無害の燃料を使用した、本当に安

全できれいに燃える魔法のようなオレンジ色の炎をつくり出

しました。ジョニーは、艶やかな Lovinflame の火を、日

本の精神の象徴である富士山をコンセプトに、リ・デザイン

を試みます。会場は、今年 4 月にオープンし、注目を集め

るフランフランのプレミアムブランド「モダンワークス 青山

店（AOYAMA Limited Store）」。Lovinflame は、 火と

精神との輝かしく新しい体験にあなたを招待します。

en.

After bringing an acclaimed paper-designed 
"Happier Cafe" to DESIGNART 2018, renowned 
Taiwanese architect Johnny Chiu (JC Architecture) 
returns to DESIGNART in 2019 with the mysterious 
element that sparked human civilization -- FIRE. 
Johnny collaborates with the award-winning 
Lovinflame, which spent 10 years exploring fire, 
using a water-soluble, non-toxic fuel that only 
ignites at 104 Celsius, to produce real, safe, clean-
burning, magically orange flames. Johnny will 
attempt to redesign the sensuality of Lovinflame's 
fire into various interpretations of Mount Fuji, a 
symbol of the spirit of Japan.
 
The installation will be on Tokyo's fashionable 
Omotesando boulevard at Francfranc's premium 
brand “MODERN WORKS AOYAMA Limited Store”, 
newly opened in April this year to much acclaim. We 
invite you to come play with fire together and allow 
your senses to experience a glorious redefinition of 
your relationship with fire and spirit.  

address.

C/O Francfranc SQUARE, 3-8-
34 Minami-Aoyama, Minato-
Ku 港区南青山 3-8-34 Francfranc 
SQUARE 内

tel.   

+81-(0)3-5413-4488

hours.     

12:00PM - 8:00PM (sun - thu)
11:00AM - 8:00PM (fri & sat)

https://www.lovinflame.jp/

18MAP Playing With Fire: Johnny Chiu & Lovinflame
at MODERN WORKS Aoyama Store(Aoyama Limited Store)
プレイング ウィズ ファイア：ジョニーチウ & ラヴィンフレーム at MODERN WORKS 青山店（Aoyama Limited Store）
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artwork price: jpy3,500 - 1,100,000
exhibition dates: 18 - 27th  

exhibition dates: 18 - 27th  event: 18th 3:00PM -, 4:00PM -

Our products featuring the new 
series NEXT • SILVER • GRAY 
introduced in April at Salone del 
Mobile.Milano 2019 will be on 
display at GERVASONI TOKYO, 
a directly-managed store of 
GERVASONI JAPAN.
The key material for the new 
collection is aluminum. 
Taking advantage of this 
expressive, accessible, 
transformable, and even recyclable 
beautiful material, Paola Navone 
has created items in a variety of 
forms.
A wide variety of items will be 
exhibited in the fresh and futuristic 
mood created by aluminum. 
Enjoy the world of GERVASONI at 
DESIGNART.

During the DESIGNART TOKYO 
2019, Conde House presents 
two brand new works, developed 
together with globally well-known 
designers. One is a “Japan Creative 
Project” outcome, “Crust” - a 
series of stools and a table. The 
collaboration of design by Raw-
Edges and craftsmanship by Conde 
House received a lot of attention 
at Milan Design Week in April 
this year. Another one is a dining 
series born from collaboration 
with Jin Kuramoto. The two years 
of our active discussions and 
trials resulted in a chair with an 
encompassing seat where craft 
techniques stand out, and a 
Hokkaido-oak round table with a 
characteristic center leg.

GERVASONI
at GERVASONI TOKYO
ジェルバゾーニ at ジェルバゾーニ トーキョー

CONDE HOUSE / Design: Raw-Edges / Design: Jin Kuramoto
at CONDE HOUSE TOKYO SHOP
カンディハウス / デザイン ロウエッジズ / デザイン 倉本仁 at カンディハウス東京ショップ

address. 
6-8-8, Minami-Aoyama, Minato-
ku 港区南青山 6-8-8

address. 
Uchida Building 1F and 2F 5-4-
46 Minami-Aoyama Minato-ku
港区南青山 5-4-46 内田ビル 1F・2F

tel.
+81-(0)3-6418-5764

hours.  
11:00AM - 7:00PM   closed on 
wednesday

tel.
+81-(0)3-5931-1188

hours.  
11:00AM - 6:30PM   closed on 
wednesday (excluding holidays)

http://omobito.jp/
http://gervasoni.jp/

www.condehouse.co.jp/
www.raw-edges.com/
www.jinkuramoto.com/

2019 年 4 月の国際家具見本市「ミラ

ノサローネ」で発 表された「NEXT・

SILVER・GRAY」シリーズの新作を

中心に、ジェルバゾーニジャパン直営

店・「ジェルバゾーニトーキョー」にて

展示いたします。新作コレクションの

鍵となる素材は、アルミニウムです。

この美しい素材の、加工しやすく、表

情豊かで、どこにでもあり、リサイク

ルもできるという性質を活かして、パ

オラ・ナヴォーネがさまざまなフォル

ムのアイテムを 生み出しました。 素

材が放つフレッシュでフューチャリス

ティックなムードとともに多種多様なア

イテムをご覧い頂けます。この機会に

ぜひジェルバゾーニの世界観をご堪能

ください。

DESIGNART TOKYO 2019 では、

世界で活躍するデザイナーとともに開発

したふたつの最新作を発表いたします。

ひとつは「ジャパンクリエイティブ プロ

ジェクト」から生まれたスツールとテー

ブル「Crust（クラスト）」。デザイナー、

「Raw-Edges（ロウ - エッジズ）」のアイ

デアとカンディハウスの技術が融合した

新作は、4 月のミラノデザインウィーク

でお披露目し、反響を呼びました。もう

ひとつはデザイナー倉本仁と取り組んだ

新ダイニングアイテムです。２年に渡り

アイデアを出し合って試作を繰り返し、

工芸的な印象を与えつつ包容力のある

シェルタイプの椅子が誕生しました。北

海道産ナラ材の天板を特徴的な中央脚

で支える丸テーブルにもご注目ください。

Design: Jin Kuramoto
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exhibition dates: 18 - 31th   

jp.
DESIGNART の期間に合わせ、イラストレーター・アーティ

ストとして活動する長場雄のインスタレーションが「VOLVO 

STUDIO AOYAMA」で開催されます。普段は車のショー

ルームとして機能しているエリアに大型のインスタレーショ

ンを設置する本展示では、VOLVO の車体と長場の作品を

風景として共存させることがアイディアベースとなっており、

作品の支持体としてアクリルが選ばれました。

アクリルに描かれたペインティングと VOLVO の車体がレイ

ヤーとして重なり合い、各々だけではつくり出されることの

なかったストーリーが生み出される空間となっています。ア

クリルを支えるのは木で組まれたモジュール様の構築物。

車体の四方を取り囲む構築物は、面ではなく線で構成され、

アクリルをはめる位置によって様々な表情をみせます。長

場の作品と同様、ミニマルな構成で設計された本インスタ

レーションは、作品と車体が同居した環境に見る人を導き

ます。

また、スタジオにある大型モニターでは、長場とアニメー

ターの共作によるアニメーションを放映します。車体ととも

に流れる風景を表現した本アニメーションとともにインスタ

レーションをご覧いただけます。長場の過去の作品として

は最大規模となる本展示をお楽しみください。

en.

For the duration of the DESIGNART event, an 
installation by illustrator and artist Yu Nagaba will be 
held at VOLVO STUDIO AOYAMA.
In this exhibition, which contains a large installation 
in an area normally used as a car showroom, the 
vision is to fuse VOLVO's car designs and Nagaba's 
works as module landscapes, with acrylic being 
chosen as the material for the art. Illustrations are 
drawn on acrylic surrounding the VOLVO car, and 
by creating overlapping layers and modules they 
give birth to different landscapes that each tells 
a different story. The acrylic itself is supported 
by a modular four-sided structure made of wood 
and when surrounding the car it enables different 
expressions depending on where the acrylic is fitted. 
Inspired by Nagaba's art style, this installation is 
designed in a minimalistic style, presenting the 
viewer to an environment where art and car design 
meet. In addition, animations created in collaboration 
with Nagaba and animators will be shown at the 
venue on a large screen monitor. We invite you to 
see the art of Yu Nagaba fused with car design and 
displayed in new exciting ways, on a large scale not 
previously seen.

Yu Nagaba
at VOLVO STUDIO AOYAMA
長場雄 at ボルボ スタジオ 青山

address.

3-3-11, Kita-Aoyama, Minato-ku
港区北青山 3-3-11 

tel.   

+81-(0)3-6896-1141

hours.     

10:00AM - 6:00PM
(Show room / Cafe)
6:00PM - 10:00PM
(Champagne • bar)

volvocars.jp/aoyama
www.nagaba.com/
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exhibition dates: 18 - 27th  event: 26th

address.

 5-6-23 Minami-Aoyama,
Minato-ku
港区南青山 5-6-23

tel.   

+81-(0)3-3 4 9 8 -1171

hours.     

11:00AM - 8:00PM

http://jp.jdw.co.il/

jp.
青山の「スパイラル」を会場とする「エデンの園」は、自然・

文化・テクノロジー・神話の間に生まれる緊張関係を起点に、

死海の“塩”と、農業革命や現代生活を象徴する“ 麦 ”と

いう、 イスラエルの資源にまつわるふたつの 神話の出合いを

表現しています。 生と死、 そして人間の営みが、まるでエデ

ンの園のように、 想像することのみ許され、決して立ち入る

ことのできない秘密の園に隠されています。その展示空間は、

東京にある YSLAarchitects と早稲田大学建築学科山村健

研究室の協力によってデザインされています。

神楽坂の「AYUMI GALLERY」の庭に登場するインスタレー

ションでは、音・香り・景色の断片からエルサレム を垣間見

ることができます。この展示は、DESIGNART TOKYO を

起点に、１年間かけて変化を続け、四季 や昼夜を通じて楽

しむことができます。エルサレムと東京という、ふたつの都

市をつなぐのは、それぞれの場所 で響き合う土と光、植物

の香りによって語られる物語であり、樹下に生まれた「聖な

る地」は、かたちに囚われない“エルサレムの精神”を伝え

ています。

詳しくは JDW ウェブサイトをご覧ください。

en.

Each year JDW focuses its attention on a central theme 
that looks at the unique socio-cultural landscape as a 
living laboratory to explore urgent global issues, with 
the belief that design must respond to such issues. 
The exhibition of Jerusalem design Week on show 
at Spiral Tokyo leads the visitors through a series of 
projects which are birthed from the tension between 
a local perspective on nature, culture, technology and 
myth, in different ratios, sometimes blatantly Israeli, 
sometimes almost estranged. The visitors journey 
ends in the garden, where two local myths of its 
resources meet: the morbid presence of the salt of the 
Dead Sea, and Wheat, first cultivated in the region, a 
generator of the agricultural revolution and modern 
life. In the meeting point between the myths of life and 
death, architectural interpretations of local flowers 
are hidden in secret private gardens, which, like the 
original garden, can only be imagined, but are barred 
from entry. In addition to the exhibition at Spiral, JDW 
will introduce a new installation at Ayumi Gallery in 
Kagurazaka. For more information, please visit JDW 
website. 

Garden of Eden
at Spiral Garden
エデンの園 at スパイラルガーデン

31MAP

OMOTESANDO

O
M

O
TE

S
A

N
D

O

page. 53

Photo : Gal Sharir and Idan Sidi



artwork price: jpy200,000 - 2,000,000
exhibition dates: 18 - 27th  event:18th 5:00PM - 9:30PM

BROOKS BROTHERS, which 
has a history stretching back 
over 200 years, undertakes a 
collaboration with an up-and-
coming contemporary artist 
Natsuki Takayama. With its strong 
traditions of high quality products 
and service, Brooks Brothers has 
become a brand patronized across 
generations. Takayama uses a 
unique painting method layering 
colors with acrylic paint to express 
the memories that dwell in clothes 
through depictions of people 
and land. Held at the BROOKS 
BROTHERS Aoyama Store, 
celebrating its 40 years anniversary 
in Japan, this fusion of the classic 
and the avant_garde is not to be 
missed.

Natsuki Takayama
at Brooks Brothers Aoyama
高山夏希 at ブルックス ブラザーズ 青山

address.
3-5-6, Kita-Aoyama, Minato-ku 
港区北青山 3-5-6

tel.
+81-(0)3-3404-4295

hours.
11:00AM - 7:30PM(first day - 
9:30PM)

www.brooksbrothers.co.jp/
www.natsukitakayama.com/

今年、日本上陸 40 周年を迎えるブルッ

クス ブラザーズと、新進気鋭の現代

美術家である高山夏希が初コラボレー

ション。創立以来 200 年以上の歴史の

なかで絶えず革新的な製品やサービス

を提供し、何世代にもわたり歴代米大

統領をはじめとする顧客に愛され続け

てきたブルックス ブラザーズ。その伝

統を、人物や動物をモチーフに幾重に

も色彩を積み重ねた凹凸のある質感を

特徴とし、世界の包括的な捉え方を提

示する高山夏希が紐解きながら、衣服

に棲みつく記憶をアートとして表現しま

す。日本初の旗艦店である「ブルック

ス ブラザーズ 青山」にて、伝統と革新、

クラシックとアヴァンギャルドが融合す

る世界観をお楽しみください。

exhibition dates: - 2020 spring

Création Baumann Showroom 
Tokyo is characterized by its 
narrow shape. Taking advantage of 
the space, the layout was designed 
to change its appearance as the 
visitor walks down. The display 
also highlights the high-quality 
fabrics of Création Baumann, 
a Switzerland-based textile 
manufacturer with the concept of 
breaking away from the set idea of 
curtains “placed by the windows.”
For an eye-catching entrance, a 
decorative curtain made of soft 
and colorful handwoven laces is 
displayed. Utilizing the oval rail 
around the meeting table in the 
center, a partition sways softly 
like an airy gathered skirt. Both 
curtains leave room for the line of 
sight to look deeper into the space, 
to feel the unconstrained depth of 
the unique, elongated space.

Miki Sato
at Création Baumann Tokyo showroom
佐藤未季 at クリエーションバウマン東京本社ショールーム

address.
6-3-3, Minami-Aoyama Minato-
ku 港区南青山 6-3-3

tel.
+81-(0)3-5778-9947

hours.
10:00AM - 6:00PM closed on 
wednesday & national holiday 

https://www.creationbaumann.jp
https://www.talkingaboutcurtains.com/

クリエーションバウマンショールーム

は、間口の割に奥行きの深い矩形の平

面が特徴的なため、入口から進むごと

に見え方が変わるよう全体のレイアウ

トを検討しました。その際“窓辺に設

置される”というカーテンの一般的な

印象を取り払った「自由なカーテン」と

いうコンセプトのもと、スイスに本社を

置くテキスタイルメーカー、Création 

Baumann の上質な生地を最大限に活

かすことにも留意しています。入口には

目を惹くアートカーテンが必要と考え、

色彩豊かな柔らかいレースを、ネット

カーテンに手作業で編み込んでいます。 

中央に置かれた商談テーブルには、既

存のレールが楕円形に配置されている

ため、その形状を活かし、微かな気流

でふわりとエレガントに揺れる、ギャ

ザースカートのようなパーテーションを

考えています。どちらのカーテンも視

線が部分的に抜ける構成とし、特徴的

な鰻の寝床空間の、伸びやかな奥行き

を感じられるようになっています。
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exhibition dates: 18 - 27th  event: 18th 7:00PM - 9:00PM   

jp.
Design Pier は DESIGNART TOKYO とのコラボレー

ションにより、「1％ for Art」のプログラムとアジア各国の

デザインスタジオによる非常に創造的なデザインオブジェク

トのダイバーを展示します。

展覧会は、アジアを起源とする代替デザインの考え方に

よって引き起こされる、国際的なデザインの変化を反映し

た対話を提案します。

以前はアジアのデザインは保守的でリスク回避的でしたが、

新しい世代は独自のデザイン思考を再発明し、再発見し、

課すことに飢えています。

新しいアジアのデザイナーは、誇らしげに彼らの伝統を受

け入れ、大胆にオブジェクトに変換します。彼らの作品は

それぞれの文化の強い印を示しています。

同時に、西洋のデザイナーは単純な模倣に留まらず、アジ

アのさまざまなデザイントレンドの哲学と態度を純粋に統

合するか、アジアのデザイナーと協力しながら新しいデザ

イン思考に影響を与えます。

出展者 : A Space, Alvin T, Apical Reform, Bingqui 

Lee, Coalesce, Gabriel Tan, H220430, Hans Tan, 

Jarrod Lim, Jatra, Karina Sukar, Masaya - Apiwat 

Chitapanya, Nissa Kinzhalina, Shigeki Yamamoto, 

Studio Juju, Teerapoj Teeropas, Tiffany Loy, Vu 

Hoang Anh

en.

Design Pier proudly partners with DESIGNART 
TOKYO to curate and organize the Design Week’s 
main event joining the 1% for Art program and 
presenting a divers array of highly creative design 
objects by design studios from the Asian continent. 
The exhibition proposes a dialogue that reflects on 
the changes in international design, provoked by an 
alternative design thinking originating in Asia. 
While design in Asia used to be conservative and 
risk averse, the new generation has a hunger for 
reinventing, rediscovering and imposing its own 
unique design thinking. 
New Asian designers proudly embrace their 
traditions and boldly transform it into objects. 
Their works show strong marks of their respective 
cultures. 
At the same time Western designers go beyond 
simple imitation and they genuinely integrate the 
philosophy and the attitude of different design 
trends in Asia or influence a new design thinking 
while collaborating with Asian designers. 

Exhibitors: A Space, Alvin T, Apical Reform, Bingqui 
Lee, Coalesce, Gabriel Tan, H220430, Hans Tan, 
Jarrod Lim, Jatra, Karina Sukar, Masaya - Apiwat 
Chitapanya, Nissa Kinzhalina, Shigeki Yamamoto, 
Studio Juju, Teerapoj Teeropas, Tiffany Loy, Vu 
Hoang Anh

address.

3-5-10 Kitaaoyama, Minato-ku
港区北青山 3-5-10

hours.     

10:00AM - 6:00PM

www.designpier.co

DESIGNART FEATURE
1% for Art EXHIBITION curated by Design Pier
at WORLD Kita-Aoyama Bldg.

20MAP
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exhibition dates: 18 - 27th

Valcucine × Driade and FontanaArte
at Valcucine Tokyo
バルクッチーネ × ドリアデ and フォンタナアルテ at バルクッチーネトウキョウ

valcucinetokyo.jp
www.valcucine.com/

The avant-garde works by the 
eminent designers in the world, 
such as Naoto Fukasawa, Tokujin 
Yoshioka and Philippe Stark, from 
Driade – one of the finest furniture 
brands in Italy – will be exhibited 
by Valcucine Tokyo. Almost 
works can be tried and the order 
is also being accepted. The most 
remarkable in this event is “ Miss 
Lacy 50th annivesary model ( 50 
pcs. limited ) ,“ which is the only 
one of them existing in Japan. In 
addition, the contemporary works 
by FontanaArte – the long-standing 
lighting brand established by the 
representative architect in Italy,
Gio Ponti – also will be exhibited.

address. 
4-1-12 Minami-Aoyama, Minato-
ku,  港区南青山 4-1-12 コンフォリア南
青山 1 階

tel.
+81-(0)3-3 810 -2555

hours.
 11:00AM - 7:30PM (Irregular 
during the Exhibition)

深澤直人、吉岡徳仁、フィリップ・ス

タルクといった世界的デザイナーが、イ

タリアが誇るアヴァンギャルドデザイン

の最高峰家具ブランド、ドリアデとコラ

ボレーションして生み出した前衛的な

作品の数々を「Valcucine Tokyo」に

て一挙に展示します。展示品の多くは

実際に触れたり座ることもでき、注文

購入も可能。さらに、世界で 50 台、

日本には 1 台しか存在しないフィリップ

・スタルクの「Miss Lacy」50 周年記

念モデルも期間限定で展示します。ま

た、イタリアを代表する建築家ジオ・

ポンティが設立した老舗照明ブランド、

FontanaArte のコンテンポラリーな作

品の数々が空間に華を添えます。

16MAP
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www.intersect-by-lexus.com/
tokyo
https://lexus.jp/

exhibition dates: 1 - 31th

INTERSECT BY LEXUS is the hub for 
progressive people, the city and cars 
to connect, inspired by the LEXUS 
brand vision. It is located in Aoyama, 
the Tokyo neighborhood renowned 
for its pioneering design, fashion, art, 
music, and technology. 
We hope you experience this 
atmosphere full of fun and excitement. 
INTERSECT BY LEXUS was designed 
by renowned interior designer 
Masamichi Katayama, founder of the 
interior design firm Wonderwall Inc.
Coil Bench by the acclaimed designer 
Tim Miller was originally  featured in 
the Public Gallery at INTERSECT BY 
LEXUS –NYC.  
Coil Bench is on display at INTERSECT 
BY LEXUS - TOKYO during the period.

LEXUS
at INTERSECT BY LEXUS - TOKYO
レクサス at インターセクト・バイ・レクサス トーキョー

address. 
4-21-26, Minami-Aoyama
Minato-ku
港区南青山 4-21-26

tel.
+81-(0)3-6447-1540
hours.
9:00AM - 11:00PM(1F Cafe and 
Garage) 11:00AM - 11:00PM
(2F Bistro)  irregular holidays

“都市とつながり、人と人、人とクル

マ が INTERSECT（ 交 差 ） す る 場

所”がコンセプトのレクサスのブラン

ド体感スペース。食事、デザイン、家

具、 音 楽、 香り。 空 間 の すべ てが、

LEXUS ブランドを表現しています。2

階へ上がる階段の壁面には、本物の

カーパーツでつくられた真っ白なアー

ト作品「パーツウォール」が移動する

時間も楽しませてくれます。ミニカー

溢 れ るトイレなど 遊 び 心 満 載 で す。

INTERSECT BY LEXUS のデザイン

は、Wonderwall Inc. 片山正通が担

当。デザイナーとして評価の高いティ

ム・ミラーによる「コイルベンチ」は

ニューヨークにあるインターセクトバイ

レクサスのギャラリーで展示されてい

たものです。期間中、このベンチを東

京のインターセクトバイレクサスで展示

しております。
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exhibition dates: 18 - 27th

Nobuyuki Kitajima
at call
北島庸行 at コール

a. SPIR AL5F, 5-6-23 Minami-
Aoyama Minato-ku 港区南青山
5-6-23 SPIRAL 5F

t. +81-(0)36 825 -373 3
h. 11:00AM - 8:00PM

http://www.kitajimanobuyuki.com

http://www.kitajimanobuyuki.com/
blog/

Carving a big tree dynamically 
and deeply, or carving a thin tree 
delicately and gently – both represent 
the true charm of woodworking.
Please observe the finished 
appearance of different type of 
chairs, and gently touch the wood 
surfaces. We hope that you will think 
that “wood is nice.”  We are waiting 
for you at “call”, our store for a 
comfortable life, presented by minä 
perhonen.

22MAP

Antonio Citterio が紡ぎ出すフレック

スフォルムのエレガント＆モダンな世界

観を存分に感じられるフラッグシップス

トア。実際に至福の掛け心地などを体

験することもできます。

exhibition dates:  mid oct -

FLEXFORM
at FLEXFORM TOKYO
フレックスフォルム at フレックスフォルム トーキョー

a. 6-11-1,Minami-Aoyama, Minato-
ku  港区南青山 6-11-1  

t. +81-(0)3- 6 418 -559 0  
h. 11:00AM - 7:00PM   closed on 
wednesday, excluding holidays

www.flexform.jp

Flagship store in Tokyo is 
coordinated by Antonio Citterio with 
timeless elegance & Italian modern.  
The place designed offer visitors 
bilessful confort experience.

35MAP

artwork price: jpy145,000-893,000 
exhibition dates: 18 - 27th 

Motomi Kawakami has designed 
new sofa “LICRA”. A sofa with a 
soft backrest cushion that can be 
reclined. The low-volume sofa has 
many variations and can create a 
relaxing living. The low designed 
sofa units make wider living space.

FORMAX
at estic formax omotesando
フォルマックス at エスティック フォルマックス 表参道

address. 
4-10-4, Jingumae, Shibuya-ku
渋谷区神宮前 4-10-4

tel.
+81-(0)3-5786-2556

hours.
10:30AM - 7:00PM   closed on 
wednesday, 

www.estic-jp.com

川 上 元 美 デ ザ イ ン の 新 作 ソ フ ァ

「LICRA ／リクラ 」。床台にリクライ

ニングのできるソフトな背もたれクッ

ションを備えたソファです。量感を抑

えたライト感覚のソファは多様なバリ

エーションを有し、寛ぎのあるリビン

グを演出することができます。低く抑

えたバランスにより、目線上部の空間

が広く感じられます。

大きな木を力強く深く削る、細い木を

繊細に優しく削る、どちらも木工制作

では醍醐味となります。異なるタイプの

椅子の仕上がった表情をご覧ください。

木肌に優しく触れてみてください。“木

はいいな”と感じて頂ければ幸いです。

minä perhonen が提案する心地よい

暮らしのための店、「call」にてお待ち

しています。
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exhibition dates:  16th oct -18th nov
event: 26th 5:00PM - 6:00PM

address.

5-9-20 Jingumae,Shibuya-ku
渋谷区神宮前 5-9-20

tel.   

+81-(0)3- 6 427- 6 615

hours.     

11:00AM - 8:00PM
closed on tuesday

www.artek.fi
www.futatsumata.com
www.casereal.com

jp.
「Artek Tokyo Store」では、「Landscape of Design」の

テーマのもと、空間・プロダクトデザイナー・二俣公一によ 

る新作 ｢キウル ベンチ｣ の発表と、そのデザインの原点を

巡る展示・トークイベントを行います。キウル ベンチは、

2019 年 4 月、ミラノデザインウィークにて、フィンランド 

と日本の外交樹立 100 周年を祝うアルテックの ｢FIN/JPN 

フレンドシップ コレクション｣ のひとつとして発表されまし

た。“キウル”はフィンランド語で“桶”を意味する言葉です。

広大な自然にその身を委ねて、体や心を清め、さらに第三

者のコミュニケーションを生む、サウナと温泉という公衆浴

場の文化に見る両国の繋がり、それがデザインの出発点と

なりました。Artek Tokyo Store では、写真家 津田直に

よるフィンランドの雄大な自然を映し出す写真を背景に、キ

ウルベンチの原点を巡るウィンドウディスプレイを展開、そ

して地下 1 階では、暮らしにおける使い方のヒントを展示し

ます。10/26( 土 ) には二俣公一のトークも。デザインの背

景に広がる果てしない Landscape を感じに、ぜひ足をお

運びください。

en.

Artek is set to launch the new “Kiulu Bench” designed 
by Koichi Futatsumata at Artek Tokyo Store. Under 
the theme “Landscape of Design”, the store will host 
an installation and a talk event by the designer. Kiulu 
Bench was announced in April at Milan Design Week 
as part of the FIN/JPN Friendship Collection, which 
celebrates the 100-year anniversary of diplomatic 
relations between Finland and Japan. “Kiulu” is a 
Finnish word referring to a cylindrically shaped bucket, 
traditionally used in public baths of both countries. As 
both social nexus and cleansing ritual, public baths are 
deeply embedded in the cultural landscapes of both 
Finland and Japan, and this connection is taken as the 
designer’s starting point. 
Artek Tokyo Store features a window covering the 
origins of the Kiulu Bench with a backdrop of Finnish 
natural landscapes taken by photographer Nao Tsuda, 
as well as a store display of hints on how to use the 
Kiulu Bench in everyday life. Koichi Futatsumata will 
also give a talk on October 26 (Sat). Please come and 
enjoy the installation of "Landscape of Design".

Artek / Koichi Futatsumata
at Artek Tokyo Store
アルテック / 二俣公一 at アルテック東京ストア
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exhibition dates: 18 - 27th
event: 21th 6:00PM - 9:00PM @IWAI OMOTESANDO  

raison d’être / Wakabayashi Butsugu Mfg.
at GUM Omotesando
レゾンデートル / 若林佛具製作所 at GUM 表参道

address. 
GUM OMOTESANDO  3-10-25, 
Kita-Aoyama, Minato-ku
港区北青山 3-10-25

tel.
+81-(0)75-371-3131

hours.
11:00AM - 7:00PM
(- 2:00PM 21th,- 5:00PM last 
day)https://www.wakabayashi.

co.jp/

「raison d’être（レゾンデートル）= 
存在意義」京都にて創業 190 年の歴

史を持つ京仏壇・京仏具メーカー「若

林佛具製作所」が行う新たなプロジェ

クト。所有されるご家族と故人のため

にあるパーソナライズ（受注生産）さ

れた新しい仏壇。

仏壇の側面である、家具として家に配

置する物、寺院をミニチュア化した建

造物、祈りの対象としてのオブジェの

３つのアイデンティティを抜き出し、そ

れぞれをプロダクトデザイナー、建築

家、アーティストとともに再構成を行

い、職人の手による伝統工芸の技術を

もってコレクション化しております。

1ｓｔコレクションでは、板坂諭、倉本仁、

永 山祐 子、 名和 晃 平、 橋 本夕紀 夫、

眞城成男（50 音順）の 6 組のクリエイ

ターとともにそれぞれの視点で捉えた

仏壇の在り方と工芸技術の表現をご提

案します。

This exhibition is the latest 
project by Wakabayashi Butsugu 
Mfg., an established Buddhist 
altar and furnishings maker from 
Kyoto with 190 years of history. 
It is a new kind of Buddhist altar, 
personalized and made-to-order 
for the family and the departed. 
Together with product designers, 
architects, and artists, we have 
reimagined the altar by drawing 
on its three aspects- as a piece 
of furniture in homes, as a 
miniaturized temple structure, 
and as an object of prayer. 
Through the traditional craft of 
skilled artisans, we have created a 
collection of modern altars.
For this first collection we worked 
with six groups of creators to bring 
new perspectives to Buddhist 
altars and the expression of craft.

artwork price: jpy10,000-1,00,000 
exhibition dates: 18 - 27th   event: 18th 6:00PM - 9:00PM

“TIERS GALLERY” will hold the first 
solo exhibition by Jun Murakoshi. 
The exhibits include “Equilibrium” 
that was shown in “Ventura Future” 
during Milan Design Week 2019 
and “Experimental Creations”, 
DESIGNART 2018.
There is a captivating and subtle 
beauty in the extension of an 
elongated fine line that withstands 
gravity. “Equilibrium” is an 
experimental attempt to establish 
a line as an individual product. 
Created irregularly formed random 
lines using connected units and 
balanced out the tensile strength 
achieved by Arakawa Grips and 
wires with the compressive 
strength of units in a perpendicular 
direction. Through this process, a 
delicate appearance of enduring 
gravity emerges.

Jun Murakoshi x ARAKAWA GRIP
at TIERS GALLERY
村越淳 x 荒川技研工業 at ティアーズギャラリー

address. 
5-7-12, Jingumae, Shibuya-ku
渋谷区神宮前 5-7-12

tel.
+81-(0)3-5774-8190

hours.
12:00PM - 8:00PM
10:00AM - 8:00PM (saturday 
sunday)https://www.arakawagrip.co.jp/

https://junmurakoshi.com

昨年の DESIGNART「Experimental 

Creations」、 ならびにミラノデザイ

ンウィーク「Ventura Future 2019」

で発表した「Equilibrium」のインス

タレーション展示を中心に、村越淳の

初個展を開催します。

「Equilibrium」は、連なった中空の

ユニットにワイヤーを通し、両端を荒

川技研工 業の製 品「 アラカワグリッ

プ」で締めることで、ランダムに曲が

りくねった 1 本の長い線状の形態をつ

くり上げることができるシステムです。

グリップを介してワイヤーの引張応力

とユニットの圧縮応力が均衡して存在

し、独特な緊張感を生み出します。ア

ラカワグリップがあることで成り立つ

プロダクト・インスタレーションです。
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exhibition dates: 18 - 27th   
event: 18th 6:30PM - 

address.

5-9-10, Minami-Aoyama ,
Minato-ku 港区南青山 5-9-10
サンク青山 1 階

tel.   

+81-(0)3-3 4 9 9 -18 6 8

hours.     

11:00AM - 7:30PM

niessing.jp
www.kyogen-kamon.com

jp.
ドイツのモダン ジュエラー、ニーシングは、ルーツである

バウハウス１００周年を記念して、日本伝統の家紋職人であ

りデザイナーである波戸場承龍（紋章上繪師 京源三代目と

耀次氏（紋章上絵師 京源四代目）とコラボレーションいた

します。円と線を組み合わせ描く江戸の技術とデジタル技

術を融合し、生み出された波戸場のデザインは、森羅万象

を削ぎ落して本質だけを表現しています。それはまさにニー

シングも体現する、バウハウスの求めた、余計な装飾を排

除した、シンプルで機能的な美しさと同意といえます。今回、

コラボレーションした作品は、大きくふたつ。まず、波戸

場は、ニーシングリング40 周年を記念した３Dトリックアー

トを考案。551 個のボールを１４７本のチェーンで吊るし、

一方向からは「ニーシングリング」、見る方向を９０度変える

と「１９７９」に見える作品をつくり出しました。また、ニー

シング×波戸場承龍コラボ商品「Tattoo Bracelet」は、

日本の伝統的な文様「麻の葉」をモチーフにデザイン。麻

は生命力がとても高く、模様そのものに邪気を払う力があ

ると信じられ、聖なる植物として祀られてきた歴史があり、

麻の葉の文様は、厄除け・魔除けとして使われてきました。

生まれた国も時代も違えども、目指す美しさに親和性があ

る、ニーシングと京源、両者から創造されるアートワーク

をぜひご注目ください。

en.

Niessing, a modern German jeweler, is celebrating 
the 100th anniversary of its Bauhaus roots by 
collaborating with traditional Japanese family crest 
artisans and designers Shoryu and Yohji Hatoba 
(third- and fourth-generation Kyogen artisans of 
family crest design and painting). Their designs 
fuse the circles and lines characteristic of Edo 
craftsmanship with digital technology, chipping away 
at everything until only the purest essence remains. 
This stripping away of all superfluous elements to 
reveal simple, functional beauty is very similar to that 
embodied by Niessing and extolled by the Bauhaus. 
The collaboration features two main works. The 
first is a 3D trick art designed by the Hatobas to 
commemorate the 40th anniversary of the Niessing 
Ring. With 551 balls suspended from 147 chains, the 
words “Niessing Ring” visible from an angle turns into 
“1979” when rotated 90 degrees. The second is the 
“Tattoo Bracelet,” a Niessing-Hatoba collaborative 
creation featuring the traditional Japanese hemp leaf 
motif. The vigorous hemp has been worshiped as a 
sacred plant throughout Japan’s history. Hemp leaf 
patterns are believed to have the power to ward off 
evil and have been used in charms to guard against 
misfortune and danger.
Though born in different countries and eras,
Niessing and Kyogen share an affinity for the same 
ideal of beauty. Take a look at the artworks created 
by their collaboration.

 Kyogen Inc. Shoryu Hatoba, Yohji Hatoba
at NIESSING TOKYO
京源 / 波戸場 承龍・波戸場 耀次 at ニーシング東京
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exhibition dates: 18 - 27th   

jp.
「Le Bois Flottant」、 ー浮遊する森ー

自然は時折、計算されていない完璧なアートを、私たちに

与えてくれます。その一瞬に触れた時に湧き上がる感情の

豊かさや煌めきを、モビールを用いたインスタレーションで

表現しました。様々な表情をもつ銅板でつくられた小さな

アートピースは、空気に漂い、光にゆらめきながら、刻一

刻と大きな表情を変えてゆきます。

そして、展示会場である「DS STORE 東京」は、自動車

業界の慣例に挑みながらフレンチ・ラグジュアリーを体現

するブランドのショールームです。美しいエッフェル塔も、

建設当初はその奇抜さ故に批判の嵐にさらされました。も

し反対論者たちに屈していたら、今のパリの輝きはあった

でしょうか。未知の美の領域に挑む大胆な魂、批判を恐

れない勇気－アヴァンギャルド。2018 年 11 月に南青山に

オープンした DS STORE 東京は、そんな DS の世界観を

五感で感じられる特別なフラッグシップストアです。

鉄や銅のような無機質なものに、人の手が加わる時生まれ

る躍動感のコラボレーション。あなたの五感を使って味わっ

てください。

en.

Nature sometimes provides us to feel an 
uncalculated perfect art.
These Art masterpieces express the human rich 
Sensation and the inner sparkle that we feel at the 
very moment of the contact with these objects, 
through installations made by mobiles.
The small art pieces created by various expressions 
made by copper plates are floating in the air, by 
reflecting any lights and then by showing different 
facets with the time.
The DS STORE TOKYO which is the stage of these 
artworks, is a car showroom which expresses its 
French luxuriousness by facing at the same time all 
challenges of automobile industry. 
Even the beautiful Eiffel Tower, at the time of its 
realization, was criticized by all means due to its 
strangeness and extraordinary character. If the 
Maker was daunted by all these critics at that time, 
how would Paris current beauty would have been?
A spirit which does not hesitate to challenge 
unknown beauty, a courage which does not fear the 
criticism : That is the Avant-Garde.
The DS STORE TOKYO which was open in November 
2018 at Minami-Aoyama area, is THE special 
flagship store where you can lively experience this 
DS World.
A vivid collaboration between the inorganic 
materials such as iron or copper : let your 5 senses 
fully feel this movement!

spinoff Mai Sisikura + Mai Yukihara
at DS STORE TOKYO
Spinoff 宍倉 麻衣 ＋ 雪原 舞 at DS STORE 東京

address.

A-FLAG Bijyutsukan-dori 
1F, 6-3-16, Minami-Aoyama, 
Minato-ku
港区南青山 6-3-16 A-FLAG 美術館通

り 1F

tel.   

+81-(0)3-6419-9551

hours.     

10:00AM - 7:00PM closed on 
wednesday

https://www.dsautomobiles.jp
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exhibition dates: 18 - 27th    

Even from before their debut at the 
Paris Fashion Week, ANREALAGE 
has been continuously surprising the 
entire world with each collection. This 
time, they will exhibit Photochromic 
Garments, a new work released 
at the LVMH Prize 2019. Made in 
collaboration with Mitsui Chemicals’ 
photochromic lens material brand, 
SunSensors™, whose color tone 
changes when exposed to sunlight, 
the new Photochromic Garments keep 
changing their color throughout the 
day, presenting not only a valuable 
experience but also a new expression of 
aging and sustainability. The exhibition 
will propose an unprecedented fusion 
of fashion and technology. 

ANREALAGE x MOLpTM by Mitsui Chemicals
at SPIRAL ESPLANADE 
アンリアレイジ x MOLp®by 三井化学 at スパイラルエスプラナード

address. 
Spiral M2F, 5-6-23, Minami-
Aoyama, Minato-ku  港区南青山
5-6-23 スパイラル M2F

tel.
+81-(0)3-3498-1171

hours.
11:00AM - 8:00PM 

https://www.mitsuichem.com/jp/molp/
www.anrealage.com/

発 表 の 拠 点 をパリに 移してか らも

毎 回 世 界 中 を 驚 か せ 続 け て い る

ANREALAGE。今回の DESIGNART

では、19 年 9 月の「LVMH Prize」で

発表した新作「フォトクロミックガー

メント」を日本初披 露。太陽光で色

が変わる三井化学のメガネレンズ素材

「SunSensorsTM」 とコラボレーショ

ンした服は、1 日のなかでも異なる表

情を見せてくれます。それは、ただ色

が変化する体験としての価値だけでは

なく、時間とともにものが変化していく

エージング表現として、新たな気づき

を与えてくれます。変化を愛することに

よるサステイナビリティ、そしてファッ

ションとテクノロジーの融合による新た

な服の可能性を感じてください。

exhibition dates: 18 - 27th    

PETIT BATEAU, a well-known children’s 
apparel brand from France presents 
two-part exhibition in collaboration with 
a designer/artist ATSUSHI SHINDO 
at their boutiques in Daikanyama and 
Omotesando.
At the Omotesando boutique, there is 
an installation under the theme of “the 
sea of colors,” in which the yacht, the 
brand icon of PETIT BATEAU is sailing 
in the sea of popping colors.

ATSUSHI SHINDO
at PETIT BATEAU OMOTESANDO 
進藤 篤 at プチバトーブティック表参道店

address. 
5-8-2 Jingumae, Shibuya-ku  
渋谷区神宮前 5-8-2

tel.
+81-(0)3-5468-2471

hours.
11:00AM - 8:00PM 

www.petit-bateau.co.jp
https://www.atsushishindo.com/

フランスを代表する子どもの衣服ブラン

ドである PETIT BATEAU（プチバトー）

とデザイナー・アーティスト ATSUSHI

SHINDO（進藤 篤）による代官山店と

表参道店の２店舗でのコラボレーショ

ン展示です。表参道 店では「色彩の

海」というコンセプトのもと、プチバ

トーのブランドアイデンティティでもあ

るヨットが、弾けるような色彩豊かな

海の中を航海するインスタレーション

を展示します。
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exhibition dates: -17th nov   

address.

Louis Vuit ton Omotesando Bldg.
7F 5-7-5 Jingumae, Shibuya-ku

渋谷区神宮前 5-7-5 

ルイ･ ヴィトン表参道ビル 7 階

tel.   

012 0 - 0 0 -18 5 4 /
+81-(0)3-3515-0855

hours.     

12:00PM - 8:00PM

www.espacelouisvuittontokyo.com
http://www.louisvuitton.com

jp.
 「エスパス ルイ･ ヴィトン東京」では、フランスのアーティ

スト、クリスチャン・ボルタンスキーによる「ANIMITAS 

II」展を開催中。本展はフォンダシオン ルイ･ ヴィトンによ

るディレクションのもと、世界中のエスパス ルイ・ヴィトン

（東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京）にて展示活動を

行う「Hors-les-murs ( 壁を越えて )」プログラムの一環

として企画されました。

本展では、ボルタンスキーの近年におけるもっとも野心的

なプロジェクト、「アニミタス」シリーズから、「アニミタス（さ

さやきの森）」と「アニミタス（死せる母たち）」を紹介して

います。

 「アニミタス」の原点は死者を祀る路傍の小さな祭壇への

オマージュとして、アタカマ砂漠 ( チリ ) の人里離れた広

大な野外に設置されたインスタレーション（2014 年）です。

その後、再解釈され、豊島と死海（イスラエル）で制作さ

れたのが「アニミタス（ささやきの森）」と「アニミタス（死

せる母たち）」。日の出から日没までをワンカットで連続撮

影された映像作品として、草花の絨毯とともに展示されて

います。草花は時の経過と過ぎ行く来館者の流れとともに

自然の摂理に従って姿を変えてゆき、ボルタンスキーの言

うところの「星々の音楽と漂う魂の声」を連想させる風鈴

の音色がやさしく響き渡り続けます。

東京の街並みを背景に空に浮かぶような空間の中で、人間

の存在の心もとなさ、忘却、喪失、記憶の脆さや時の経過

について語りかけるインスタレーションをご体感ください。

en.

The Espace Louis Vuitton Tokyo is pleased to present 
the exhibition ANIMITAS II, by French artist Christian 
Boltanski. The exhibition was conceived of and 
produced under the artistic direction of Fondation 
Louis Vuitton as part of its distinguished “Hors-
les-murs” programme, showcasing its collection in 
the Espaces Louis Vuitton throughout the world, in 
Tokyo, Munich, Venice and Beijing. Animitas (La forêt 
des murmures) and Animitas (Mères mortes), which 
are part of one of the artist’s most ambitious recent 
projects, are presented in the exhibition. Paying 
tribute to small roadside altars honouring the dead, 
Animitas was initially an outdoor installation within 
expanses of secluded landscapes, which was set in 
Chile's most arid desert of Atacama (2014). The same 
configuration was later reinterpreted on other sites: 
on the island of Teshima (La forêt des murmures), and 
near the Dead Sea in Israel (Mères mortes). The video 
of each installation of Animitas, filmed in a single shot 
from sunrise to sunset, is presented in conjunction 
with a grass and flower bed that naturally evolves with 
the passage of time and people over the course of 
the exhibition, while the bell’s gentle tinkling evokes, 
according to the artist himself, “the music of the stars 
and the voices of the floating souls.” With the Tokyo 
cityscape reaching into the sky as a backdrop, visitors 
will experience a powerful installation that looks 
unflinchingly at the uncertainty of human existence, 
impermanence and loss, the fragility of memories, 
and the passage of time.

CHRISTIAN BOLTANSKI - ANIMITAS II
at ESPACE LOUIS VUITTON TOKYO
クリスチャン・ボルタンスキー 「ANIMITAS II」 at エスパス ルイ・ヴィトン東京

36MAP

page.64

Courtesy of the Fondation Louis Vuitton
Photo: Jérémie Souteyrat
© Adagp, Paris 2019

OMOTESANDO

O
M

O
TE

S
A

N
D

O

定価：2,138円（税込）



定価：2,138円（税込）





exhibition dates: 18 - 27th

The Bonsai by Masashi Hirao will be 
exhibited at kolor Minamiaoyama. 
While respecting the tradition, 
his Bonsai is also unique and 
refreshing. It may go beyong your 
imagination. However, it still has a 
Japanese beauty of modesty and 
delicacy. Various forms and sizes of 
Bonsai will be exhibited. Especially, 
Hirao's signature piece is very 
powerful and must-to-see. It is 
formed by several bases, in which 
instability and balance are co-
existed. Bonsai is a "living art". It is 
always changing their expression: 
it is almost “ichigo-ichie” meaning 
“one-time, one-meeting”. Also, 
there will be a special piece created 
for this event. Hope to enjoy the 
unity of the Bonsai's world created 
by Masashi Hirao and the unique 
space of kolor Minamiaoyama.

Masashi Hirao
at kolor Minamiaoyama
成勝園 平尾成志 at kolor 南青山

address. 
B1F, 5-6-10, Minami-Aoyama, 
Minato-ku  港区南青山 5-6-10,B1F 

tel.
+81-(0)3-5464-5471

hours.
11:00AM - 8:00PM

kolor.jp
bonsaihirao.net

ー 盆栽の概念を超える芸術 ー

伝 統を継 承しつつ、枠にはまらず独

自のスタイルでつくり上げられる 盆栽

師・平尾成志の作品。奥ゆかしさを感

じられる伝統的な盆栽から従来の枠

組みを飛び越た異質なものまで、様々

な形状・サイズの作品が 「kolor 南青

山」で展示されます。特に、複数の

器をベースにつくられた作品は、不安

定さを残しつつも、集合的にバランス

を保ち、その場を支配するかのように

力強く空間に佇みます。「生きた芸術」

といわれる盆栽たちはその時々に表情

を変え、一期一会の空間をつくり上げ

ます。また、kolor 南青山のためにつ

くられるオリジナルの作品も展示予定。

平尾成志が魅せる世界観とネイビーブ

ルーの絨毯・木・ガラス・ステンレスな

どの異素材が共存する kolor 南青山

が融合し生み出される空間をお楽しみ

ください。

「entre（アントレ）」は 1960 年代に

カイ・クリスチャンセンがデザインした

キャビネットを中心としたシリーズ。ミ

ニマルで洗練されたデニッシュデザイ

ンをクリスチャンセン自身がアップデー

ト。名作を国産に切り替え、リアルス

タイルより発売します。現行品では珍

しいカイ氏デザインの収納家具です。

artwork price: jpy90,000 -
exhibition dates: 18 - 27th   event: 25th 6:00PM - 8:00PM

REAL Style
at REAL Style AOYAMA
リアルスタイル at リアルスタイル青山店

a. 2F 2-15-19,Shibuya,Shibuya-
ku  渋谷区渋谷 2-1-13 2F

t. +81-(0)3- 6 4 5 0 - 6 972
h. 11:00AM - 7:00PM closed on 
wednesday

www.real-style.jp/

“Entre” is a series of cabinets designed 
in the 1960s. Mr. Kai himself updates a 
minimalist and sophisticated 
Danish design. We switch this 
masterpiece to Japanese production 
and release from REAL Style. Storage 
furniture designed by Mr. Kai, which is 
rare in current products in recent years.

高須、坂下、中庭の 3 人が各々のプロ

ジェクトで携わってきたものの多くは、

いずれも空間と素材との関係性や、人

と時間との関係性等を読み解き、シン

プルに作品に落とし込まれたもの。3

者 3 様の解釈をもって導き出されたシ

ンプルの先に潜む背景やストーリー。

使い手に寄り添うコンパクトな家具・プ

ロダクトの新作を発表します。

artwork price: jpy5,000 - 100,000
exhibition dates: 18 - 22th   event: 20th 5:00PM - 9:00PM

TGDA•CRITIBA•Nakaniwa Design
Office / Beyond the simplicity at CLASS 
TGDA・CRITIBA・なかにわデザインオフィス / Beyond the simplicity at クラス

a. B1F 5-12-7-, Jingumae, Shibuya-
ku  渋谷区神宮前 5-12-7-B1F

h. 10:00AM - 7:00PM

www.beyondthesimplicity.com

The many projects and products 
developed and presented by the 
three designers, Gaku Takasu, 
Kazunaga Sakashita and Hidemi 
Nakaniwa, share a common ground 
of interpreting the relationship 
between space and material and/
or people and time, and to reflect 
and implement that in their work 
as a simple form and design. They 
released new items that is made to 
suit the user’s perspective.
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exhibition dates: 18 - 27th    

Made Thought have decoded the 
Fred Perry DNA in an interrogation of 
the dimensions of their signature two 
line collar “tipping” icon, which break 
down to a 5-4-4 ratio. The studio uses 
this esoteric ratio to explore and exploit 
across classic Fred Perry pieces, 
manifesting in a numerical representation 
as well as in bold graphic coded 
references, all in a monochrome palette. 
The installation is a two part immersive 
experience that involves revealing 
this coded system to create graphic 
patterns. The first part features multiple 
transparent panels, allowing the viewer 
to weave into the space to gain a unique 
viewpoint. The second part is a live 
mechanical installation - a printer is fed 
continuously with a paper roll, overlaying 
the coded patterns to create an abstract 
artwork that serves as a backdrop to 
the collection. Once the installation is 
complete, this roll can be divided and cut 
to create smaller art prints that viewers 
can take away with them. 

MADE THOUGHT
at FRED PERRY SHOP TOKYO 
MADE THOUGHT at フレッドペリーショップ東京

address. 
5-9-6 Jingumae Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 5-9-6

tel.
+81-(0)3-5778-4930

hours.
11:00AM - 8:00PM   irregular 
holidays

www.fredperry.jp/
https://www.madethought.com/

FRED PERRY のブランド DNA であ 

るティップライン（2 本ライン）のデ

ザインピッチ「5-4-4」が、ふたつの

アート作品に落とし込まれ、 モノク

ロパレットによるエキサイティングな

グラフィックストーリーを展開します。 

見る角度によって、グラフィックが変

化する複数のパネル作品では、空間に

漂う異なる視点を見つけることができ

ます。そしてもうひとつが、継続的に

供給されるロール紙にコード化された

グラフィックパターンがプリントされる

ライブインスタレーションです。ロール

紙にプリントされたアートワークは切り

分けられ、小さなアート作品として持

ち帰ることが可能です。

artwork price: jpy500 - 1,000,000
exhibition dates: 18-27th

At HAY TOKYO, a Danish leading 
furniture and home accessories 
brand HAY will present new 
furniture and lighting collections 
for the first time in Japan, which 
were first introduced during “3 
Days of Design” in Copenhagen 
this year. The brand’s one of the 
most iconic and versatile collection 
“About A” has new chapter by the 
development of AAC 100. While 
retaining its characteristic quality, 
designer Hee Welling gave greater 
comfort and flexibility to the 
collection. New York based artist 
Ana Kraš’ hand-woven lampshade 
“Bonbon” bridges the gap between 
hand-craft and production. 
Furthermore, Shane Schneck’s 
“Bernard” and COBE's “Halftime” 
are also presented. Please enjoy 
the evolving world of HAY at HAY 
TOKYO.

HAY
at HAY TOKYO
ヘイ at ヘイトウキョウ

address. 
Gyre B1F 5-10-1 Jingumae 
Shibuya-ku  渋谷区神宮前 5-10-1 
GYRE B1

tel.
+81-(0)3-6427-9173

hours.
11:00AM - 8:00PM

https://www.welcome.jp/brands/hay
https://hay.dk

2019 年 5 月コペンハーゲンで開催さ

れ た「3 Days of Design」 に て 発 表

された新作の家具や照明などを表参道

の「HAY TOKYO」にてご紹介します。

HAY を代表するチェアのひとつ、デザイ

ナ ー・Hee Welling による「About A 

Chair」の新作シリーズは、シンプルで

柔らかなフォルム、またシェルと脚部の

組み合わせによる無限の可能性をもっ

たコレクションの特徴を継承しつつ、さ

らなる快適さと機能性を兼ね備えまし

た。またニューヨークをベースに活躍す

るアーティスト、Ana Kraš による照明

「Bonbon」は、プロダクトデザインとハ

ンドクラフトの境界を越えて、HAY のコ

レクションに新たな側面を加えました。

その他にも多数の新作が店内に揃いま

す。進化し続ける HAY の世界観を是非

ご堪能下さい
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www.swiss-design-japan.jp

exhibition dates: 15 - 22th 

What happens when Swiss design 
innovation meets the excellence and 
tradition of Japanese craftsmanship?
This exhibition will try to answer this 
question and take a new, unconventional 
approach to talk about Swiss design: 
Swiss design that is manufactured locally, 
in Japan. Main exhibits are born out of 
close collaborations between Swiss 
designers or art directors with Japanese 
companies and manufacturers. While 
focusing on product design and everyday 
objects, the exhibition will take a holistic 
approach with a “lifestyle” dimension, 
trying to give an idea of how the objects 
integrate in daily life, including a cafe 
space and a design lounge. Designers 
include BIG GAME, Dimitri Bähler, 
Moritz Schlatter, Carlo Clopath, Lucien 
Gumy, Kueng Caputo, Max Bill, Fabrice 
Aeberhard, Colin Schälli and atelier oï.

Swiss Design / Made in Japan
at B-SIDE
スイス デザイン / メイド イン ジャパン at ビーサイド

address. 
5-11-2 Jingumae Shibuya-ku
渋谷区神宮前 5-11-2 

hours.
11:00AM - 8:00PM(15tue, 
20sun, 21mon） 11:00AM - 
9:00PM(17thu, 18fri, 19sat）
11:00AM - 5:00PM(16wed)
11:00AM - 3:00PM(22tue)

スイスデザインのイノベーションが日本

の職人技の卓越性と伝統と出会ったな

ら？本展はこの問いかけに答える新し

い視点“メイドインジャパンのスイスデ

ザイン”、でスイスデザインを紹介しま

す。スイスのデザイナーやアートディレ

クターが、日本の企業やメーカー、製

造業者との協働で誕生させたアイテム

を中心に展示。スイスの革新的な若手

デザイナーが手掛けるプロダクトデザ

インと日常使いのアイテムが、どのよ

うに日常に取り入れられているかをそ

のストーリーとともに紹介します。併

設のカフェコーナーではゆっくりとスイ

ス・スタイルをお楽しみください。出

展デザイナー（抜粋）：ビッグゲーム、

ディミトリ・ベーラー、モーリッツ・シュ

ラッター、カルロ・クロパス、ルシアン・

ギュミ、クーン・カプート、マックス・

ビル、ファブリス・エベルハード、コリ

ン・シェリー、アトリエ・オイ

今年、ブロンズ新社から新刊を出した

絵本界の超人気作家、tupera tupera 

とヨシタケシンスケの 2 冊の 絵本原

画展を開催します。会期中、tupera 

tupera vs ヨシタケシンスケの著 者

トークも実現。作家の作品も販売する

ことになりました。レアな機会をお見

逃しなく。

artwork price: jpy1,400 - 180,000  
exhibition dates: 18 - 27th  event: 19th 6:30PM - 8:30PM

tupera tupera & Shinsuke Yoshitake
at Bronze Room J    
ヨシタケシンスケ ＆ tupera tupera 絵本原画展 at 青銅 Room J

a. 3C Mansion 31,6-31-15,
Jingumae, Shibuya-ku,
渋谷区神宮前 6-31-15 マンション 31-

3C  t. +81-(0)3-3 4 9 8 -3272  
h. 1:00PM - 6:00PM closed on 
monday

http://www.bronze.co.jp/
http://www.tupera-tupera.com/
index.html

We are going to have an original 
drawing exhibition of two picture  
books by very popular authors in 
the picture book society, tupera 

tupera and Shinsuke Yoshitake , 
who released new titles from 
Bronze Publishing this year.
During the exhibition, a talk event 
will be held by them.
Their works will be for sale also. 
Don’t miss a rare opportunity.

「暮らしになじむ」というコンセプト

をもとに、様々な日用 品メーカーが

LOHACO（ ロハコ） というプラット

フォームを活用して商品開発をしていま

す。今年はさらに「サステイナブル」と

いうテーマも加え、デザインだけでな

く環境も意識した LOHACO ならでは

の商品が並びます。

exhibition dates: 19 - 22th 

“Blend into life” LOHACO Exhibition
2019 at BA-TSU ART GALLERY
暮らしになじむ LOHACO 展 2019 at バツアートギャラリー

a. BA-TSU ART GALLERY, 
5-11-5,Jingumae,Shibuya-ku 渋
谷区神宮前 5-11-5 バツアートギ 

ラリー  h. 10:30AM - 7:00PM 
(10:30AM - 5:00PM last day)

https://lohaco.jp/
https://lohaco.jp/event/
exhibition/

Based on the concept “blend into 
life”, various manufacturers are 
using the LOHACO platform to 
develop new types of products.
This year, we have also added a 
new theme, “be sustainable”,
so products that are not only 
design-conscious but also eco-
conscious will be lined up at the 
LOHACO exhibition.
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「OIEMOTO」は、茶道、華道、香道な

ど日本を代表する家元たちを写真に収

めたプロジェクトです。2019 年 3 月ロ

ンドンでの展示を皮切りに世界を巡回予

定です。日本初の本展ではロンドン展か

ら十数点を抜粋して展示。瀬尾の写真

を通じて家元たちの奥に潜む深遠な世

界を感じていただけたら幸いです。

exhibition dates: 18 - 27th
event: 19th 7:30PM - 7:40PM

HIROSHI SEO×Chana company
at Balmy Café    
瀬尾浩司× Chana company at バルミーカフェ

a. 1F TH-1,3-3-1,Sendagaya, 
Shibuya-ku 渋谷区千駄ヶ谷 3-3-1 
TH-1 1F

t. +81-(0)3-57 75 - 472 0
h. 11:00AM - 8:00PM 

https://chana-company.com/
http://hiroshiseo.com/

The OIEMOTO project features 
photography capturing the 
grand masters representing 
such as Japanese tea ceremony, 
flower arrangement and incense 
appreciation. Plans for the exhibit to 
tour the world started with London 
in March 2019, and now for the first 
time select pieces from the collection 
are being shown here in Japan. We 
hope that the world can experience 
the profundity of Japanese “iemoto” 
masters through Seo’s works.

MUNI 〜ムニ〜

ムニは”唯一無二”から取ったブラン

ド名で、日本の良い素材や日本の住空

間に合わせた家具を提案します。

今回発表するムニのローラインは、そ

んな現在の日本の住環境のなかで、よ

り目線を低くして、少しゆったりした生

活ができるような家具を提案します。

artwork price: jpy80,000 - 400,000 
exhibition dates: 18 - 27th

MUNI / The Micro Museum
at MUNI SHOWROOM
ムニ / ザ マイクロ ミュージアム at ムニ ショールーム

a. 2-33-2, Jingumae, Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 2-33-2  
h. 10:00AM - 5:00PM

www.muni-furniture.jp

MUNI
MUNI is a brand name derived 
from "Yuiitsu Muni(One and 
only)". Traditional Japanese 
houses with low ceilings start 
from living in tatami, and 
Europian furniture (a tall piece of 
furniture) comes in with the living 
environment of low ceilings, so 
the space from head to ceiling 
becomes narrow and a sense of 
oppression I think it has gone out.
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exhibition dates: 18 - 27th
event: 19th, 20th, 22nd, 26th, 27th  11:00AM - 4:00PM   

Koshin Planning Co., Ltd. is an urban 
studio that gives shape to ideas. Our area 
of business is the production of signs, 
displays, and advertisements in our 
500 square meter studio. The products 
are created using ink-jet printers, 3D 
printers, laser cutters, and digital cutters, 
etc. We welcome visitors in our studio 
open exclusively during DESIGNART 
TOKYO 2019 to show you inside the 
studio which is usually closed to the 
public. Feel the potential of this urban 
studio as you see various machines 
being operated and witness the process 
of making products by the hands of a 
craftsperson.
While workshops will be held using the 
studio's equipment on the weekend.
Don't miss the chance to learn what lies 
behind the scene of how products are 
created.

Koshin Planning
光伸プランニング

address. 
1F 6-25-19, Jingumae, Shibuya-
ku 渋谷区神宮前 6-25-16 いちご神宮
前ビル 1F

tel.
+81-(0)3-6712-6687

hours.
11:00AM - 6:00PM 
(5:00PM last day)

https://koshin-p.jp
https://p-a-n-a-m-a.com

「株式会社光伸プランニング」は、ひ

とりでも多くのつくりたい想いをカタ

チ に する 都 市 型 工 房 で す。150 坪

のスペースに、インクジェットプリン

ター、3D プリンター、レーザーカッ

ター、デジタルカッター等を備え、サ

イン、ディスプレイ、広告、プロダクト

の分野で日々モノ作りを行なっていま

す。今回、私たちは自社工房の内部を

特別に公開致します。さまざまな機械

が実際に動く様子や、人の手によって

モノがつくられていく工程をご覧頂くこ

とで、この都市型工房が持つ可能性を

感じて頂きたいと考えています。

また、週末には工房内の設備を使用

したワークショップを開催致します。

普段は見ることの出来ないモノ作りの

裏側を、この機会に是非ご覧ください。

MEIJIJINGUMAE • HARAJUKU
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N O M L A B   （ N o m u r a  O p e n

I n n o v a t i o n  L a b ）は、「デジタ

ルイノベーション×場づくり」をテーマ

に新しい集客創造を目指すラボです。

様々なアーティストやテクノロジストと

協働しながら、場づくりにおけるデジ

タルイノベーションとクリエーションに

取り組んでいます。

exhibition dates: 18 - 27th

NOMLAB
at dotcom space Tokyo

a. B1F 1-19-19, Jingumae, 
Shibuya-ku 東京都渋谷区神宮前

1-19-19 エリンデール神宮前 B1F

t. +81-(0)3-6721-1963
h. 10:00AM - 7:00PM

https://www.nomurakougei.
co.jp/
www.nomlab.jp/

NOMLAB is a laboratory that 
aims to create new approaches 
to attracting customers with the 
theme of “Digital Innovation x 
Space Creation”.
We undertake the creation of 
spaces through digital innovation 
and creation in collaboration with 
a wide diversity of outside artists 
and technologists.

「Air Light」は視覚技術を活かしたイン

タラクティブ式プロジェクターです。任意

の平面をインタラクティブ式デジタルイ

ンターフェイスに変換するだけではなく、

物体認識技術を利用して AR の投影も

実現できます。今回は Air Light と Drip

のコラボレーション展示を行います。

exhibition dates: 18 - 27th
event: 18th 7:00PM - 9:00PM

bubble lab
at dotcom space Tokyo
バブルラボ at ドットコムスペーストウキョウ

a. ERINDARE Jinnguumae B1F,1-
19-19 Jinnguumae, Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 1-19-19 エリンデール

神宮前 B1F  t. +81-(0)3- 6721-
19 6 3  
h. 10:00AM - 7:00PM

http://bubblelab.com

Air Light is an interective 
projector based on computer 
vision technology, which converts 
every single plane into a digital 
interactive surface. It can even 
functioned as an AR projector with 
its object recognition technology.
This show represents the 
cooperation between Air Light 
and Drip, the robot which brews 
perfectly pour-over coffee.
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exhibition dates: 18 - 27th    

"KAXEL", a media that expresses by 
blocking light is a staging installation 
that controls shading and transparency 
to allow for hiding. Because the control 
is tailored for each expression. 
it is possible to present alphabets, 
numbers, and geometric patterns. If 
a sensor is added, it can also show 
figures such as moving human 
silhouette as an interactive media. 
In combination with illumination, a 
nostalgic performance effect can be 
expected in the mixture of light and 
shadow. KAXEL has the potential 
for various applications, such as 
staging show windows and entrances 
developing illumination installations. 
If you're interested in collaborating 
with us or have any questions, please 
feel free to contact us.

KAXEL
at WeWork Iceberg
カクセル at WeWork アイスバーグ

address. 
1F 6-12-18, Jingumae, Shibuya-ku 
渋谷区神宮前 6-12-18 1F

tel.
+81-(0)50-1744-1744

hours.
9:00AM - 6:00PM

http://www.imgsrc.co.jp/
http://www.imgsrc.co.jp/lab/

「光を遮ることでみせるメディア」をテー

マにした「KAXEL」は、遮光と透過を

制御することにより、透明から黒に変

化させ " 隠す " ことを可能にした空間

演出装置です。それぞれの演出に合わ

せた制御をすることで、アルファベット

や数字、幾何学的な模様の表現ができ

ます。また、センサーを搭載すれば、

人のシルエットが動くなど、インタラク

ティブなメディアとしても見せることが

できます。さらに照明と組み合わせれ

ば、光と影が織り成すノスタルジックな

演出効果も期待できます。ショーウイ

ンドウやエントランスの演出、照明プロ

ダクトなど様々な活用の可能性を秘め

ている KAXEL。これまでにない新し

いスクリーンとして、共創の機会があれ

ば、ぜひご相談ください。
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exhibition dates: 18-27th 

With the theme "transcending the 
boundaries between work and life," 
THINK OF THINGS offers new 
lifestyles and the tools for them. 
ONFAdd suggests ideas covering 
a wide range of products, including 
fashion items and mobility culture, 
with the concept of "Unleashed 
habit." This time, the two have 
collaborated to develop a new bag 
created by combining KOKUYO's 
know-how about files and ONFAdd's 
creative ideas about mobility 
lifestyles. We also show what life will 
be like if people file lifestyle goods 
and carry them around with them.
At the same time, KOKUYO DESIGN 
WORKSHOP 2019 will offer new 
forms of expression for shops with 
the theme "pop-up shops," working 
together with students majoring in 
architecture, product design, and 
graphic design.

ONFAdd × THINK OF THINGS / KOKUYO DESIGN WORKSHOP 2019
at THINK OF THINGS 
オンファッド × シンク オブ シングス / コクヨデザインワークショップ 2019 at シンク オブ シングス

address. 
3-62-1, Sendagaya, Shibuya-ku   
渋谷区千駄ヶ谷 3-62-1

tel.
+81-(0)3-6447-1113

hours.
10:00AM - 8:00PM closed on 
wednesday

https://think-of-things.com/
https://onfadd.com/

「ワークとライフの境界を超える」を

テーマに、 新しい生 活のスタイルと

道具のあり方を提案する THINK OF 

THINGS と、“Unleashed habit : 

解き放たれた習慣”というコンセプ

トのもと、ファッションプロダクトか

らモビリティカルチャーを提 案する

ONFAdd。 今回のコラボレーション

では、コクヨのファイルのノウハウと、

ONFAdd の自由なモビリティスタイル

の発想が組み合わさった、ファイルと

いう文房具を起点とした新しいカバン

と、生活道具をファイリングして携帯

する生活の姿を提案します。

同 時 開 催 の「KOKUYO DESIGN 

WORKSHOP 2019」で は、「 ポップ

アップショップ」をテーマに、建築、

プロダクトデザイン、グラフィックデ

ザイン専攻の学生たちとともに新しい

ショップの表現を提案します。

exhibition dates: 18 - 27th
event: 20th 3:00PM - 4:00PM, 5:00PM - 6:00PM & 25th 5:00PM - 6:30PM

fRAum（YOKO FRAKTUR × KAZUKI KUMONO）
at TAKEO KIKUCHI
フラウム（ヨウコ フラクチュール × 雲野 一鮮）at タケオキクチ

www.takeokikuchi.com
https://fraktur.amebaownd.com/
japan-designers.jp/profile/786/

fRAum explores one of their driving 
concepts, “Traditional x Cutting 
Edge”, through the application 
of a new material developed 
based on the Japanese traditional 
techniques of Nishijin fabric from 
Kyoto. Revolving around the theme 
of “clothed in letters”, fRAum 
constructs a narrative of products 
and space. Known as metal wire 
fabric, this fabric is woven with 
stainless steel wires and produced 
with cutting-edge technology, 
including dyeing by chemical 
reactions. Lettered on the fabric 
are fRAum’s expressions in art 
calligraphy. The union of “Design 
Tochi” exquisite and shimmering 
material and fRAum’s worldview 
expands the fundamental value
and potentials of letters. 

address. 
TAKEO KIKUCHI BLD,6-25-
10,Jingumae,Shibuya-ku  渋谷区神
宮前 6-25-10 TAKEO KIKUCHI ビル

tel.
+81-(0)3- 6 418 -5731

hours.
11:00AM - 8:00PM irregular 
holidays

fRAum（フラウム）のコンセプトのひ

とつである「手仕事 × 先端技術」。今

回は、日本の伝統的な「京都西陣織」

の新しい素材を用いて「文字を纏う」

をテーマにプロダクトと空間を構築しま

す。金属線織物というステンレスワイヤ

ーの糸で編み込んだこの織物は、化学

反応で染色する等の先端技術を用いて

おり、西陣織のなかでも唯一の技術。

そこに、fRAum の言葉のアートカリグ

ラフィーを綴りました。光に反射する

金属線織物の美しさは、金属の重厚感

や高級感をもちながらも、透け感によ

る軽やかさを感じられます。更にシワ加

工による光の乱反射でより輝きを放ち、

文字や言葉のもつ意味とともに光り輝

きます。デザイン橡（とち）による稀少

性の高い高級素材が、fRAum の世界

観によって、文字の本質的価値と可能

性が広がります。
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exhibition dates: 21-22th   event: 20th DESIGNART CONFERENCE BRIDGE @ WeWork Iceberg

address.

3-60-2, Sendagaya, Sibuya-ku
渋谷区千駄ヶ谷 3-60-2

tel.   

+81-(0)3-5785-1374

hours.     

10:00AM - 4:00PM
close 12:00PM - 1:00PM

https://www.honda.co.jp/RandD/

jp.
ホンダは、クルマやバイク、ロボティクスなどの研究開発の

なかで、人間の感覚を拡張するために技術を使い、その行

為を心地よい身近なものにしてきました。

中でも、人とマシンの一体感を追求し、運転するストレス

を減らし、気楽さ、楽しさを最大化する“意のままの走り”

は、ホンダのクルマを象徴する言葉のひとつです。

本田技術研究所は、デザインエンジニア山中俊治と“意の

まま”の進化について議論し、自動運転でありながら、

人が自由に運転に介入でき、それによって人がもっと行動

したくなる、人間主体の運転体験“自由運転”を導き出し

ました。

本展では、“自由運転”を体験できるシミュレーターを展

示し、まるで人が散歩するかのように、クルマを用いて好

奇心のままに移動することによって、世界の見え方がどう

変わるかを体感していただきます。展示期間中は、来場者

の皆様とディスカッションを通して、未来の運転のあり方、

“意のまま”のあり方について模索していきます。

en.

In our R&D activities for cars, motorcycles, robotics 
and more, Honda has used technology to expand 
human senses to make operating them feel more 
comfortable and familiar. 
Most prominently, “intuitive driving”, the pursuit of 
merging driver and machine to reduce stress and 
maximize the comfort and joy of driving a car, has 
been a symbol of Honda’s automobiles.
At Honda R&D, we have discussed the evolution of 
“intuitive” with design engineer, Shunji Yamanaka, 
and this has led to “intuitive driving,” a system where 
even while under self-driving, human input can be 
introduced, encouraging drivers to be more active, 
and making humans the focus of driving. 
At this exhibit, a simulator where visitors can 
experience “intuitive driving” will be on display, 
allowing people to see how their view of the world 
changes when it is possible to use a car like their 
own legs, moving however their hearts lead them. 
During the exhibit, our team will explore the vision 
of the future of driving as well as the meaning of 
“intuitive” with event-goers.

Freedom of driving with your instinct 
Honda R&D Co.,Ltd.× Shunji Yamanaka
at Honda Advanced Design Studio Tokyo
自動運転から自由運転へ （株）本田技術研究所 × 山中俊治 at Honda Advanced Design Studio Tokyo
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exhibition dates: 16-20th

address.

6-35, Jingumae, Shibuya-ku
渋谷区神宮前 6-35

hours.     

11:00AM - 8:00PM

https://www.grand-seiko.com

jp.
本展は、2019 年ミラノデザインウィークで公開された

「THE NATURE OF TIME」 の東 京 展 で す。 ここで は

「NATURE」という言葉がもつふたつの意味―“自然”

と“本質”をすべての営みが自然の一部であるとする日本

ならではの時間意識と、グランドセイコーが常に追求して

きた時の本質と捉えました。クリエイターにはコンテンポラ

リーデザインスタジオの we+ と CG ディレクター阿部伸吾

を迎え、「Time Perception（時間知覚）」をキーワードに、

20 周年を迎えた独自の機構「スプリングドライブ」の紡ぐ

“移ろいゆく時と、その永続性”が静かに時を伝え、一人

ひとりの、その人自身が抱く“時間”に寄り添います。

en.

"THE NATURE OF TIME" is a touring exhibition from 
Milan Design Week 2019 focusing on Grand Seiko’s 
Spring Drive watch movement which marks its 20th 
anniversary this year. With its innovative mechanism, 
Spring Drive brings to life the continuous flow of 
time shown with its signature glide motion seconds 
hand. To be one with time and the environment has 
been an integral aspect of Japanese identity and 
sensibility. This idea and the pursuit to express the 
essence of time is central to Grand Seiko, and the 
word “nature” in its two meanings, i.e., “essence” and 
“environment,” is reflected in its watchmaking and 
the exhibition. The theme is paraphrased as “Time 
Perception,” and realized as atactile experience by 
contemporary design studio “we+,” and computer 
graphics director Shingo Abe.

Grand Seiko 
at Jing 1F B
グランドセイコー at Jing 1F B スペース
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インスタグラムで絶大な人気を誇るアー

ティスト、MAD DOG JONES による

世界初個展を開催。サイバーパンクと

大自然というふたつの相反する要素を

巧みに融合させた作品を紹介します。

本展では 15 点以上の新作を展示・販

売するほか、T シャツなどの関連グッズ

も販売します。

artwork price: ask  
exhibition dates: 30th aug - 14th nov    

AFTERL-IFE WORLD
at DIESEL ART GALLERY
アフターライフ・ワールド at ディーゼル アート ギャラリー

a. cocoti DIESEL SHIBUYA B1F, 
1-23-16, Shibuya, Shibuya-ku
渋谷区渋谷 1-23-16 cocoti DIESEL 

SHIBUYA B1F 

t. +81-(0)3- 6 427-5955
h. 11:30AM - 9:00PM irregular 
holidays

https://www.diesel.o.jp/art/

Toronto based artist MAD DOG JONES 
holds the world premiere exhibition. 
MAD DOG JONES is known for his 
unique art works expressing two 
conflicting elements, cyberpunk and 
nature. More than 15 pieces of new 
works will be shown which are available 
for purchase, and related goods such as 
T-shirts will be sold at the exhibition.

DIESEL のホームコレクションライン

「DIESEL LIVING」とリノベーション

サービス「リノベる。」によるインスタ

レーション。DIESEL LIVING の新作

タイルをアクセントに取り入れたユニー

クな住空間を体験できます。10 月 27

日（日）14 時からセミナーも開催します。

artwork price: jpy1,500 - 1,366,000    exhibition dates: 26th feb -
event: 27th oct 2:00PM - 3:00PM

DIESEL LIVING × RENOVERU. 
at DIESEL SHIBUYA
ディーゼル リビング × リノべる。 at ディーゼル シブヤ

a. cocoti DIESEL SHIBUYA B1F, 
1-23-16, Shibuya, Shibuya-ku
渋谷区渋谷 1-23-16 cocoti DIESEL 

SHIBUYA B1F t. +81-(0)3- 6 427-
5955 h. 11:30AM - 9:00PM 
irregular holidays

https://www.diesel.co.jp/living/
https://www.diesel.co.jp/art/
renoveru-2019/

Installation by DIESEL’s home 
collection line “DIESEL LIVING” and the 
renovation service “Renoveru.” You can 
experience a unique living space with 
the accent of the new tiles of DIESEL 
LIVING. A seminar will also be held 
from 14:00 on Sunday, October 27.

artwork price: jpy3,000 / 60min
exhibition dates: 19-20th   

Tea ceremony 
by artless + asahiyaki
(at hotel koe tokyo)

A meeting of two artists; Hosai 
Matsubayashi the 16th generation 
master of Asahiyaki, a 400-year 
old pottery workshop in Uji/Kyoto–
and Shun Kawakami an artist and 
art director of global branding 
agency artless Inc.
The two share a deeply held 
aesthetic sense “kirei-sabi (refined 
rusticity)” established by tea 
master Kobori Enshu. This shared 
aesthetic is expressed through 
their modern sensibilities as a 
“chawan (tea bowl)” and a piece of 
graphic design.

The artworks will be on display 
in the private lounge at hotel koe 
tokyo in a reservation-only tea 
ceremony setting.

Shun kawakami × Matsubayashi
at hotel koé tokyo (3F, private lounge)
川上シュン × 松林豊斎 at ホテル コエ トーキョー (3F、プライベートラウンジ )

address.
3-7 Udagawachō, Shibuya-ku, 
hotel koe Tokyo (3F, private 
lounge) 渋谷区宇田川町３-７ ホテル 
コエ トーキョー（3F、プラベートラウ

ンジ）

tel.
+81-(0)3- 6712-7251

hours.
12:00AM - / 1:30PM - / 3:00PM - / 
4:30PM - （each 60min 4part system）/
reservation only reservation /

https://hotelkoe.com/culture/

Tea ceremony 

by artless + asahiyaki

(at hotel koe tokyo)

約 400 年の歴史をもつ京都・宇治の

窯元、朝日焼。その 16 代目となる松

林豊斎と、グローバルに活躍するブラ

ンディングエージェンシー、artless 

Inc. を率いる アートディレクターであ

りアーティストでもある 川上シュン。

このふたりの根底にある“綺麗寂び”

という茶人・小堀遠州の美意識を基に、

双方の現代的美意識をひとつの茶碗と

ひとつのグラフィックで表現され展示

されます。

この展示は、hotel koe tokyo プラ

イベートラウンジにて、完全予約制の

御茶席形式でのアート鑑賞となります。

www.artless.co.jp/
www.asahiyaki.com/index.php
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exhibition dates: 18 - 27th

Started as a knit manufacturer, 
TOMORROWLAND has celebrated 
the 40th anniversary last year. At 
their flagship headquarters store 
in Shibuya, a new series of work by 
an artist Kohei Kyomori “Treasures 
evolving from contemporary 
mode” will be showcased for sales 
on orders. Inspired by the stories, 
functionality and aesthetics of 
the “treasures of Shosoin,” the 
decorative artist adopted those 
traditional elements and applied 
to the context of contemporary 
fashion. This new series visualizes 
a story of contemporary high 
fashion evolved from haute 
couture. In addition, his past 
representative works and a 
special collaboration work for 
TOMORROWLAND will also be on 
display. We are looking forward to 
seeing you.

KYOMORI KOHEI
at TOMORROWLAND Shibuya Flagship Shop /cocoti SHIBUYA
京森康平 at トゥモローランド 渋谷本店 / ココチ シブヤ

address. 
1-23-16, cocoti SHIBUYA 1F•B1F 
Shibuya,Shibuya-ku 渋谷区渋谷
1-23-16 ココチ シブヤ 1F・B1F

tel.
+81-(0)3-57 74 -1711

hours.
11:30AM - 9:00PM irregular 
holidays

ニットメーカーとしてスタートし、昨

年 40 周年を迎えたトゥモローランド。 

旗艦店となる「トゥモローランド 渋谷

本店」ではアーティスト・京森康平の

初披露作品「現代モードから進化した

宝物」を展示、受注販売いたします。

京森康平が正倉院宝物のストーリー、

そして機能性や美学に感銘を受け、現

代のファッションに比 喩。 オートク

チュールから進化した現代モードの

ファッション文脈を装飾家としてヴィ

ジュアル化しました。またこのために描

き下ろしたトゥモローランド とのコラボ

レーション作品や代表作も展示予定です。

ご来場をお待ちしております。

www.tomorrowland.co.jp/
www.kohei-kyomori.com

「きとかみのいし」たいていのデザイン

には、あらかじめちゃんと意味があり

ますが、突き詰めると意味なんてない

ものに、なぜだか意味を見出そうとし

てしまうことがありますよね。庭石とか。

これは、庭のない都会のあなたのため

の、木や紙でできた石です。お部屋の

片隅にぽっかり無意味の穴が空きます。

デザイナー中野築月、西山愛香による

合同展です。プロダクトデザインに対す

る新しい理解の表現としての試み「ス

テッカーをモチーフとしたインテリア」。

そして、古くから日本各地でつくられ愛

されてきた郷土玩具を現代的解釈から

考えなおす「郷土玩具のリ・デザイン」

の２プロジェクトを展示します。

exhibition dates: 18 - 27th exhibition dates: 18 - 27th

Hideyuki Nakayama • 
Taichi Sunayama at UNBUILT TAKEO KIKUCHI
中山英之・砂山太一 at アンビルト タケオキクチ

Nakano Kizuki/Nishiyama Aika
at Shibuya Hikarie Creative Space 8/
中野築月 / 西山愛香 at 渋谷ヒカリエ クリエイティブスペース「8/」

a. 3-28-15, Shibuya, Shibuya-ku 
渋谷区渋谷 3-28-15

t. +81-(0)3- 6 4 5 0 - 6 9 9 0
h. 11:00AM - 8:00PM

a. 8F Shibuyahikarie 2-21-1,
Shibuya, Shibuya- ku
渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 8F

h. 11:00AM - 8:00PM

https://unbuilt.jp/
hideyukinakayama.com

https://kizukinakano.com
https://nsym-folktoy.tumblr.com

Stone made of wood and paper
Most designs have meaning in advance. 
But when you try to find out what they 
mean, you might somehow find other 
meanings in what is not supposed to 
mean anything. Such as garden stones. 
Stone made of wood or paper is for you 
in a city without a garden. There is now 
a meaningless hole in one corner of the 
room.

A joint exhibition by designers Kizuki 
Nakano and Aika Nishiyama.
Two projects are exhibited. “Interior 
with sticker motif” to interpret and 
express product design in a new way. 
“Re-design of local toys” reinterpret 
local toys that have been made and 
loved in Japan for a long time.
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exhibition dates: 18 - 27th

PETIT BATEAU, a well-known 
children’s apparel brand from 
France presents two-part 
exhibition in collaboration with a 
designer/artist ATSUSHI SHINDO 
at their boutiques in Daikanyama 
and Omotesando.
At Daikanyama boutique, there 
is a theatrical installation under 
the theme of “clothing dances,” 
recycling various materials such 
as fabrics and shreds of cloths 
from PETIT BATEAU’s past 
collections. The performers are 
the “mysterious beings” who carry 
stories of sustainable clothing, 
vibrant colors, soft texture, and 
familiar technologies. They play 
around freely, dance sometimes, 
then sleep peacefully.

ATSUSHI SHINDO
at PETIT BATEAU DAIKANYAMA
進藤 篤 at プチバトーブティック 代官山店

address. 
29-18, Hillside Terrrace B-2, 
Sarugaku-cho, Shibuya-ku
渋谷区猿楽町 29-18 ヒルサイドテラス 

B-2

tel.
+81-(0)3-5784-3570

hours.
11:00AM - 7:00PM
irregular holidays

フランスを代表する子ども服ブランド、

PETIT BATEAU とデザイナー・アー

テ ィ ス ト ATSUSHI SHINDO( 進 藤 

篤 ) による代官山店と表参道店の２店

舗でのコラボレーション展示。代官山

店では、「服は踊る」というコンセプト

のもと、プチバトーが過去に展開して

いた様々なコレクションの生地や端切

れ等を使用し、サステイナブルな服に

宿るストーリー、鮮やかな色彩、柔ら

かな質感、そして身近なテクノロジー

の気配を身にまとった「不思議な存在

たち」による劇場型のインスタレーショ

ン作品です。彼らは、自由気ままに遊

びまわり、時に踊り、そしてすやすや

と眠ります。

www.petit-bateau.co.jp
https://www.atsushishindo.com/

白樺でつくられた家具、土でつくられ

たキノコ、日本の繊細な技術がちりば

められた表情。フィンランドを代表す

る ARTEK が発表した「JPN/FIN フレ

ンドシップコレクション」と陶芸家の鈴

木喬子による作品を展示し、兎屋の日

本茶とともに日本とフィンランド外交樹

立 100 周年を祝します。

artwork price: jpy20,000 - 
exhibition dates: 18 - 27th 

Have a cup of Japanese tea in the
Finnish forest. at SEMPRE HOME
フィンランド、白樺とキノコの森で日本茶を。 at センプレ ホーム

a. 1F•2F•3F 2-16-26, Ohashi,
Meguro-ku  目黒区大橋 2-16-26 
1F･2F･3F

t. +81-(0)3- 6 4 07-9 0 81
h. 11:30AM - 7:30PM closed on 
wednesday

https://www.sempre.jp/
https://www.artek.fi/jp/

Finland birch furnitures, mushroom 
ceramics, those are made with 
Japanese handwork, and have delicate 
atmosphere.  We will exhibit JPN/ FIN 
friendship collection presented by 
Artek with Kyoko Suzuki's mushroom 
ceramics.  Celebrate together the 100th 
anniverary of diplomatic relationship 
between Finland and Japan with 
Japanse tea provided by USAGIYA. 

好きを浮き彫りにし、それらとの関係

をビビッド＆ディープに変容させる。そ

んな「装置」としての収納 tools を創

造する VIVIDEEP が、本をアートにす

る仕掛け「THE PAGES」を展開。特

別な一冊に合わせてオーダーも賜りま

す。暮らしに聖域を組込む「こころ間」

など他アイテムも提案。

artwork price: jpy15,000 - 55,000
exhibition dates: 18 - 27th 

VIVIDEEP
at DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS
ビビディープ at 代官山 蔦屋書店

a. Bldg1,1F, 17-5 Sarugaku-
cho,Shibuya-ku  渋谷区猿楽町 17-5 
1 号館１F

t. +81-(0)3-37 70 -2525
h. 7:00AM - 2:00AM

https://10net.jp/vivideep/

VIVIDEEP reveals the each 
person’s likes and transforms the 
relationships between people and
things in a vivid and deep way. “THE 
PAGES” is a mechanism changing 
books into art. You can also order a 
custom-made for your special book. 
Other items such as “cocoroma,” 
which incorporates a sanctuary in 
daily life, are also proposed.
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artwork price: - jpy2,500,000
exhibition dates: 18 - 27th  event: 19th 6:00PM - 8:00PM

jp.
2019 年 4 月に東京・代官山にオープンした、ファッショ

ン・食・デザイン・アートが集い、五感を刺激する新業態

施設「KASHIYAMA DAIKANYAMA」。建物および内装

デザインを佐藤オオキ率いるデザインオフィス、nendo と、

空間デザインオフィス、onndo が担当。「丘」をコンセプ

トに大小の箱が重なりあう建物は、代官山に新しい風景を

つくりだしています。

このランドマークの１階ギャラリーで、DESIGNART 初参

加となる大蔵山スタジオが、自社の山で採掘する伊達冠石

のプロダクトと、新たにスタートするリサーチプロジェクト

の展示・販売（一部非売品）を行います。テーマは古来よ

り人間が大切にしてきた「石に対する原始の感覚」です。

リサーチプロジェクトは、デザイナー・柳原照弘と大蔵山

スタジオとのリサーチワークの序章となる意欲的な展示で

す。デザイナーの視点で山・原石・土をフィールドワークし

た軌跡を会場でご紹介します。今回アーティスト・写真家

の八木夕菜が特別に参加。自然と人が関わってきた大蔵

山の見えざる力を、八木の作品を通して目撃してください。

デザイナーとの協業によるプロダクトは、ミラノ・サローネ

で Dan Yeffet が発 表した「GOLDEN ‘MENHIRS’」、

KAARON Studio が NY の Galerie Philia で発表する

「LAC」、そして自社でデザインした「CONPAC」に加え、

新作を展示します。

ひとつとして同じ形状、色合いがなく、彫刻的な姿の伊達

冠石は、世界中のアーティストやクリエイターを魅了してき

ました。古来より受け継がれてきた石がもたらす感覚を、

都市の空間でご体感ください。

en.

KASHIYAMA DAIKANYAMA opened in Daikanyama, 
Tokyo in April 2019. This new-style commercial 
complex stimulates your five senses, by bringing 
fashion, food, design, and art together. The building 
and interior were designed by design office nendo, 
led by Oki Sato, and space design office onndo. 
Based on the concept of a “hill,” the building consists 
of a combination of various-sized box-like units.
In the first floor gallery of this landmark, 
OKURAYAMA STUDIO exhibits and sells Daté Kan 
stone products, mined from their own mountain, and
research project newly started. The theme is the 
“primitive feeling about stone” that has long been 
cherished by humans.
The research project in this exhibition is a prologue 
to the research work of designer Teruhiro Yanagihara 
and OKURAYMA STUDIO. His inspirations from 
nature and the stones during his visit and a trajectory 
of his thoughts are also introduced. Artist and 
photographer, Yuna Yagi is specially join this project.  
Products co-developed by designers include 
GOLDEN ‘MENHIRS’ (presented by Dan Yeffet at 
the Salone del Mobile furniture fair in Milan), LAC 
(presented by KAARON Studio at Galerie Philia 
in NY), and CONPAC designed by OKURAYAMA 
STUDIO, as well as their new products.

 OKURAYAMA STUDIO
at KASHIYAMA DAIKANYAMA
大蔵山スタジオ at カシヤマ ダイカンヤマ

address.

1F/GALLERY14-18, 
Daikanyama-cho, Shibuya-ku
渋谷区代官山町 14–18 1F/ GALLERY

tel.   

+81-(0)3-5784-1287

hours.     

1:00PM - 7:00PM（ - 5:00PM last 
day）

https://www.
kashiyamadaikanyama.com
https://okurayamastudio.com
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exhibition dates: 17 - 20th

exhibition dates: 18 - 27th

We believe that it is very important 
to feel the reverberations of our 
surroundings by taking in wind, 
light, shadow and sound even 
in this modern life where spatial 
isolation has become popular.

We were inspired to seek a way 
of recapturing the sense of the 
reverberations of our environment 
even in the modern world.

That's how the concept of Aida 
no Ma or, In-Between Space, was 
born.

We propose the incorporation 
of the presence of light, shadow 
and the vibrations of life into a 
comfortable, harmonious living 
space. 

LIXIL Design

After eating the Forbidden Fruit in the 
Garden of Eden, Eve become aware of 
her nakedness and hide herself with 
“Fig Leaf” clothes.
It could be the beginning of “Clothing 
History”.
What if there were no Fig Leaf?
She might have hidden themselves 
with her hair.
This work explores the possibilities of 
a “Hairism” world, which is different 
from the current world, by using 
“hair” to create a new object that 
compensates for the imperfection of 
nakedness.
If one past phenomenon is different, 
it will be a different future. The 
parallel world that was born from 
imperceptible small phenomena is 
expressed with the collaboration of Art 
Director ASAKO TAKI, Hair&Make-
up Artist SUZUKI MINAKO, and 
Photographer YAGI SHINJI.

LIXIL
at DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY 
リクシル at 代官山 T-SITE GARDEN GALLERY

Without Fig Leaf, Clothing Was Not Born.
at VIA BUS STOP MUSEUM
もしもあの時、イチヂクの葉がなければ服は生まれなかった。 at ヴィア バス ストップ ミュージアム

address. 
16-15 Sarugakucho,Shibuya-ku
渋谷区猿楽町 16-15

address. 
28-14, Sarugakucho, Shibuya-ku  
渋谷区猿楽町 28-14

tel.
0120-126-001

hours.
9:30AM - 9:30PM (17th 7:30PM -) 
(20th - 7:30PM)  

tel.
+81-(0)3-5 4 59 -15 67

hours.
11:00AM - 8:00PM (1:00PM - 
8:00PM monday)

私たちは現代の暮らしにおいても、風

や光、影や音などの 空間の響き を感

じることは、とても大切なことだと考

えています。

一方では区画を区切るような空間構成

が今では主流となっています。

そこで、今だからこそできる空間の響

きを模索したい。

そんな想いから

コンセプト  間の間 （ aida no ma ） 

が生まれました。

光、影、気配を感じることによって、

空間と空間を心地よく響かせる提案を

しています。

LIXIL Design

エデンの園で禁断の果実を口にしたあ

の時、イヴは自らの裸に気づき、イチ

ヂクの葉で自らの局部を隠しました。

“イチヂクの葉”こそ、これまで続く“服”

の始まりではないでしょうか。では、も

しもあの時、イチヂクの葉がなかった

ら？イヴは自らの長髪で局部を隠してい

たのかもしれません。この作品は、“髪

の毛”を用いて、裸の不完全さを補う

ものを新たにつくり出すことで、今い

る世界とは違う、“毛髪主義”世界の

可能性を探ります。過去の現象がひと

つでも違えば、違う未来になる。些細

な現象から広がるパラレルワールドを、

アートディレクター瀧 亜沙子×ヘアメイ

クアーティスト スズキミナコ×フォトグ

ラファー八木 伸司のコラボレーション

で表現します。

https://www.lixil.co.jp/
https://newsrelease.lixil.co.jp/
news/pdf/2019082301.pdf

https://www.viabusstop.com
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デザイン、アート、ハンドクラフト、科

学のハイブリッドアプローチを通じて化

学ラボで生まれるデザイン作品。 実験

的ポリウレタンフォームとガラスで実現

した花瓶 / 容器。 自然と人工、理想

主義と物的主義、素材と完成品といっ

た境界があいまいな現代のパラダイム

に疑問を投げかけます。

FIL は熊本県阿蘇・南小国を拠点に活

動するインテリア・ライフスタイルブラ

ンド。東京・パリのクリエイターとの創

作活動から家具やフレグランスを展開し

ています。「TENOHA 代官山」にて

FIL の世界観とともに、上質な国産天

然素材と洗練されたデザインや香りを

お楽しみ下さい。

exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th
artwork price: - jpy1,400 - 198,000
exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th

Beyond molecular weight
at  TENOHA DAIKANYAMA
Beyond molecular weight at TENOHA 代官山

FIL
at TENOHA DAIKANYAMA
FIL at TENOHA 代官山

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM
irregular holidays

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM
irregular holidays

enzamigliore.com https://fillinglife.co

Design artifacts created in a chemistry 
lab through a hybrid approach of 
design, art, handcraft and science. 
Vases/containers realized with a new 
experimental Polyurethane foam 
paired with glass. These objects 
question paradigms in an era of 
confused boundaries between natural 
and artificial, idealism and materialism, 
sources and resources through their 
ambiguity. 

”FIL” is a lifestyle brand based in Aso 
and Minamioguni in Kumamoto, 
developing furniture and fragrances 
with creators in Tokyo and Paris; the fab 
lab in our flagship store provides our 
manufacturing space. 
We hope customers will enjoy the 
world of FIL, made with high-quality 
natural domestic materials and refined 
taste and design at the TENOHA 
DAIKANYAMA.
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 a.  20-23, Daikanyamacho, Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 TENOHA 代官山  t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41   h. 11:00AM - 8:00PM  irregular holidays

 DESIGNART GALLERY
 at  TENOHA DAIKANYAMA

DESIGNART GALLERY @ TENOHA DAIKANYAMA is a creators’ 
group exhibition to pursue borderless and free creativity beyond 
domains of design and art.
The venue, TENOHA DAIKANYAMA, is a complex facility with a 
lifestyle store, restaurant, etc. to be closed in October 2019. 
With this event, we will send our message overseas with 
TENOHA Milano in Italy opened in April 2018.

「DESIGNART GALLERY@TENOHA DAIKANYAMA」は、デザインとアートの

領域を超え、ボーダレスで自由な創造性を追求し続けるクリエイターたちによるグ

ループエキシビジョンです。

今年、その会場となる「TENOHA 代官山」は、ライフスタイルストア、レストラン、

カフェ、コワーキングスペース、プライベートオフィスが１箇所に集まった複合施設

ですが、2019 年 10 月をもって 5 年間の営業終了に伴い閉館します。その最後のイ

ベントとして、DESIGNART とともに様々なクリエイターやアーティストによる作品

展示を行います。今回の試みにより、昨年 4 月にオープンしたイタリアの「TENOHA 

Milano」をはじめ、海外に向けた架け橋となります。

event: 25th 7:00PM - 9:30PM
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exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th

Time is a very important factor 
for human beings living in society, 
However, does not our behavior and 
the mind unconsciously dominate 
greatly by that time? For the people 
who were alive in the analog world, 
"time" As much as I can confirm the
time at the sun's position, Perhaps it
was a minimum existence in life. 
But in the modern society which was 
dominated by digital, various things 
became complicated We are living
in a very tense society where even a
one minute second delay is not 
allowed. For releasing from such a 
sense of tension, I thought that
there was a big hint on the analog
time axis. Lifestyle where time
flows slowly only by yourself, away 
from everyday time axis. And new 
values that are born as the concept of 
time changes. Through this item,
we propose new values. 

TIMON
at TENOHA DAIKANYAMA
TIMON at TENOHA 代官山

address. 
20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

tel.
+81-(0)3-578 4 - 0 8 41

hours.
11:00AM - 8:00PM   irregular 
holidays

“時間”とは、社会のなかで生きる我々

人類にとってはとても重要な要素では

す、その時間によって我々の行動やマ

インドは無意識に大きく支配されてい

ないでしょうか？

アナログ世界で生きていた昔の人々に

とって時間とは、 太陽の位置でなんと

なくの時を確認するくらいの、 生活の

中ではミニマムな存在だったのかもし

れません。しかし多様化しデジタルで

支配された現代社会は様々な事が複

雑化し 一分一秒の遅れも許されない

とても緊張感のある社会の中で我々は

生きています。 

その様な緊張感からの解放には、アナ

ログな時間軸にこそ大きなヒントがあ

るのではと考えました。 

日常の時間軸から離れ、自分だけの

ゆっくりと時間が流れるライフスタイ

ル。 そして、時間の概念が変わると

生まれる新しい価値観。 このアイテム

を通して、我々はライフスタイルの新

しい価値観を提案します。 
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www.atsushionuma.com
https://triplea.co.jp

exhibition dates: 18 - 27th    event: 25th

Deco is available any esthetic design 
and grain by digital data instead of 
conventional release paper.  
 Created by 3D data expands design 
range and its size.Maximum size of one 
repeat pattern is 140 times gravure roll. 
Deco is world's first synthetic PU 
leather that achieve both complete Eco 
friendly, esthetic value keeping high 
durability.
 Here, exhibited the car seat and 
business bag 'VONDS ransel' 
have Deco's feature durability 
and lightweight - 10% lighter 
than conventional PU leather, half of 
real leather.

“DECO” by Triple A / Design image seat & VONDS RANSEL / Atsushi onuma
at TENOHA DAIKANYAMA 

「DECO」by Triple A / デザインイメージシート & VONDS RANSEL / 大沼 敦 at TENOHA 代官山

address. 
20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

tel.
+81-(0)3-578 4 - 0 8 41

hours.
11:00AM - 8:00PM   irregular 
holidays

表面の凹凸をデザインできる世界初の合

成皮革「DECO」を使用したデザインイ

メージシート及び、仕事用鞄「VONDS 

ransel」の特別バージョンを展示します。

DECO はデザイン可能な面積が約 140

倍広がり、３D データ入力可能で、生産

時の完全無溶剤化を実現。環境にも優

しく軽量（10％軽量化で、本革の約半分）

で、摩擦にも強い世界初の合成皮革で

す。
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素材やプロダクトの機能・印象を再構

成し、制作したアナログゲームオブジェ

のシリーズ。馴染みのあるモチーフで

構成されたオブジェは、どこかノスタル

ジックな感情を想起させます。水滴の

ようなガラス駒を使用するゲームなど、

他数点の作品を展示予定。会場のゲー

ムオブジェはすべてプレイ可能です。

食の問題を主題に、自然との関係性の

再考を促すため食料廃棄物製の食器を

制作しています（写真）。今回は同素材

を用いたより大きな器「Anima - Life 

Vessel」を発表予定です。古来壺や甕

は命の糧の水や食料の保存や運搬、ま

た供物や骨を納める祈りの器や花器と

しても用いられてきました。その形体を

命の象徴と捉え制作した魂の器です。

古来より日本の文化に根付いている木。

TARAMAN の出身地である“奈良”を

デザイナーの観点から見つめ直す一環

として銘木の産地で有名な吉野の木を

素材に「纏う木モノ」を奈良という縁で

つながったモデル、メイク、フォトグラ

ファー、職人、表現者による写真作品、

ヴィジュアル表現を展示します。

テキスタイルブランド「traffa traffa」

から発表したテキスタイルと、イメージ

コラージュのアートワークを展示しま

す。永遠に続く生命の営みをテーマに

した「生命」、折り紙をモティーフにし

た「無限」「BONE」を展示いたします。

是非お立ち寄りください。

artwork price: jpy3,000 - 200,000
exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th

exhibition dates:  18 - 27th  event: 25th
artwork price: jpy5,000 - 30,000  
exhibition dates: 18 - 27th  evnt: 25th

artwork price: jpy3,800
exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th

HAFT DESIGN
at TENOHA DAIKANYAMA
ハフトデザイン at TENOHA 代官山

Kosuke Araki
at TENOHA DAIKANYAMA
荒木 宏介 at TENOHA 代官山

TARAMAN+
at TENOHA DAIKANYAMA
タラマンプラス at TENOHA 代官山

Katsuki Connection
at TENOHA DAIKANYAMA 
カツキコネクション at TENOHA 代官山

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM

http://haft-design.com/

https://www.kosuke-araki.com https://www.taraman.info

www.katsuki-c.com
www.traffa-traffa.com

A series of analog game objects created 
by reconstructing the functions and 
impressions of materials and products. 
An object composed of familiar motifs 
reminds us of some nostalgic feelings. 
Several other works will be exhibited, 
such as games using glass pieces like 
water drops. All game objects in the 
venue are playable.

I am handcrafting a series of tableware 
from food waste and Urushi to 
encourage us to rethink our relationship 
with nature (photo). This time, a 
bigger piece, Anima - Life Vessel, is 
to be unveiled, interpreting a pot as 
a symbol of life: since ancient times, 
pots have been containers preserving 
and carrying water and food, placing 
offerings or ashes and displaying 
flowers.

Wood is deeply rooted in Japanese 
culture since ancient times. As a part 
of redefining Nara–TARAMAN’s 
birthplace–from a designer's point of 
view, photographic work and other 
visual arts are exhibited around the 
theme “Matou Kimono (dressed in 
wood)” using the renowned Yoshino 
wood produced in Nara as a material, by 
models, makeup artists, photographers, 
craftsmen, and artists all connected to 
Nara.

The textiles released from the textile 
brand “traffa traffa” and image collage 
artworks are exhibited. The displayed 
works are “Life” with the theme of life 
lasting forever, “Infinite” and “BONE” 
with origami motifs.
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non-grid.com

自然豊かな土地にアトリエを構え、日々

の暮らしのなかからインスピレーション

を受け、鮮やかな記憶としてテキスタ

イルを生み出している炭酸デザイン室。

天井から無数に吊り下げられたオリジ

ナルテキスタイルから、動物や植物が

木彫作品となって飛び出し、空間を鮮

やかに彩ります。

artwork price: jpy10,000 - 100,000
exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th

TANSAN DESIGN STUDIO
 at TENOHA DAIKANYAMA
炭酸デザイン室 at TENOHA 代官山

a. 20-23, Daikanyamacho, 
Shibuya-ku  渋谷区代官山町 20-23 
TENOHA 代官山

t. +81-(0)3-578 4 - 0 8 41
h. 11:00AM - 8:00PM

www.tansandesign.jp

TANSAN Design Studio is located 
in the area full of nature.  They find 
inspirations in their everyday lives 
and turn them into textiles with vivid 
mementoes.  For designart 2019, 
they will be highlighting the atmosphere 
vividly with their original textiles flowing 
in the air.
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artwork price: jpy1,500 -
exhibition dates: 18 - 27th

We will exhibit “Trust Market” with 
the theme of “Value of items” and 
“Sustainable Society”. 
There, you can purchase your own 
tenugui (=Japanese hand-towel) 
by cutting them to the length you 
desire. The price differs depending 
on your chosen length. We would 
like to provide an opportunity for 
people to be aware of how people 
value goods and money differently.
During the exhibition,  you could 
experience the projects for 
sustainable society such as straws 
made from wheat created by “Why 
Juice?” * The location of the Mini 
Truck exhibition varies depending 
on the date and time.
For more details, please refer to 
the left information.

NON-GRID
at Why Juice? Daikanyama / Why Juice? Mini Truck
ノングリッド at Why Juice? 代官山店／ Why Juice? Mini Truck

address. 
13-8 1F, Daikanyama - Cho, 
Shibuya-ku
渋谷区代官山町 13-8 1F

tel.
+81-(0)3-5 428 - 8 6 8 6

hours.
Daikanyama: 8:30AM - 7:00PM   
closed on wednesday
mini truck calendar：http://w w w.
why-juice.me/mini_truck

「モノに対する尺度」と「持続可能な

社会」をテーマに、自分で手ぬぐいを

必要な長さにカットして購入できる「信

頼マーケット」を展示します。価格に

対してどれだけの長さにカットするか

はお客様次第。モノやお金の価値観、

人それぞれの尺度や信頼のあり方につ

いて考えるきっかけを提案します。

手ぬぐいは、展示 場所である「Why 

Juice?」のジュースをつくる際の絞り

カスや、農家で廃棄されてしまう野菜

を原料にして染めています。展示期間

中のジュース販売には麦ストローの使

用など、持続可能な社会へ向けての

Why Juice? の取り組みも合わせて体

感いただけます。

※ Mini Truck の展示は日時により時

間と場所が異なります。 左記の情報

をご覧ください。
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アートとインテリアの心地良い関係を提

案する「LIFE with ART project」。「ア

ルフレックス東京」では、彫刻家・佐々

倉文の作品展「curated by noie.cc」

を開催します。金属（ステンレス）彫刻

の圧倒的な存在感と、アルフレックス

の上質なインテリア空間との融合をぜ

ひご覧ください。

artwork price: jpy30,000 - 2,000,000   
exhibition dates: 17th oct - 5th nov 

Aya Sasakura
at ARFLEX TOKYO 
佐々倉 文 at アルフレックス東京

a. Ebisu Prime Square1F, 1-1-40, 
Hiroo, Shibuya-ku 渋谷区広尾 1-1-
40 恵比寿プライムスクエア 1F

t. +81-(0)3-3 4 8 6 - 8 8 9 9
h. 11:00AM - 7:00PM closed on 
wednesday

https://www.arflex.co.jp/
www.ayasasakura.com/

Arflex Japan has been presenting "LIFE 
with ART project" since 2017 offering 
ideas for enjoying art as part of fine 
modern interior through art exhibitions 
and events at Arflex flagship shops. 
During DESIGNART 2019, Arflex Tokyo 
will present an exhibition of the works 
by Aya Sasakura a sculptor based in 
Kasama making dinamic stainless steel 
sculpture, curated by noie.cc.

『レピクチャー』は視覚的な想像力の再

生を目的としたコンセプトマガジンです。

本誌は 5 組の作家によって描かれた像

（ピクチャー）を、言葉を使わずにデザ

インし、印刷物として再構成します。言

語の壁を超えたイメージというユニバー

サルランゲージだけで表現された現代エ

コシステムをお楽しみください。

artwork price: jpy4,500 - 200,000   exhibition dates: 11th oct - 3rd nov
event: 19th 6:00PM - 8:00PM  with SOMEWHERE & tmh.

(RE)PICTURE
at POST
レピクチャー at POST

a. 2-10-3-1F Ebisu-minami 
Shibuya-ku 渋谷区恵比寿南 2-10-3

t. +81-(0)3-3713- 8 670
h. 12:00PM - 8:00PM closed on 
monday

www.post-books.jp
https://www.repicturemagazine.
com/

(RE)PICTURE is a concept magazine 
produced for the purpose of 
reproducing the visual imagination. 
Featuring pictures depicted by 
5 groups of guest artists, this magazine 
is designed without the use of words 
and packaged as printed matter. 
We are creating a magazine symbolizing 
a modern ecosystem structured by the 
imagination as universal language that 
reaches beyond the barriers.

「生命をこえて語るもの」をテーマに４

名の作家の作品を展示します。マテリ

アル、手法、表現はもちろん４名それ

ぞれが異なりますが、全員確固たる作

風をもっています。作品の美しさだけで

なく、作品から垣間見えるストーリーも

あわせてご鑑賞ください。

artwork price: jpy100,000 - 1,000,000   exhibition dates: 18 - 27th
event: 19th 6:00PM - 8:00PM  with POST & tmh.

ARKO/Norihiko Terayama/
Hiroyuki Nishimura/Ryosuke Harashima
at SOMEWHERE TOKYO   ARKO/ 寺山紀彦 / 西村浩幸 / 原嶋亮輔 at サムウェア トーキョー

a. 1st floor, 2-7-1, Ebisu-minami, 
Shibuya-ku 渋谷区恵比寿南 2-7-1 
ハーモニックプレイス１階

t. +81-(0)3- 6 4 52-2 2 24
h. 1:00PM - 7:00PM closed on 
monday

www.somewheretokyo.com

"Speaks beyond its life"
Under this theme, works by four artists 
are being exhibited.Each of them uses 
different materials, methods, and 
expressions,and all of their works show 
their unique beauty. Please enjoy not 
only the sole beauty, but the stories 
behind their work.

数学は美しいもの　

数学は永遠なもの

数学はあらゆるもの　

アー ティスト・五 月女 哲平、 ならび

に 手 塚 敦 嗣、 古 物 商・ 茂 呂 裕 司、

プ ロダクトデ ザイナ ー・角 田 陽 太、

mintdesigns の勝井北斗と八木奈央、

そして tmh. の古田智彦の各人が作品

や古美術を展示および販売いたします。

artwork price: jpy3,000 - 100,000   exhibition dates: 19 - 27th
event: 19th 6:00PM - 8:00PM  with SOMEWHERE & POST.

Mathematics
at tmh.&L’INTERIEUR
数学 at ティーエムエイチ．アンド ランテリア

a. 2B Ochiai soen bld. 2-9-8, 
Ebisu-minami, Shibuya-ku 渋谷区
恵比寿南 2-9-8 Ochiai soen ビル２B

t. +81-(0)3-3716 - 6 9 82
h. 12:00PM - 8:00PM (6:00PM 
last day)(12:00PM - 7:00PM 
sunday) closed on monday

www.atelier-tmh.com

Mathematics is beautiful. 
Mathematics is eternal. 
Mathematics is everything.
Teppei Soutome, an artist. Also Atsushi 
Tezuka. Hiroshi Moro, an owner of an 
antique shop "Moro". Yota Kakuda, a 
product designer. Hokuto Katsui & Nao 
Yagi, designers of "mintdesigns". And 
T. Furuta, a designer of "tmh." They will 
show & sell their collections such as 
their creations & antiques.
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exhibition dates: 18th otc - 20th dec   event: 19th oct 6:00PM - 9:00PM

artwork price: jpy77,000 - 1,077,000
exhibition dates: 18 - 30th   event: 18th 7:30PM - 8:30PM

MATERIAL DESIGN EXHIBITION 
is an exhibition that manufacturers 
and designers team up to draw 
out the new value of materials and 
technology. For a manufacturer 
that challenges a new field, a 
designer is an entity that shows the 
way to a solution in line with the 
lifestyles and values of that era.
It is not easy to find the way, 
but it is an attempt to follow a 
company's direction and "stretch 
out" its potential by listening to the 
company's vision and repeating 
research. At this time's MATERIAL 
DESIGN EXHIBITION, it will be 
given to let you experience the 
flow. I hope you will feel the new 
value created by "stretching out" 
the possibilities.

A quality of nature that fascinates 
us – it is governed by certain rules 
we’re barely aware of – give off 
mysterious, diverse, unrepeatable 
and somewhat sacred presences. 
Is it possible to deliberately 
reproduce ‘naturalness’ in 
artifacts? 
Selected as UNDER-30 at 
Designart 2019, Chialing Chang 
is an artist based between Taipei, 
Tokyo, and Lausanne. Collections 
of her subtle yet strong works will 
be unveiled in Japan for the very 
first time, along with abundant 
books recommended by Bunkitsu 
under the theme of nature.

MATERIAL DESIGN EXHIBITION 2019
at Material ConneXion Tok yo
マテリアルデザインエキシビジョン 2019 at マテリアルコネクション東京

Nature as Metaphor / Chialing Chang
at BUNKITSU Roppongi
隠喩としての自然 at 文喫 六本木

address. 
B1F A XIS Bldg., 5-17-1, 
Roppongi, Minato-ku 港区六本木
5-17-1, AXIS ビル B1F

address. 
1F 6-1-20, Roppongi, Minato-ku 
港区六本木 6-1-20, 六本木電気ビル

ディング 1F

tel.
+81-(0)3-6721-1780

hours.
10:00AM - 6:00PM

tel.
+81-(0)3-6438-9120

hours.
9:00AM - 11:00PM

http://jp.materialconnexion.com/
www.mcx-mde.com 

https://chialingchang.com

「MATERIAL DESIGN EXHIBITION」

は、企業とデザイナーが組み、素材や

技術の新しい価値を見出す過程を展示

する企画展です。新たな領域に挑戦す

るものづくり企業にとって、デザイナー

とは、その時代のライフスタイルや価値

観を踏まえた解決策への道筋を示してく

れる存在です。その道筋を見つけるの

は簡単ではなく、企業のビジョンに耳を

傾け、リサーチを重ねることで、企業の

目指す方向性に寄り添い、可能性を「引

き出す」試みです。今回の MATERIAL 

DESIGN EXHIBITION では、その流れ

を体感できる展示を行います。可能性を

“STRETCH ＝引き出す”ことで生まれ

る新たな価値をぜひ感じていただけれ

ばと思います。

わたしたちを魅了する、自然。それはわ

たしたちが気づかないルールによって統

御されていて、神秘的で、多様で、再

現不可能で、どこか神聖でさえあります。

そんな自然の性質を、人工物のなかに、

意図的に再現することは可能でしょう

か？

D E S I G N A R T  TO K YO  2 019 の

UNDER-30 に選出されたチャーリン・

チャン。台湾、東京、ローザンヌを拠

点とする彼女の日本初の個展。自然の

もつはかなく、脆く、力強い性質を、美

しく機能的なプロダクトのなかに落とし

込む彼女の作品が、本と出会うための

本屋「文喫」で展開されます。彼女の

テーマである自然をめぐって文喫がセ

レクトする本もお楽しみください。
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artwork price: Kenji Abe jpy30,000 - 50,000  Ao.jpy10,000 - 800,000
COOL HUNTING  jpy2,500 - 1,300,000   exhibition dates: 18 – 27th

address.

HILL SIDE B1F Roppongi Hills
6-10-2 Roppongi, Minato-ku
港区六本木 6-10-2

六本木ヒルズ ヒルサイド B1F

tel.   

+81-(0)3- 6812 9163

hours.     

11:00AM - 9:00PM

http://g-roppongi.jp/
https://kenjiabe.com/    
http://ao-design.tokyo/jp                  
www.coolhunting.com

jp.
贈り物や自分へのご褒美をもっと身近な習慣にして、毎

日の暮らしに豊かな彩りを添えられたら。そんな想いから

2019 年 4 月 25 日に六本木ヒルズに誕生し、主にヨーロッ

パと日本からセレクトされた“本物の価値”と“新しい価値”

をご提供するプロダクトを展開しています。新しい価値とし

てカテゴリーや国内外を問わず、若手デザイナー達の新た

な才能をいち早く発掘していきます。

【Kenji Abe】ARMADILLO はインテリアに馴染む美しい

ダンベルです。掴む、腕に通す、足にかける等のトレーニ

ングが可能です。自重で起き上がり小法師のように自立し

ます。金属の特徴を生かした加工で、シルジン青銅の美し

い表情が楽しめます。中村製作所のロストワックス精密鋳

造技術によって実現した製品です。

【Ao．】藍染料で無垢材を染め上げたメイドイントーキョー

のデザインプロダクトです。東京で伐採された良質な木材

を職人の手作業により丁寧に繋ぎ合わせた大きな天板は、

一枚板の重量感や質感を保ちつつ、自由な形状や幅 3m

を超えるサイズも制作可能です。商品は全て完全オーダー

メイドにて制作します。

【COOL HUNTING】COOL HUNTING は NYC を 拠

点のデジタルマガジンです。葉山在住のフランス人デザイ

ナー、デイビッド・ガリーノによる奄美大島紬で様々なモノ

をくるんだインスタレーションを展開する他、ポスタルコ、

アンソン・カルダーとコラボした限定商品も発表します。

en.

We wish to add color to everyday life by making gift-
giving or treating yourself a familiar culture. With this 
mission, the company was born on April 25, 2019, in 
Roppongi Hills. We offer products with “true value” 
and “new value” mainly selected from Europe and 
Japan. In pursuit of “new value,” we strive to be quick 
to discover new talent of young designers, beyond 
category and nationality. 
Kenji Abe: ARMADILLO is a beautiful dumbbell with 
the interior. There are various ways such as holding it 
in your hand, putting it through your arm, or hanging 
it on your leg. It is self-standing with its own weight. 
By taking full advantage of the characteristics of 
the metal, the distinctive beauty of silzin bronze is 
revealed. This was realized by the lost wax precision 
casting technology of Nakamura Seisakusho Ltd. 
Ao.: AO is a brand from Tokyo, that proudly offers 
high end furniture. All items are custom made using 
exclusive solid wood and indigo dye. 
COOL HUNTING: COOL HUNTING is a NYC-based 
award winning digital magazine. For DesignArt they 
are elebrating the artisanship of Amami Oshima 
Tsumugi with a unique installation of objects 
wrapped with the hand-dyed, hand woven silk ikat 
fabric, designed by Hayama-based French designer 
David Guarino. They are also launching their limited-
edition collaborations with POSTALCO and ANSON 
CALDER.

Kenji Abe, Ao., COOL HUNTING
at g GIFT AND LIFESTYLE
阿部 憲嗣、アオ、クール・ハンティング at ジーギフトアンドライフスタイル
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artwork price: jpy4,000 -
exhibition dates: 18-27th

Many canvases on a wall are 
works of reputed artist, celebrity, 
art student, kindergartner and 
other various people. They are 
anonymously on an exhibition 
sale. Its author will be disclosed 
only when the painting is delivered 
to a buyer. This is a surprise art 
event where you meet your true 
favorite without being unclouded 
by enormous information surround 
you nowadays. Portion of revenue 
will be donated to children who will 
shape our future.

Anonymous art exhibition
at George Creative Campany, ORANGE BRAINERY by ORANGE AND PARTNERS 
匿名希望展 at George Creative Company, OR ANGE BR AINERY by OR ANGE AND PARTNERS

address. 
1F 1-11-10, Azabudai,Minato-ku 
港区麻布台 1-11-10 日総第 22 ビル１F

tel.
+81-(0)3-5734-1428

hours.
 10:00AM - 7:00PMhttps://georgecc.com/

壁一面に並べられた数多くのキャンバ

スの絵。作者は有名なアーティストや

著名人、または美術学校の学生、幼

稚園児など様々ですが、全ての作品が

名を伏せて“匿名”で展示販売されて

います。作者が明かされるのは、絵が

購入者の手元に届いてから。現代を飛

び交う情報に惑わされない、ありのま

まの自分の“好き”と出逢うことので

きるサプライズ型のアートイベントで

す。そしてここでの収益はドネーショ

ン ( 一部運営費とする ) として、これ

からの未来を担う子供たちに寄付され

ます。
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artwork price: jpy2,700,000 - 
exhibition dates: 18th oct – 4th nov

address.

9-7-1 Akasaka, Minato-ku

港区赤坂 9-7-1

tel.   

+81-(0)3-3475-3100

hours.     

11:00AM - 7:00PM

www.tokyo-midtown.com/jp/
event/designtouch/index.html
http://balanco.strikingly.com

jp.
ー家具のような建築／庭のような家具／建築のような庭ー

　team balanco のデザインは新しいタイプのコミュニ

ティ空間を実現するために建築・家具・ランドスケープとい

う枠組みを超えて描かれ、その作品は

・家具のように人を支える「小さな建築」であり

・庭のように環境をつくる「大きな家具」でもあり

・建築のように内部空間をもつ「不思議な庭」

となって現れます。

ー intree table ー

　今回展示される intree table は「公共空間にプライ

ベートスペースをつくり出すミニマルユニット」としてデザイ

ンされた主に屋外用の家具作品です。

それは、高木の植樹も可能な「ベースユニット」と小さな「ス

テップ＋チェア」そして樹木の中に浮かぶ大きな「テーブ

ル」によって構成されます。

樹間に広がる「テーブル」は、その薄さと高さによって

周囲からはその存在をうかがい知ることはできず、その豊

かなスペースは、「ステップ」を使って（少し苦労して）登っ

た（訪れた）人だけが知る完全なプライベートエリアとなり

ます。

そして来訪者がテーブルに体をあずけ、小枝のようにスイ

ングするチェアに着座すれば、誰もが新鮮な空間体験のな

かにどこかなつかしい原風景を重ね合わせて思わず笑顔に

なり、テーブルを囲む仲間たちとの新しいコミュニティがそ

こに現れます。

対象年齢 16 才

en.

Architecture as Furniture
Furniture as Garden
Garden as Architecture

Team balanco design new type of community
space beyond architecture, furniture and
landscape.
– Like furniture,
   tiny architectural spaces support people;
– Like a garden,
    furniture suggests a larger organic landscape;
– Like architecture,
   a talismanic garden forms an inner geometry.

– intree table –
Intree table integrates furniture, architecture, and
landscape to create a small private space within
a public one.
The table with chairs is situated high, swings
slightly, and gives a feeling of “floating in the
woods.” It provides a new sense of distance, 
a happy aloofness from the people nearby.
[Target age] 16years or older

team balanco
at Tokyo Midtown (Roppongi)
team balanco at 東京ミッドタウン（六本木）
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exhibition dates: 20th – 27th

address.

Midtown Garden, Tokyo Midtown, 
9-7-6 Akasaka, Minato-ku

港区赤坂 9-7-6 東京ミッドタウン・ガー

デン内

tel.   

+81-(0)3-3475-2121

hours.     

 12:00PM - 7:00PM

jp.
間があること、思考すること、詩的になること、そして繋

がること。

誰の日常にもあるこれらの瞬間を、「COMMA（カンマ）」

と呼ぶことにします。

これは、Google が表現する新しい展示のテーマ。

トレンド予測のパイオニア リドヴィッチ・エデルコートがセ

レクトした日用品や穏やかなカラーリング、テキスタイル

など黙想的なインスタレーションとともに、いかにテクノロ

ジーが人々の暮らしに溶け込んでゆくのかを探求していき

ます。展示されたインスタレーションは、さまざまなライ

フスタイルと佇まいによってゾーニング。それら全体を通し

てひとつの表現として完成します。落ち着きある空間では、

伝統ある陶芸品、おもちゃや家具、そして新しい Google

のプロダクトが、日用品やデザインピースの一部となり、あ

りのままの日常とハードウェアの調和をもたらします。また、

壁に吊られた伝統的な繊維をつかった織物の展示は、オラ

ンダの建築家である Ina+Matt がプロデュース。この抽象

的な作品は、本展示のコンセプトと Google のハードウェ

アデザインの信念を表現しています。 インスタレーション

の後半には , アトリエのような環境で Google のプロダク

トに触れて頂けるようになっています。この魅力的な空間

は、COMMA が内包する意味合いについてゆっくりと考え

る時間をくれます。COMMA、それは間を味わい、そして

幾重もの人と人の繋がりを澄み切ってゆくことなのだと思い

ます。

en.

A pause, a thought, a poem, a connection.
These in between moments are what define 
COMMA, a new exhibition by Google’s Design 
Studio. A contemplative installation curated by 
trend forecaster Lidewij Edelkoort, exploring 
how technology is seamlessly integrated into our 
homes. The installation is punctuated by a series of
lifestyle moods that when brought together,
link into a whole. Still lifes are composed of 
everyday objects and contemporary design pieces, 
from ceramics to toys and furniture, and including 
Google’s latest products; bridging the intimacy of 
daily life with the discrete presence of hardware.
As a backdrop, textile wall hangings have been 
created by Dutch architects Ina+Matt. Made 
from fragments of antique linens and other 
textiles - in the great tradition of mending that is 
quintessentially Japanese. These abstract works 
focus on the shapes that reflect both the exhibition 
concept and Google’s hardware design principles.
In a second part of the installation, an atelier 
setting displays Google’s products for visitors to 
experience first-hand. This engaging environment 
allows the public to contemplate multiple meanings 
of COMMA: from slowing down to savoring
rhythm – distilling the very fabric of life and all 
human connections.

Google Design Studio | comma
at 21_21 DESIGN SIGHT Gallery 3
グーグル デザイン スタジオ | カンマ at 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー 3
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exhibition dates: 18th - 26th 

address.

Piramide Building, 1F, 6-6-9 Roppongi, 
Minato-Ku

東京都港区六本木 6-6-9 ピラミデビル 1 階

tel.   

+81-(0)3- 6721-0687

hours.     

11:00AM - 7:00PM
（19th 11:00AM-5:00PM

due to a private event）

https://www.perrier-jouet.com/
ja-jp/

jp.
毎年アーティスとのコラボレーションを発表しているペリエ 

ジュエ。2019 年はイタリア人アーティスト、アンドレア・

マンクーゾ（アナロジアプロジェクト）とタッグを組み、シャ

ンパーニュを愉しむためのアート作品を披露します。

型にとらわれない自由な発想で自然を称賛するという考え

は、メゾンの歴史において欠くことのできない要素であり、

またアール・ヌーヴォーの精神でもあります。マンクーゾ

は、メゾン ペリエ ジュエを訪れ、その歴史や精神を知っ

ていくなかで自身のデザインとペリエ ジュエとの親和性を

発見していきます。「わたしのデザインは、物語を語り、驚

きを創造し、そして感情を人々に伝える。その点でペリエ 

ジュエ シャンパーニュと共通しています」と、マンクーゾ。

メゾンを通じて、シャンパーニュは単にアロマやフレーバー

だけではなく、物語を語り、驚きや感情を伝えるカタリス

トでもあると感じ取りました。

彼は今回の作品において、新たなシャンパーニュ テイス

ティング エクスペリエンスを体感できる 6 つのシャンパー

ニュ グラスをデザイン。一つひとつのグラスが、各々のペ

リエ ジュエのキュヴェのストーリーを感じさせるように創り

上げられています。

今回のコラボレーションにおいて、自然、アール・ヌー

ヴォー、そしてシャンパーニュの関係性を探求し、グラス

という形で具現化したマンクーゾ。DESIGNART でのエキ

シビジョンが世界初披露となるアンドレア・マンクーゾとペ

リエ ジュエとの世界観が交差する作品を是非ご覧になら

れてください。

en.

Maison Perrier-Jouët commissions creative talents 
for their capacity to express the cultural heritage of 
the House, as well as their own unique identity.
Creative liberty and an unconventional observation 
of nature are integral to the history of Maison 
Perrier-Jouët. They are also characteristic of 
Art Nouveau, a movement closely linked to the 
House that also served as the inspiration for Italian 
designer Andrea Mancuso, of Analogia Project, for 
this collaboration. Mancuso created six glasses, 
each illustrating the story of one of the Perrier-Jouët 
cuvées. These have been designed to offer a new 
champagne tasting experience. 
During Mancuso's time to visit the Maison 
in Epernay, the designer learned the various 
fundamental elements of Perrier-Jouët's identity, 
which has guided him in his creative process. His 
work embodies Maison Perrier-Jouët’s world, which 
Mancuso describes as the most beautiful, purest 
expression of nature. 
With his work, he likes to stimulate the curiosity of 
the viewer and interact with them by intercepting 
the familiar with the unexpected. His discovery of 
Maison Perrier-Jouët showed him that champagne 
isn’t simply aromas and flavours: it is also a catalyst 
for stories, surprises and emotions. Just like 
Mancuso’s designs.  

Perrier-Jouët / Andrea Mancuso
(Analogia Project) at  PERROTIN TOKYO
ペリエ ジュエ / アンドレア・マンクーゾ（アナロジアプロジェクト） at ペロタン東京
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exhibition dates: 23-25th(for professionals)   26-27th(general)   
event: 23-27th 1:00PM - 7:00PM

address.

1-3-29,  Roppongi, Minato-ku
港区六本木 1-3-29

tel.   

+81-(0)3-5575-0431

hours.     

1:00PM - 7:00PM

www.spainbusiness.jp
https://www.taisei.co.jp

jp.
スペイン貿易投資庁 ICEX/ スペイン大使館経済商務部は、

大成建設のデザインチームとコラボレーションし、スペイ

ンと日本に共通する「光と陰影」をテーマに、空間に佇む

家具を通して美意識の共通点を探ります。スペイン大使館

の展示室で開催されるこのイベントは、展示室の空間特性

である光環境を活かしたものです。様々なスペイン家具と

和のしつらえを組み合わせ、自然光、人工照明といった様々

な光と日本の伝統的な“和のしつらえ”のなかにスペイン

家具を展示することで、これまでにない“スペイン家具と

日本の空間美の協奏”を演出します。

出展社は以下となります：

ACTIU ( コントラクト用家具 )：www.actiu.com　

AQUACLEAN ( 家具張り地 )：www.aquaclean.com

BESTILE ( タイル )：www.bestile.es

DUNE ( タイル )：www.dune.es　

EXPORMIM ( 屋外・屋内家具 )：

www.expormim.com　

FLOOVER ( 床材 )：www.floover.com

GANDIA BLASCO( 屋内・屋外家具 )：

www.gandiablasco.com　　

ISIMAR ( 屋内・屋外家具 )：www.isimar.es　

SELLEX ( コントラクト用家具 )：www.sellex.es

VICCARBE ( コントラクト用、住居用家具 )：

www.viccarbe.com　

en.

ICEX Spain Trade and Investment and the Economic 
and Commercial Office of the Embassy of Spain 
collaborate with Taisei Corporation's design team.
"Light and shadow" is a subject common to both 
Spain and Japan. We will explore our common 
aesthetic sense through the interior products in 
the space. The event, which will be held in the 
Embassy of Spain's exhibition hall, makes use of its 
atmosphere full of sunlight - a main feature of the 
hall. By combining Spanish interior products and 
Japanese style, and displaying Spanish products 
in natural light, artificial lighting and traditional 
“Japanese style”, we will produce an unique harmony 
of Spanish products and Japanese space. 
Spanish brands in the exhibition:
ACTIU (contract and office furniture):
www.actiu.com   AQUACLEAN (upholstery textiles):
www.aquaclean.com  BESTILE (design tiles): www.
bestile.es   DUNE (design tiles): www.dune.es
EXPORMIM (indoor and outdoor furniture):
www.expormim.com   FLOOVER (innovative 
flooring): www.floover.com   GANDIA BLASCO 
(indoor and outdoor furniture): www.gandiablasco.
com  ISIMAR (indoor and outdoor furniture):
www.isimar.es   SELLEX (contract furniture): www.
sellex.es   VICCARBE (contract, home use furniture): 
www.viccarbe.com

HIKARI no SHITSURAE
at Embassy of Spain
 HIKARI no SHITSURAE 〜光と和に佇むスペイン家具〜 at スペイン大使館

European Regional Development Fund A way to make Europe
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K シリーズというオリジナルブランドと

スキャニングデザインである KEX. を並

列して展示します。オリジナルとデザイ

ナー自身によるコピー商品の並列展示

です。「素材と製法を変えることで何が

見えてくるか？」　オリジナリティの意味

とスキャニングを通じてコピーの意味を

再考します。

artwork price: jpy500 - 200,000  
exhibition dates: 18 - 26th    event: 26th 4:00PM -

Masayuki Kurokawa / KEX
at K PLAZA
黒川雅之 / ケイイーエックス at ケイプラザ

a. K PLAZA B2, 3-13-15, 
Nishiazabu, Minato-ku 港区西麻布

3-13-15 ケイプラザ B2   
t. +81-(0)3-374 6 -36 01
h. 2:00PM - 7:00PM closed on 
sundays

www.k-system.net

We will exhibit our original brand, K 
series, and the scanning design KEX., 
side by side. Watching the original and 
its counterfeit product both created 
simultaneously by the same designer 
will allow viewers to rethink the 
definition of originality: what is original, 
and what is not.

ベルリンを拠点にグローバルな活躍をす

る塩田千春の 25 年にわたる活動を網羅

的に体験できる初めての機会です。「不

在のなかの存在」を一貫して追究してき

た塩田の集大成となる本展を通して、生

きることの意味や人生の旅路、魂の機

微を実感していただけることでしょう。

exhibition dates: 20th jun - 27th oct

Shiota Chiharu: The Soul Trembles
at Mori Art Museum
塩田千春展：魂がふるえる at 森美術館

a. Roppongi Hills Mori Tower, 
6-10-1, Roppongi, Minato-ku 港区

六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー  
t. +81-(0)5777-860 0 (8:0 0AM 
- 10:0 0PM, Hello Dial) h. 
10:0 0AM -10:0 0PM (-5:0 0PM 
on Tue.) Admission until 30 min. 
before closing.
www.mori.art.museum

The exhibition provides the first 
opportunity to experience in detail 
twenty-five years of oeuvre by 
Berlin-based international artist 
Shiota Chiharu. Through this 
exhibition epitomizing the “presence 
in absence” which Shiota has 
explored throughout her career, 
visitors will doubtless gain a sense 
for themselves of the meaning of 
living and journey of life, and the 
inner workings of the soul.

exhibition dates: 26-29th
event: 25th 6:30PM - 9:30PM

A special issue of the design 
magazine "AXIS," "FUJIFILM 
Design: A picture book of Future 
Design," will be published on 
October 25th.    In a world generating 
diverse designs, what can we offer 
as an in-house design division of a 
Japanese company? In collaboration 
with the design magazine "AXIS," 
FUJIFILM Design Center came up 
with one answer of the way in-house 
design and a design magazine can 
collaborate.  The concept is "A 
picture book of design." The beauty 
of the products and their postures 
were highlighted by displaying the 
distinctive features of each product.  
Every product from a colorful one 
resembling a butterfly to a sturdy 
product resembling a beetle is 
carefully collected in this picture 
book. Peek inside, and you may find 
something exciting.

FUJIFILM DESIGN × AXIS 
at AXIS GALLERY
FUJIFILM DESIGN × AXIS at アクシスギャラリー

address. 
4F 5-17-1,Roppongi 5-Chome 
Minato-ku 港区六本木 5-17-1 4 階

tel.
+81-(0)3-5575-8655

hours.
10:00AM - 8:00PM (6:00PM last 
day)

design.fujifilm.com

デ ザ イン 誌『 A X I S 』 の 増 刊 号 、

『 FUJIFILM Design 未来のデザイン

図鑑』が 10 月 25 日に創刊されます。 

多様なデザインが生まれる今、日本企

業のデザイン部門として何が発信でき

るの か。 私 たち FUJIFILM Design

はデザイン誌の『 AXIS』とタッグを組

み、これからのインハウスデザインと

デザイン誌の関わり方について、ひとつ

の答えを出してみました。

今回のコンセプトは「デザイン図鑑」。

デザインの特長的な表情を見せること

で製品や所作の美しさを表現しまし

た。蝶のような色鮮やかなモノから甲

虫のような堅固なモノまで、図鑑に一

つひとつ丁寧に収めました。このデザ

イン図鑑をそっと覗き込むと心が踊る

はずです。

Photo: Sunhi Mang
Photo courtesy: 
Mori Art Museum, Tokyo
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exhibition dates: 18 - 27th *only M&T 18 - 21st,  25 - 27th    
event: 19th 6:30PM - 9:30PM

address.

5-17-1,  Roppongi, Minato-ku
港区六本木 5-17-1

tel.   

+81-(0)3- 6365-0486

hours.     

11:00AM - 7:00PM

https://www.axisinc.co.jp
www.hamidshahi.com
draadd.com
https://www.hakuten.co.jp/
content/creative
mandt.design

優れたデザインを社会に広めていくための活動を行ってい

るアクシスでは、運営する「AXIS ビル」の場を提供し、複

数の若手デザイナーを迎えた展示を行います。

出展者たちは、AXIS ビル内各所でそれぞれの場を生かし

た独自の世界観を表現。本展に合わせて制作された、初

お披露目となる作品が揃います。瑞々しく、感性溢れる作

品を是非ご覧ください。

【ハミッド・シャヒ】*UNDER-30

既に多 数のメディアや機 関で注目されている彼の 新 作

「Pulse」を発表。木の構造と樹頭を透過する光に感銘し

デザインされた灯りが地下１階に広がります。

【HAKUTEN CREATIVE】

自然には人間のココロを揺さぶる感動の原体験がある。

本展は、都市の中の自然を拡張することで、日常のなかに

突如として現れる感動体験への入り口を創り出す試み。吹

き抜けがダイナミックに演出された 1 階の中庭は、体験の

場へと変わります。

【DraadD】

「Views Of Nature」をテーマに、素材から考察した作品

を、2 階と 3 階で展開。急激な変化を続ける現代における、

ものの魅力を「自然観」という概念を切り口に実験的なプ

ロセスを用いて紐解いていきます。

【M&T】*UNDER-30

温度や光など形を持たないものも含めたマテリアルを注意

深く観察し、仮説と検証を繰り返し製作した照明を 4 階の

「JIDA デザインミュージアム」で展示。光源から発せられ

る熱によって傘が上下に揺れる様子は、プログラムされた

ものにはない不安定な心地よさを観る者に与えます。

AXIS, which is engaged in spreading outstanding 
design to our society, provides spaces in the AXIS 
Building for young designers to exhibit their works.
The designers express their unique design world 
inside the AXIS Building.
Hamid Shahi : *UNDER-30
Already featured in numerous magazines, Shahi’s 
new work Pulse, which is inspired by the structure of 
trees and the way light penetrates a forest canopy, 
will be on show the 1st basement floor.
HAKUTEN CREATIVE :
The original experience which moved human's heart 
lives in NATURE.
They try to expand NATURE to create an entrance 
for the impressive experience that suddenly appears 
in daily life through this work. The courtyard, where 
the atriums are produced dynamically, will change 
into a place of experience during the exhibition.
DraadD :
They will exhibit works developed from materials 
under the theme "Views Of Nature" in the hallway of 
the 2nd and 3rd floor.
In today's rapidly changing world, They will 
consider the attraction of human creation through 
experimental processes.
M&T : *UNDER-30
They created this light displayed on the 4th floor 
at JIDA Design Museum after carefully observing 
materials, things don’t have form including humidity, 
light and running over hypothesis and test cycle. 

Hamid Shahi/HAKUTEN CREATIVE/
DraadD/M&T at AXIS
Hamid Shahi ／ HAKUTEN CREATIVE ／ DraadD ／ M&T at アクシス
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Noritake のイラストレーションを、プ

ロペラートにより植物を使って表現す

る特別なインスタレーション。会場とな

る小田急サザンタワー２階エントランス

では大きな作品を、小田急ホテルセン

チュリーサザンタワーの２０階ロビーで

も関連作品を展示します。作品を通して、

リラックスした空間を演出し、皆さまを

お迎えするイベントです。

exhibition dates: 18 - 27th
event: 18th 3:00PM - 5:00PM

Noritake/propellaheart at Odakyu
Southern Tower & Odakyu Hotel Century Southern Tower
Noritak/propellaheart at 小田急サザンタワー＆小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

a. 2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku 渋谷

区代々木 2-2-1  

t. +81-(0)3-374 6 -36 01  
h. 2:00PM - 7:00PM closed on 
sundays

This is a special installation project 
in which Propellaheart expresses 
Noritake's illustration using plants. 
At the venue, the main works will be 
exhibited at the 2nd floor entrance 
of Odakyu Southern Tower, and 
related works will be displayed in 
the 20th floor lobby of the Odakyu 
Hotel Century Southern Tower. The 
purpose of the event is to create 
a relaxing space that welcomes 
visitors through the exhibited works.

https://propellaheart.tokyo/

YMV がミラノデザインウィークに出展し

た「IKIMONO」（西村ひろあき・堀川淳

一郎・Stratasys）、「REFLECTION / 

SHADOW」（小栗誠詞・大木陽平・吉田

真也・秋山慶太）、「FLOWER / METAL」

（小栗誠詞 / 大木陽平）の凱旋展です。

artwork price: jpy3,000 - 1,000,000  
exhibition dates: 18 - 20th    event: 18th 4:00PM - 7:00PM

YOKOHAMA MAKERS VILLAGE 
collection 2019 / Hiroaki Nishimura at AXIS Gallery
YOKOHAMA MAKERS VILL AGE collec tion 2019 / 西村 ひろあき at A XIS Galler y

a. 4F,5-17-1, Roppongi, Minato-
ku  東京都港区六本木 5-17-1 AXIS

ビル 4 階 

t. +81-(0)3-5575 - 8 6 55   
h. 10:00AM - 7:00PM (- 5:00PM 
lastday)

https://www.y-m-v.jp/
www.hndi.co.jp/ja/

It is an exhibition of works by YMV, 
which has been exhibited at Milan 
Design Week as “IKIMONO” (Hiroaki 
Nishimura / Junichiro Horikawa / 
Stratasys), “REFLECTION / SHADOW” 
(Seiji Oguri / Yohei Oki / 
Shinya Yoshida / Keita Akiyama) and 
“FLOWER / METAL” (Seiji Oguri / Yohei 
Oki).

このキッチンテーブルは、キッチン専業

メーカーのクリナップと、老舗木製家

具メーカーの飛驒産業とのコラボレー

ションで生まれました。料理するときに

はしっかり使える機能を備えつつ、普

段はキッチンの機能をコンパクトに、家

具として存在することで、LDK 空間を

広く使うことを目指しました。

exhibition dates: 18 - 27th  event: 25th 5:00PM - 6:30PM

Hida Sangyo x Cleanup
at HIDA TOKYO MIDTOWN
飛驒産業 × クリナップ at HIDA ミッドタウン店

a. E-0301 Tokyo Midtown Galleria 
3F, 9-7-1 Akasaka, Minato-ku 
港区赤坂 9-7-3 E-0301 E-0301  東京

ミッドタウン ガレリア 3F

t. +81-(0)3-5413-7637
h. 11:00AM - 9:00PM

https://cleanup.jp/
https://hida-shop.jp/

This kitchen table is a collaborative 
product by Cleanup – the 
representative kitchen manufacture 
and Hida Sangyo – one of the oldest 
wooden furniture companies in Japan. 
It has the convertible features as an 
enjoyable kitchen for cooking and a 
compact furniture table for living and 
dining. These enable us to exploit a 
room spaciously for living, dining, and 
kitchen.
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exhibition dates: 18 - 27th

Ung Svensk Form/Young Swedish 
Design is a juried competition 
where the nominated entries will 
take part in a traveling exhibition. 
Serving as an arena for young 
design, the project was created 
with the aim of increasing the 
knowledge and widening the 
scope of new, innovative Swedish 
design. The exhibition offers 
the designers an opportunity to 
initiate dialogue and establish new 
contacts as they get a chance to 
meet manufacturers and reach new 
audiences.  

Young Swedish Design
at LIVING DESIGN CENTER OZONE
ヤングスウェディッシュデザイン at リビングデザインセンター OZONE

address. 
Galler y 1, Shinjuku Park Tower 
1F, 3-7-1 Nishi Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 西新宿 3-7-1 
新宿パークタワー 1 階 ギャラリー・1

tel.
+81-(0)3-5322-6500

hours.
10:30AM - 7:00PM

www.janklingler.com 
www.rob-curran.com

「Ung Svensk Form/Young Swedish 

Design（ヤング・スウェディッシュ・デ

ザイン）」は審査によるコンペティション

で、入賞者の作品は巡回展に加わるこ

とができます。若手デザイナーの活躍で

きる場所を提供すべく、本プロジェクト

は革新的なスウェーデンのデザインを発

掘し、知識を深めることを目標に創設さ

れました。巡回展はデザイナーらが製

造業者と接触する機会となり新規の関

係を構築し、新しいオーディエンスを獲

得します。今年は新宿にあるリビングデ

ザインセンター OZONE にて入賞者の

中から 3 人のアーティストが出展します。
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新しいヨーロッパのクリエイティブマイ

ンドをお届けします。リトアニアのアー

トとデザインは、手工芸・異文化・北

欧のミニマリズムに触発され、天然素

材・革新への挑戦・ハンドメイドといっ

た、他にはない特徴をもっています。

参加作家：Julijonas Urbonas, 

Interwar Poster Ads, Freedom 

Code 13, Metroscan

artwork price: jpy3,000 - 70,000  
exhibition dates: 18 - 27th  evnt: 23rd

Creative Lithuania
at LIVING DESIGN CENTER OZONE
Creative Lithuania at リビングデザインセンター OZONE

a. Galler y 1, Shinjuku Park 
Tower 1F, 3-7-1 Nishi Shinjuku, 
Shinjuku-ku 西新宿 3-7-1 新宿パー
クタワー 1 階 ギャラリー・1

t. +81-(0)3-5 32 2- 6 5 0 0  
h. 10:30AM - 7:00PM

We bring You top creative minds 
from New Europe: unique 
contemporary artists, ingenious 
folk crafters, cutting-edge 
design prodigies. Lithuanian art 
and designs are inspired by folk 
crafts, pagan culture, Nordic 
minimalism and urban vibes. Use 
of natural materials, open mind for 
innovations, hand-made production 
brings even more exclusiveness.
Julijonas Urbonas, Interwar Poster 
Ads, Freedom Code 13, Metroscan. 

http://koi.lt
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a.  Gallery 1, Shinjuku Park Tower 1F, 3-7-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku
西新宿 3-7-1 新宿パークタワー 1 階 ギャラリー・1  t . +81-(0)3-5 32 2- 6 5 0 0
h. 10:30AM - 7:00PM

 DESIGNART GALLERY
 at LIVING DESIGN CENTER OZONE

In its 25th anniversary year of establishment, LIVING DESIGN CENTER 
OZONE is taking part in DESIGNART TOKYO at its new area, Shinjuku, 
for the first time this year. In the gallery on the first floor, several 
designers and artists from Europe are exhibiting the latest works 
of their countries. Together with approximately 30 showrooms and 
home-making facilities, such as furniture, interior decoration, building 
materials, and equipment, set up on five floors from 3F to 7F, please 
enjoy the design spot of Shinjuku where a variety of domestic and 
international designs are gathering.

今年で開館 25 周年を迎えるリビングデザインセンター OZONE が、DESIGNART 

TOKYO の新エリア新宿にて初参加します。1F のギャラリー内では、ヨーロッパより

複数のデザイナーやアーティストが各国それぞれの最新作品を展示します。3 〜7F の

5 フロアに展開する家具・インテリア、建材や設備など約 30 のショールームや住まい

づくりの施設とともに、国内外のさまざまなデザインが集まる新宿のデザインスポット

をぜひお楽しみください。







exhibition dates: 18 - 27th  

address.

1st Floor, 2-5-18, Kyobashi, Chuo-ku
中央区京橋 2-5-18 京橋創生館 1 階

tel.   

+81-(0)3-5524 -5511

hours.     

10:00AM - 6:00PM
closed on monday, tuesday

https://www.agcstudio.jp/ 

jp.
「ガラスで魅せるちょっと先の未来」

「GLASSMART 展」は GLASS（ガラス）× SMART（テ

クノロジー）× ART（空間デザイン・演出）を掛け合わ

せたコンセプトを打ち出し、国内ガラスメーカー最大手の

AGC と空間デザイン内装最大手の乃村工藝社が協業を通

してコラボレーションした展示イベントです。【紙を使わな

い全く新しい発想の障子】視線制御技術と斬新な格子デザ

インを用い、日本伝統の建具をリ・デザインしました。【ガ

ラスそのものが振動して奏でるスピーカー】ガラスがそのま

まスピーカーとなって音を奏で、スピーカーの持つ見た目

の重さから解き放たれました。【タブレットのように情報を

映し出す鏡】鏡に情報技術を掛け合わせ、誰にも馴染み

のある鏡を再発明しました。【VR Window】ガラスと映像

装置を組み合わせることでガラス特有の奥行き、リアル感

のある映像表現装置です。上記を中心とした共同開発商品

を空間に落とし込み、AGC と乃村工藝社の協業によって

開発中の商品展示を新しい展示や演出手法として提案。両

社の強みを合わせて生まれるクリエイティビティやテクノロ

ジー、可能性を示唆します。また、「デジタルイノベーショ

ン×場づくり」をテーマに新しい集客創造を目指す乃村工

藝社の NOMLAB( ノムラボ ) によるコラボレーション展示

も企画予定です。

en.

 “A glimpse of the near future through glass”
The GLASSMART exhibition is an event made 
possible through the collaboration of AGC, Japan’s 
largest glass manufacturer, and Nomura Co., Ltd., 
the largest interior space designer. The exhibition 
is an amalgamation of the concepts of GLASS × 
SMART (technology) × ART (space design/staging).
“A new kind of shoji using no paper” The traditional 
Japanese fixture has been redesigned using line of 
sight control technology and an innovative lattice 
design. “Speakers wherein the glass itself vibrates”
Glass that plays sound as a speaker yet is free from 
the traditional weighty appearance of speakers.
“A mirror that displays information like a tablet”
Overlaying information technology atop of mirrors 
has allowed the familiar mirror to be reinvented.
“VR Window” Video expression equipment 
that allows for unique depth and realism by 
combining glass and video devices. By promoting 
a collaborative exhibition of products currently in 
development as a new display and staging method 
applying jointly developed products centered 
around the above concepts to designer spaces, the 
creativity, technology, and possibilities born from 
the combined strength of AGC and Nomura Co., 
Ltd. are on full display. In addition, a collaborative 
exhibition with Nomura Co., Ltd.’s NOMLAB is also 
planned, which aims to attract new customers under 
the theme of “Digital Innovation × Space Creation.”

GLASSMART Exhibition
at AGC Studio
GL ASSMART展 at AGC Studio
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exhibition dates: 18th oct - 13th jan 2020

address.

8F, 5-4-1, Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 5-4-1 8F

tel.   

+81-(0)3-35 6 9 -3 3 0 0 

hours.   

11:00AM - 8:00PM mon - sat 
( - 7:30PM last entr y) 11:00AM - 
PM7:00 - sun ( - 6:30PM last entr y) 
*On some days in December, the 
galler y’s hours will be as follows: 
(11:00AM - 4:30PM (4:00PM last 
entr y)
*more details on the following website

Open daily (except during New Year's 
holidays)

https://www.hermes.com/jp/ja/
story/maison-ginza/

jp.
「銀座 メゾン エルメス フォーラム」では、パリとチュニス

を拠点に活動するイズマイル・バリーによる個展「みえな

いかかわり」を開催します。ブリュッセルにあるエルメス

財団のギャラリー、ラ・ヴェリエールのキュレーターであ

るギヨーム・デ サンジュをゲストキュレーターに迎え、同

ギャラリーで開催されたバリーの展覧会 「Des gestes à 

peine déposés dans un paysage agité ( ゆらぎの風

景、微かな仕草 )」（2018）で試みた知覚への実験的なア

プローチを継続する形で展開します。 本展において、銀座

メゾンエルメスの建築は、出現しては消滅する外の世界を

とらえる一種の光学装置へと変貌を遂げるでしょう。イン

スタレーションは新作の映像を中心に、オブジェ、ドロー

イング等、様々な形式の作品で構成されます。精緻な論理

に基づく実験と観察によって生じた偶発的な光と陰の戯れ

は、可視と不可視の間で揺れ動く不安定な関わりを露わに

します。バリーの知覚実験は、事物の表層に隠された言語

に絶する不安と、不明瞭な世界と適切な距離を保ちながら

どう関わっていくかを問いかけます。

独創的なクリエイションで道行く人々にエルメスの世界を語

りかける銀座メゾンエルメスのウインドウディスプレイも 10

月 18 日に新たな物語をスタートさせます。ベネチアビエ

ンナーレのルクセンブルクパビリオン（2011）での石膏を

使ったシュールなインスタレーションで知られるアーティス

トデュオ、フェイペル＆ベシャメイルのウィンドウもぜひご

覧ください。

en.

Invisible Concern is a solo exhibition by the Paris 
and Tunis-based artist Ismaïl Bahri. This exhibition 
continues the experimental approach toward 
perception that started in Bahri’s Des gestes à peine 
déposés dans un paysage agité (Light Gestures in an 
Agitated Landscape) (2018), an exhibition curated 
by Guillaume Désanges that was held in La Verrière 
in Brussels. In this exhibition, Bahri transforms the 
Ginza Maison Hermès building into a kind of optical 
device, which by turns reveals and conceals the 
outside world. The installation comprises works, 
including videos, objects and drawings. The random 
play of light and shade, the product of experiments 
and observations founded on meticulous logic, 
shed light on the unstable relationship that wavers 
between the visible and invisible. Bahri’s perception 
experiments ask how it is possible to maintain 
an appropriate distance between the ineffable 
anxiety hidden beneath the surface of things and an 
indistinct world.

The window display at Ginza Maison Hermès is a 
theatrical stage in the midst of the city. On October 
18, the latest display by the artist duo Feipel & 
Bechameil is unveiled. They are well known for their 
plaster installation in the Luxembourg Pavilion at the 
Venice Biennale 2011.

“Invisible Concern” by Ismaïl Bahri
at GINZA MAISON HERMÈS Le Forum

「みえないかかわり」イズマイル・バリー展 at 銀座 メゾン エルメス フォーラム
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“Invisible Concern” by Ismaïl Bahri
at GINZA MAISON HERMÈS Le Forum

「みえないかかわり」イズマイル・バリー展 at 銀座 メゾン エルメス フォーラム

カナダ・モントリオールを拠 点とし、

ハイエンドなマテリアルから洗練され

た機能美を生み出すレザーブランド、

m0851。同銀座店では、同じくレザー

を材料とした ten en のアート作品を

展示。革の性質をアナログな記憶媒体

と捉え、人が生きる時間軸に寄り添う

ように変化し続ける作品を提案します。

exhibition dates: 18 - 27th

ten en
at m0851 Ginza 
テン エン at エム・ゼロ・エイト・ファイブ・ワン 銀座店

a. 2-6-4, Ginza, Chuo-ku 中央区

銀座 2-6-4  t. +81-(0)3-35 67-
573 0
h. 11:00AM - 8:00PM

m0851 is a Montreal-based 
leather brands in a combination 
of functional aesthetics and 
high-end raw materials. In the 
exhibition of  ten en at the m0851 
Ginza store, art pieces will be 
installed in form of furniture, 
which also use leather as material.

artwork price: jpy2,000 - 50,000
exhibition dates: 21 - 27th

Design Innovation Firm Takram 
will hold an exhibition on an 
hourglass that cannot measure 
time; a platform for people to 
explore their own usage. Stories 
and original interpretations of 
such an hourglass, by a bistro 
chef, an information researcher, 
a novelist and a photographer 
will be shown. It is an attempt 
to weave creativity of both a 
designer and a user. A book 
on Context Design, a concept 
introduced by Kotaro Watanabe, 
director of Takram and Keio SFC 
Univ. guest professor, will be 
available for limited sales at the 
venue, a bookstore of “a Single 
Room with a Single Book”.

Takram / Kotaro Watanabe
at Morioka Shoten Booksotre
Takram 渡邉康太郎 at 森岡書店

address.
1F Suzuki Building, 1-28-15 
Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 1-28-15 鈴木ビル 1 階

tel.
+81-(0)3-3535-5020

hours.
1:00PM - 8:00PM 
closed on monday, tuesday

https://www.takram.com/
https://note.mu/waternavy

デザイン・イノベーション・ファーム

Takram が「一冊だけの本屋」をテー

マに掲げる「森岡書店」にて展示と限

定版書籍の販売を行います。時間を

測ることのできない、用途のない砂時

計。そして用途がないからこそ生じる、

使い手ごとの豊かなストーリー。ひ

とつの砂時計を前に、レストランシェ

フ、写真家、情報学研究者、小説家

の４名が発想した独自の用途をドキュ

メントします。作り手と使い手の創造

性が出会う取り組みです。あわせて、

Takram 渡邉康太郎が提唱するコン

テクストデザインについての書籍を限

定販売します。コンテクストデザイン

とは、作り手と使い手の両者が用途を

編み上げる、開かれたデザイン活動を

指します。

情報社会化が始まった 1970 年代を起

点に、日本現代美術が“慰霊のエン

ジニアリング”として、いかに同時代

の文化やテクノロジーを取り入れ、“シ

ミュレーター”として様々な災害記憶

をヴァーチャル化し、unreal な領域

でつくり変え投企してきたのか、その

歩みをたどります。

exhibition dates: 14th sep - 20th oct

TOKYO 2021 "un/real engine
Engineering of Mouming" 
at TODA BUILDING
TOKYO 2021「un/real engine  慰霊のエンジニアリング」at TODA BUILDING

a. TODA BUILDING 1F, 1-7-1,
Kyobashi, Chuo-ku TODA 
BUILDING 1F 中央区京橋 1-7-1 

t. +81-(0)3-35 35 - 6 311
h. 11:00AM - 8:00PM closed on 
tuesday

https://www.tokyo2021.jp

Following the history of 
contemporary Japanese art 
as “engineering of mourning” 
incorporating contemporary 
culture and technology, 
virtualizing various disaster 
memories as “simulators”, and 
editing and projecting them in 
unreal areas from its beginning 
in the 1970s with the start of 
information socialization.
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artwork price: free
exhibition dates: 11 - 27th

address.

5-2-1, Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 5-2-1

tel.   

+81-(0)3-3571- 010 9 (3 F 
I n fo r m a t i o n d e s k 11: 0 0A M - 
9: 0 0 PM)

hours.   

11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 9:00PM (sun, public 
holiday)

https://ginza.tokyu-plaza.com/
https://ginza.tokyu-plaza.com/
bunkamura/
https://www.toraya-group.co.jp/
http://cargocollective.com/
ryusukenanki

jp.
銀座の秋の風物詩「銀茶会」。普段は席を同じくすることの

ない茶道五流派、煎茶道が一堂に会し、銀座の街が野点

の会場となるイベントです。「東急プラザ銀座」では、この

銀茶会に合わせて、「お茶」「お菓子」「茶器」など、さま

ざまな切り口から「伝統」と「革新」の両面でお客様に日

本文化である“茶の湯の心”を体感していただく展示や特

別メニューの提供を全館を通じて実施いたします。

6 階「KIRIKO LOUNGE」 では、 室 町 時 代 後 期 に 創 業

し現代においても日本文化を牽引する、「とらや」の和菓

子を取り上げた企 画 展示「TOKYU PLAZA GINZA × 

Bunkamura SPECIAL PROGRAM 〜とらや 和菓子の

原理展〜」を南木隆助によるディレクションで行います。

展示では、春夏秋冬からお菓子をひとつずつ選び、その和

菓子がどのようにつくられているかや背景などを理解しや

すく分解してお見せします。日本人に近しく、同時に多くの

人が奥深くまでは知らない和菓子の原理の一端に触れる

機会となります。和菓子の世界を通して、日本の四季折々

の表現や、ものづくりの原点に触れた後は、隣接する「数

寄屋橋茶房」にて、展示でも取り上げられる和菓子も愉し

めます。

en.

An autumn tradition in Ginza, “Ginchakai ( 銀茶会 ),” 
is a special event where five sado ( 茶道 ) schools and 
a sencha-do ( 煎茶道 ) school that rarely perform on 
the same occasion gather in one place, turning the 
town of Ginza into an open-air tea ceremony site. In 
collaboration with Ginchakai, TOKYU PLAZA GINZA 
will offer special exhibitions and menus through the 
entire building. Both “traditional” and “innovative” 
aspects of tea ceremony will be presented under 
various themes such as “tea,” “confectionery,” and 
“utensils” for guests to experience Japanese culture 
through the “way of tea.”
At KIRIKO LOUNGE on the 6th floor, an exhibition 
“TOKYU PLAZA GINZA × Bunkamura SPECIAL 
PROGRAM~Toraya, the Principles of Wagashi~” is 
held featuring Japanese sweets, Toraya, a brand that 
was founded late Muromachi period and continues 
to lead Japanese culture. The exhibition will be on 
wagashi confectionery from each season, from how 
it is made to the background information introduced 
in simple steps. It is a great opportunity to learn the 
principles of wagashi that is familiar to Japanese 
people, yet not known in depth. After experiencing 
the seasonal expressions and the basis of Japanese 
craftsmanship through the world of wagashi, visitors 
can taste the wagashi exhibited at “Sukiyabashi-
sabo,” the café next door.

Bunkamura ~ TORAYA, the Principles of Wagashi ~
at TOKYU PLAZA GINZA
とらや和菓子の原理展 at 東急プラザ銀座
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Bunkamura ~ TORAYA, the Principles of Wagashi ~
at TOKYU PLAZA GINZA
とらや和菓子の原理展 at 東急プラザ銀座

artwork price: jpy2,430,000 - 17,212,000
exhibition dates: 18 -27th

address.

5-6-13, Ginza, Chuo-ku
東京都中央区銀座 5-6-13

tel.   

012 0 -5 0 5 -2 2 0

hours.     

11:30AM - 8:30PM
irregular holidays

https://lalique.jp/

https://www.lalique.com/jp/art/
artists/damien-hirst-and-lalique

jp.
ダミアン・ハーストとラリックとの共同クリエーションによ

り、生命の循環を象徴する様々なモチーフをクリスタルで

表現したコレクション「エターナル」が誕生しました。

ダミアンが愛してやまない「科学」「宗教」「生命」そして

「死」といったテーマに、創業者ルネ・ラリックが確立した

メゾンの圧倒的な職人技術が融合し、永遠の輝きを放って

います。

アーティストの意思は、高度な技術をもつ熟練したラリッ

クの職人たちによって捉えられ、伝統的なロストワックス

技法によって細部にわたって緻密に再現されています。アー

ティストは語ります。「この伝統技法が実際に使われている

ということが素晴らしい。創造という地平において常に用

いられてきた“錬金術”を思わせる。真にモダンな作品を

創り出すために、クリスタルという素材と技術の限界を超

えていくことに、私は夢中になる」。

すなわちこの一連のコラボレーションは、ガラスというマテ

リアルを自身の作品においても使用してきたこの芸術家と、

創業者ルネ・ラリックのヘリテイジを受け継ぎつつさらなる

表現の可能性を追求するメゾン・ラリックによる、創造の

集大成といえます。「ラリックの類まれな職人技術との出会

いによる成果は、私の期待を大きく超えた」。ダミアンとの

創作の作業は 4 年の歳月を数えるものでした。

en.

Conceived by Damien Hirst and handcrafted by 
Lalique, the “Eternal” collection is a stunning series 
of sculptures rendered in exquisite crystal featuring 
various motifs to symbolize the cycle of life.

The refined technique of Lalique’s highly skilled 
craftsmen allows the artist’s ideas to be captured 
and brought to life down to their finest details by 
means of a traditional lost-wax technique. The artist 
remarks, “It’s wonderful to see this technique in 
action. It’s reminiscent of alchemy, which has always 
been used to creative ends. I love to push the limits 
of these materials and techniques in order to create 
something truly modern.”

In other words, it can be said that this series of 
collaborations between Lalique and Damien Hirst is 
the culmination of both the artist’s own works which 
have also used glass as a material as well as Maison 
Lalique’s relentless pursuit of new possibilities of 
expression as part of the heritage bequeathed by 
founder René Lalique. “I had the great privilege of 
benefitting from Lalique’s expertise and from the 
manufacturer’s extraordinary history. The results 
have exceeded my expectations,” says Damien Hirst 
as he reflects on a collaboration which is the result 
of four years of discussion between the artist and 
the brand.

Damien Hirst × LALIQUE
at LALIQUE GINZA
ダミアン・ハースト × ラリック at ラリック銀座本店
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洗 練された 4 つのシリーズを 発 表 。

抽 象 的 で 装 飾 的 な 美 を 追 求 し た

「ABSTRACT」、素材の上質を極めシ

ンプルな世界観の「SOLID」、1 枚の型

の網点からなる印刷の原理を再構築する

「POINTRISM」、ものを生み出す過程

で生まれるハギレを新たなものにする

「UPCYCLE PROJECT」が登場します。

artwork price: jpy15,000 - 100,000
exhibition dates: 18 - 27th

marumasu
at marumasu GINZA shop
マルマス at marumasu GINZA shop

a. 3F 5-2-1 Ginza, Chuo-ku 東京都
中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座 3 階

-L2

t. +81-(0)3- 626 4 -5 3 4 3   
h. 10:00AM - 9:00PM

http://marumasu-stole.com/

Introducing three series, that 
express  and sophisticated 
beauty.ABSTRACT pursues 
abstract and decorative beauty.
SOLID represents a simple and 
minimal perspective
of the world, using the highest 
quality materials.
UPCYCLE PROJECT upcycles 
failures into new products during 
a product development process.

exhibition dates: 14th sep - 27th oct    

THE GINZA COSMETICS GINZA 
opened in November 2018, as the 
first flagship store of THE GINZA 
in Japan. Celebrating its one year 
anniversary, a show will be held at 
THE GINZA SPACE gallery on
sub-level two. The show by Oniki 
Design Studio (ODS) – the space 
designer of the flagship store – 
includes a spatial installation, 
inspired by the world of THE 
GINZA COSMETICS, new furniture 
products, and a spatial model 
of the flagship store. By fully 
utilizing the high ceiling of the 
gallery, ~400 pieces of wire are 
precisely installed to create a space 
encompassing both boldness and 
softness. At the venue, visitors can 
also enjoy a bird’s - eye view of the 
scale model of the space where 
they are.

ODS /KOICHIRO ONIKI
at THE GINZA SPACE
ODS / 鬼木 孝一郎 at THE GINZA SPACE

address. 
B2F 5-9-15 Ginza, Chuo-ku
東京都中央区銀座 5-9-15 B2F

tel.
+81-(0)3-5537-7835

hours.
11:00AM - 7:00PMhttps://www.theginza.co.jp/

http://oniki-design-studio.com/
https://www.company.theginza.
co.jp/space/

2018 年 11 月に誕生した、株式会社ザ・

ギンザ日本初の旗艦店「THE GINZA 

COSMETICS GINZA」。 そ の 1 周

年を記念して、地下 2 階のギャラリー

「THE GINZA SPACE」で旗艦店の

空間デザインを担当した鬼木デザイン

スタジオ（ODS）による展覧会を行い

ます。THE GINZA COSMETICS の

世界観からインスピレーションを得て

制作した空間インスタレーションと新

作家具、旗艦店の空間模型等を展示

します。ギャラリーの高い天井高を活

かし、精密に張り巡らせた約 400 本

のワイヤーによる “力強さ”と“柔ら

かさ”が共存する空間を創出します。

また、自分のいる空間の縮小模型をそ

の場で見るという、鳥瞰するような視

覚体験もお楽しみいただけます。

日 本 の モ ビ ー ル メ ー カ ー「Manu 

Mobiles（マニュモビールズ）」の製品

を展示します。天井から吊り下がる色

とりどりのモビールは、眺めているだけ

で優しさと癒しを与えてくれます。定番

モデルはもちろん、未発表の作品やレ

アな製品まで多数ラインナップ。たくさ

んのモビールで彩られた空間をぜひお

楽しみください。

artwork price: jpy3,200 - 3,600   
exhibition dates: 18 - 27th

Manu Mobiles
at Jacadi Paris 
マニュモビールズ at ジャカディ 銀座店

a. 2-4-2, Ginza, Chuo-ku 東京都中
央区銀座 2-4-2 誠佳ビル

t. +81-(0)3- 62 28 -7282
h. 11:00AM - 7:00PM irregular 
holidays

https://www.manumobiles.
com/https://www.jacadi.jp/

Products from the Japanese mobile 
maker “Manu Mobiles” will be 
on display. The colorful mobiles 
hanging from the ceiling give you 
kindness and healing just by looking 
at it. In addition to the standard 
products, there are many lineups 
including unpublished works and 
rare products. Please enjoy the 
space decorated with many mobiles.
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address.

5-5-19, Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 5-5-19

tel.   

+81-(0)3- 6274 - 6 470

hours.   

11:00AM - 8:00PM

www.katespade.jp

www.hellosandwich.jp/

jp.
ケイト・スペード ニューヨークは、2019 年春コレクショ

ンより新クリエイティブディレクターに就任したニコラ・

グラスがブランドコンセプトとして掲げる「optimistic 

femininity( 前向きな女性らしさ）」を体現するアーティス

トを 1 名迎え、DESIGNART に初参加します。

今回コラボレーターに迎えた Hello Sandwich は、絵画、

写真、インスタレーションやペーパークラフトなど幅広いメ

ディアを活用するミックスメディアアーティストで、なんて

ことのない平凡な日々のなかに見え隠れする人生にとって

大切なメッセージや美しいものをテーマに作品づくりを行っ

ています。

今回の DESIGNART では、ケイト・スペード ニューヨークの

銀座旗艦店のウインドウを、秋コレクションに登場するカ

ラーパレットやアニマルプリントを取り入れた、紙をメイン

に使用した得意のハンドクラフトで埋め尽くします。ケイト・

スペードの秋コレクションにテーマとして登場する宝物が潜

む魔法のクローゼットのように、HELLO SANDWICH は、

女性たちの夢をかなえるファンタジーとマジックを掛け合

わせた世界観をウインドウで表現します。すべての女性に

元気とパワーを与えたいという想いを込めたインスタレー

ションをぜひお楽しみください。

en.

kate spade new york reflects optimistic femininity, 
inspiring women around the world to be the heroines 
of their own stories, every day.
Hello Sandwich was selected as a representation of 
a modern day heroine. Hello Sandwich is an artist 
who works across the mediums of painting, drawing, 
photography, installation and paper craft. 
Her artwork often incorporates ready made products 
such as colourful plastics found in home centers, 
repurposed packaging, and floral ornaments. 
This is often asking the viewer to reconsider the 
beauty in regular everyday items.
This time, she will create a colourful installation using 
mixed media and collage based works on paper 
in referencing the animal print patterns as well as 
the color palette seen in the fall 2019 collection for 
the window of kate spade new york GINZA flagship 
store. The window display will explore the concept of 
whimsical playfulness not dissimilar to the dressing 
room closet style fall campaign photographed by Tim 
Walker. Just as we see girls seemingly enjoying the 
timeless joy of cupboard dress ups, her installation 
will play with the concept of fantasy and childlike 
wonder.   Overall, the atmosphere of the window 
display will be energetic and whimsical, much like 
the kate spade new york brand, and will leave visitors 
with an inspired sense of unique style. And, of 
course, a touch of fun and glamour, notions which are 
the pilar stone of the brand. 

exhibition dates: 18-27th 

HELLO SANDWICH
at kate spade new york ginza
ハロー サンドウィッチ at ケイト・スペード ニューヨーク 銀座店
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address.

4-3-11, Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 4-3-11

tel.   

+81-(0)3-35 3 8 -35 3 8

hours.   

11:00AM - 8:00PM

https://www.toryburch.jp

https://www.secretgarden-
flower.net

jp.
 「Living with Art」をテーマに様々な作品を生み出して

きた抽象画家の吉田花子と、アートやインテリアなどから 

インスピレーションを得てデザイナー自身の感性やスタイル

を具体化したニューヨーク発のライフスタイルブランド、

Tory Burchのコラボレーション展示。

今回の展示では、吉田花子が体感したトリー バーチの 

世界を、自身初の試みとなる、「巨大な掛け軸」にて表現

します。モダンアートの基盤を築いたブラック・マウンテン・

カレッジをテーマとしたトリー バーチ 2019 年秋冬コレク

ションや、オーダーメイドタイル、真鍮の大きな窓フレーム、

オーク材でつくられた壁、竹を使ったテーブルなど、昨年

12 月にオープンした「トリー バーチ銀座店」のインテリア

からインスピレーションを受け誕生しました。

en.

The collaboration exhibition of Hanako Yoshida, 
an abstract artist who has created various works 
based on the theme of 'Living with Art', and Tory 
Burch, a New York lifestyle brand that embodies the 
sensibility and style of the designer, comes from the 
inspirations of art and interior design.
In this exhibition, Hanako Yoshida will express the 
world of Tory Burch with her first attempt, a giant 
"kakejiku", (a traditional Japanese hanging scroll).
This was inspired by the Tory Burch 2019 Fall /
Winter collection which was inspired by the free 
spirit and progressive ideals of the legendary art 
school Black Mountain College. 
Another inpirarion comes from the interior design 
of Ginza flagship store order made tiles, large brass 
window frames, oak walls, and bamboo tables. 

exhibition dates: 18-27th
event: 19th

HANAKO YOSHIDA
at TORY BURCH GINZA
吉田花子 at トリー バーチ銀座店
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exhibition dates: 18th oct - 22th dec   

address.

Tokyo Ginza Shiseido Building, 
basement floor 8-8-3, Ginza 
Chuo-ku 中央区銀座 8-8-3 東京銀

座資生堂ビル地下 1 階

tel.

+81-(0)3-3572-3 9 01

hours.   

11:30AM - 7:00PM (tue - sat) 
11:00AM - 6:00PM (sun, public 
holiday) 
closed on monday

https://www.shiseidogroup.
jp/gallery/

https://twitter.com/
ShiseidoGallery

jp.
「ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダセレクションによ

るグループ展」（仮題）

資生堂ギャラリー 100 周年を記念し、ベルリンを拠点に活

動するコンセプチュアル・アーティストのジェイ・チュン＆

キュウ・タケキ・マエダを招き、彼らのセレクションによる

展覧会を開催いたします。

今年 4 月から 6 月にドイツのケルン・クンストフェラインで

行われたジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダの約 20

年にわたる活動を紹介した「The Auratic Narrative」で

彼らは、資生堂の 1923 年から 1959 年までの印刷物に

掲載されているグラフィックを用いたスライド・ショーに

よる作品「Moulting」を発表しました。本展では、この

「Moulting」と合わせて、彼らのセレクションによるアー

ティストたちの作品をご紹介します。

■同時開催

「資生堂唐草原画展」

会期（予定）：10月15日（火）〜12 月13日（金）11:00 - 19:00

※土・日・祝日は休館

会場：資生堂銀座ビル２階

資生堂の商品や宣伝広告にデザインされた唐草文様は、描

版師・薄希英（すすきまれひで）によって多くの版下が描

かれました。その原画を中心に資生堂唐草の制作過程を

展示します。

「銀クリ 2019」

会期：10 月 23 日（水）〜 12 月 26 日（木）予定

参加ギャラリー：資生堂ギャラリー、ギンザ・グラフィック・

ギャラリー（ggg）、クリエイションギャラリー G8、ガーディ

アン・ガーデン

en.

“The group exhibition selected by Jay Chung & Q 
Takeki Maeda” (tentative title)
Celebrating the 100th anniversary of Shiseido 
Gallery, we invite Berlin-based conceptual artists 
Jay Chung & Q Takeki Maeda to select artisits for
this exhibition.
In their mind-career survey exhibition “The Auratic 
Narrative” held in Kölnischer Kunstverein from April 
to June, the 20-year career of Jay Chung & Q Takeki 
Maeda were showcased with a slide show 
“Moulting,” where graphics from Shiseido's printed 
materials (1923-1959) were used. In this exhibition, 
we will display works of artists selected by Jay 
Chung & Q Takeki Maeda along with the “Moulting.”

Concurrently Held Exhibition
“Shiseido original works of arabesque design”
October 15 (Tue) - December 13 (Fri) 11:00am-
7:00pm closed on Saturday, Sunday and National 
Holiday (provisional) at Shiseido Ginza Building 2nd 
floor Many arabesque patterns used for Shiseido's 
products and advertisements were block copied by 
Marehide Susuki. This exhibition will showcase the 
process of making Shiseido’s arabesque patterns 
with his original drawings.

"GIN-KURI 2019" October 23 (Wed) - December 
26 (Thu) (provisional) Participating galleries: 
Shiseido Gallery, Ginza Graphic Gallery (ggg), 
CreationGallery G8, Guardian Garden

Jay Chung & Q Takeki Maeda
at Shiseido Gallery
ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ at 資生堂ギャラリー

ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエ

ダ「Moulting」（2019）より

From “Moulting”(2019) by

Jay Chnng & Q Takeki Maeda
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exhibition dates: 18 - 27th

Materials are collected in this 
space. The materials are not 
homogenous and have appeared 
to achieve an unique expression 
due to the progression of time.  
An expression of human behavior 
is visualized by exposing the 
organic material nurtured by 
nature and the material's interior 
surface.

Sponsorship
Nara Prefecture

Material cooperation
Tokuda Meiboku Co., Ltd.
Yoshino Meiboku Co., Ltd.
Houei Forestry Co., Ltd.

Fumihiko Sano
at Salvatore Ferragamo GINZA FLAGSHIP
佐野文彦 at サルヴァトーレ フェラガモ 銀座本店

address. 
7-8-2 Ginza, Chuo-ku
中央区銀座 7-8-2

tel.
+81-(0)3-3572-6600

hours.
11:00AM - 8:00PM

https://www.ferragamo.com
http://fumihikosano.jp/

空間に素材が佇んでいる。

素材は均質ではなくここまでの時間に

よって唯一無二の表情を獲得し、ここ

に現れている。

自然によって育まれた素材と、その本

来見えざる内なる面を露出させるとい

う、人の行為が可視化され、それらが

並ぶという状況がここに在る。

ただそれだけである。

後援

奈良県

素材協力

株式会社 徳田銘木

吉野銘木製造販売株式会社

豊永林業株式会社 
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DESIGNART TOKYO 2019 にて、東京で新たな展示「comma」を披露する Google 。

トレンド予測のパイオニア Lidewij  Ede lkoor t（リドヴィッジ・エデルコート）とともにその展示を監督する、

Google のハードウェアデザインのバイスプレジデントを務めるアイビー・ロスに

彼女のデザイン哲学と日本の影響を訊きました。

During DESIGNART TOKYO 2019, Google is introducing a new exhibition entitled “comma”. 
Ivy Ross, the Vice President of Google Hardware Design who directs the exhibition alongside 
Lidewij Edelkoort, talks about her design philosophy and inspiration from Japanese design.

G oogle  デザインを「感じる」ための哲学

text:  Yuto Miyamoto

Ivy Ross giving a keynote address at the 2019 Cannes Lions Creativity Festival in Cannes, France. In June 2019, Ivy was named #9 on Fast Company's 100 Most Creative People in Business.
2019 年のカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルでキーノートスピーチを行うアイビー・ロス。2019 年 6 月、彼女は米国ビジネス誌 『FAST COMPANY』に、ビジネス界で最
もクリエイティブな人物 100 のうち 9 人目に選出された。

 A CONDUCTOR
 OF DESIGN
 FEELING
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　私たちGoogle のハードウェアデザインチー

ムは、「Google はどんな手触りがするだろ

う ?」という問いに取り組んでいます。言い換

えれば、過去 20 年間に Google がつくり出

してきた便利なソフトウェアの数々を、デバイ

スという形に翻訳する仕事とも言えるでしょう。

 「デザイン・フィーリング」とは、“human” 

“optimistic”“bold”というコンセプトのも

と、その仕事を最もピュアなかたちで実践す

るための哲学です。「感じる」こととウェルビー

イングに重きを置いてデザインに向き合うこと

により、私たちは本当に“helpful”で、使い

心地のよいプロダクトをつくることができます。

それはすべて、デザインをよりよくすることに

つながります。この色やかたち、素材はどう

感じるだろう?　これまでに見たこともない“と

きめき” を起こすために、100 個の組み合わ

せを試してみたらどうだろう ? そうしたデザイ

ンプロセスにおける「感じる」を大事にしなが

ら「考える」をより合理的に進めることが、私

たちが心から誇りに思えるような素晴らしいプ

ロダクトを生み出すことを可能にします。

　私の仕事は“オーケストラの指揮者”のよう

なもの。私にとって Google のハードウェア

部門のデザインをリードすることは、ダイバー

シティに富んだチームをひとつにまとめ、それ

ぞれのメンバーが力を発揮できるための自由

と空間をつくることを意味するからです。

　東京で行われる展示のコンセプトは、さま

ざまなオブジェクトや素材のシナジーから生

まれています。それは私たちの「デザイン・

フィーリング」の哲学を生き生きと映すもの

になるでしょう。オランダのトレンドクリエー

ター、リドヴィッジ・エデルコートとともに、

日本の美意識にふさわしい展示をつくりたい

と思いました。私の人生とキャリアにおいて、

日本は常に刺激的な場所でありました。優れ

たものをつくるための日本の美意識や心遣い

は素晴らしく、無印良品やイッセイミヤケと

いったインスピレーションとなるものを日本で

探すのが私は大好きなのです。

My team was tasked with answering 
the question of what it would feel like 
to hold Google in your hand. In other 
words, taking all of the incredibly helpful 
applications the company has created 
over the past 20 years and translating 
it into the form factor of consumer 
electronics. 
“Design feeling” is our philosophy to 
practice this task and our principles 
of human, optimistic and bold in their 
purest form. By approaching design 
through its impact on our emotions 
and well-being, we’re able to ensure 
we’re creating products that are truly 
helpful and feel great to use. Why not 
try hundreds of different combinations 
of design elements such as texture, 
color and material to identify if one of 
them might spark joy in a way that hasn’t 

occurred before? Placing importance 
on the “feeling” aspect of the design 
process while respecting the more 
rational/logistical “thinking” has led 
to even greater progress in creating 
products that we’re incredibly proud of.
I view my role as being similar to an 
orchestra conductor. And leading design 
for Google Hardware means bringing 

together a team with incredible diversity 
and creating the space and freedom 
in which each person can deliver their 
greatest work. 
The concept for the exhibition in Tokyo 
is built around the synergies of different 
objects and materials and showcasing 
how elements of “design feeling” can 
come to life. In partnering with the Dutch 
trend forecaster Lidewij Edelkoort and 
her team, we wanted to create an exhibit 
that is tailored especially for Japan’s 
design aesthetic. 
I’ve spent a great deal of time in 
Japan over my life and career and it’s 
always been one of my favorite places 
to visit. The beauty and care that is 
taken in creating aesthetic elements is 
astounding and I love finding inspiration 
here, some favorite brands and designers 
being Muji and Issey Miyake.

more info ⇒ 94P / 

 IV Y ROSS
 アイビー・ロス

VICE PRESIDENT of DESIGN for
THE HARDWARE ORGANIZATION

Ivy Ross is the Vice President of Design for 
the Hardware organization at Google. Over 
the past three years, she and her team have 
launched 30+ products winning over 70+ 
global design awards. This collection of 
hardware established a new Google design 
aesthetic that is tactile, colorful and bold.
アイビー・ロスは、 Google ハードウェア部門にてデザイン

を担当するバイスプレジデント。過去３年間で、デザインチー

ムは 30 以上の製品を発表し、70 以上のグローバルデザイ

ン賞を受賞。これらのハードウェア群は、触覚的でカラフル、

そして大胆な、新しい Google デザインの美学を確立した。
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OFFICIAL CAFE

街歩きで疲れたときに一息入れるならココ 

街 を自由に 歩 きな がら展 示 会 場 を 巡るスタイル の DESIGNART TOKYO 2019 

で は、 散 策 に 疲 れ たときにぴったりの オフィシャルカフェをご 用 意。DEAN & 

DELUCA CAFE の 青山、Echika 表参道、六本木 ( マーケット除く )、渋谷ストリー

ム、東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパスの 5 軒では、会期中、DESIGNART 

限定ドリンク「アールグレイ洋ナシネクター」をご提供します。ネクターとは果実をす

り潰して作られたジュースのこと。旬の洋ナシに、アールグレイ、バニラ、カルダモ

ンの香りで風味付け。仕上げにザクロを加え、爽やかな酸味を加えています。当ブッ

クレットをご持参の方は各種ドリンクの 1 サイズアップサービスが受けられます。（サ

イズ展開のあるドリンクに限る）ひと息つきながら、デザイン・アート談義する場とし

てご活用ください。

SPECIAL DRINK
デザイナートトーキョー２０１9 限定ドリンク

E A RLGRE Y PE A R N EC TA R
アールグレイ洋ナシネクター
n o n a l c o h o l

S IZ E S ¥540( 税込 )

OFFICIAL CAFE 
オフィシャルカフェ /  D E A N  &  D E L U C A  C A F E

 DESIGNART TOKYO 2019

tex t : Toshiaki Ishi i @river

LOOKING FOR A PLACE TO STOP FOR A BREAK?

We have prepared several ideal cafes for when you get tired at 
DESIGNART TOKYO 2019, an exhibition where you walk freely around an 
exhibition spread out across town. At DEAN & DELUCA CAFE Aoyama, 
plus Echika Omotesando, Roppongi (except the market) and Shibuya 
Stream, Tokyo College of Music (Nakameguro/Daikanyama Campus), a 
DESIGNART special drink, " EARLGREY PEAR NECTAR," will be available. 
Nectar is juice made by grinding fruit. Seasonal pear with a flavor of Earl 
Gray, Vanilla and Cardamom. Pomegranate is added for a finishing touch 
with a hint of refreshing acidity.
Customers who bring this book will receive a free size upgrade. 
(Only for drinks with different sizes.) Please make use of this space to take 
a break and enjoy a conversation about design & art. 

DEAN & DELUCA CAFE  AOYAMA    青山

address. 3-2-2 Kitaaoyama, Minato-ku
hours.　   8:00 -  22:00, Mon - Fri 
                         8:00 - 21:00, Sat, Sun  &  Holidays 

DEAN & DELUCA CAFE  ECHIKA OMOTESANDO    Echika 表参道

address.  Echika Omotesando, Tokyo Metro Omotesando Station,
                       3-6-12 Kitaaoyama,Minato-ku
hours.　   8:00 -  22:00, Mon - Sat
              9:00 - 22:00, Sun & Holidays 

DEAN & DELUCA CAFE  ROPPONGI    六本木
address.  Tokyo Midtown B1F 9-7-3 Akasaka, Minato-ku,
hours.　   7:00 - 23:00
※マーケット店舗は対象外です。Market store is out of scope.

DEAN & DELUCA CAFE SHIBUYA STREAM   渋谷ストリーム

address. Shibuya Stream 2F, 3-21-3 Shibuya, Shibuya-ku
hours.　   7:00 - 22:00

DEAN & DELUCA CAFE TOKYO COLLEGE OF MUSIC 
NAKAMEGURO / DAIKANYAMA CAMPUS
東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス

address.  Tokyo College of Music Nakameguro / Daikanyama 3F, 
                       1-9 Kamimeguro, Meguro-ku
hours.　   8:00 - 18:00, Mon - Fri
                       9:00 - 18:00, Sat, Sun & Holidays (Irregular Holidays)

page. 117



COOPERATION

FLAG
MATERIAL & PRODUCTION:
Koshin Planning
素材協力・製造：光伸プランニング
https://koshin-p.jp

OFFICIAL
GOODS

　街中に点在する DESIGNART

の展示 会 場 の目印となるのが、

オフィシャルフラッグです。

　今年は、ブラックとメタリック

ゴールドをベースにしたリバーシブ

ル仕様にリニューアル。両方向か

らの視認性が高まり、会場がさら

に見つけやすくなりました。ロゴ

を取り囲む図形のかたちは５種類

あるのもユニーク。制作はサイン

やディスプレイのプロ集団、光伸

プランニングが担当しています。

　なお、昨年まで使用していたフ

ラッグとフラッグスタンドも継続利

用。DESIGNART が初年度から

コンセプトに掲げている持続可能

性を体現しています。
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The venues of DESIGNART 

scattered in the city can be 

spotted by the offi cial fl ag. 

This year, the fl ag is updated 

to be two-sided in black and 

metallic gold. The venues 

are easier to fi nd with the 

increasing visibility from both 

directions. The fi ve different 

shapes around the logo is also 

unique. It is made by Koshin 

Planning, the professional 

group of signage and display. 

The fl ags and fl ag stands from 

the previous years are also in 

use.  DESIGNART embodies 

the sustainability that has been 

the concept from the fi rst year.

OFFICIAL FLAG
オフィシャル フラッグ

 DESIGNART TOKYO 2019

BAG DESIGN
YOSHIKAZU YAMAGATA
STAND DESIGN
KEIJI ASHIZAWA

2017、2018 オフィシャルフラッグとして

使われたものを継続利用する会場も



OFFICIAL
GOODS

シンプルにロゴをあしらった

今年のオフィシャル T シャツ

　ブラックベースにゴールドの

DESIGNART ロゴを大きくあし

らった、シンプルながらインパクト

あるデザインに仕上がった今年の

オフィシャル T シャツ。

　DESIGNART の発起人でもあ

る川上シュン率いる artless が手

がけたこのロゴは、黒とゴールド

というストイックなカラールールに

よる洗練に加え、枠が可変式とい

うフレキシビリティの高さも大きな

特徴です。

　会期中にこの T シャツを着てい

るスタッフを見かけたら、近隣の

情 報やお困りの点などについて

ぜひお声がけください。

THIS YEAR’S OFFICIAL 
T-SHIRT ADORNED WITH 
A SIMPLE LOGO

    This year’s official T-shirt 
prominent ly displays the 
DESIGNART logo in gold on 
top of a black background, for a 
simple, yet impactful design. 
    The logo, designed by 
DESIGNART founder Shun 
Kawakami, is distinguished 
by the ref ined appearance  

bestowed by its stoic, black-
and-gold color scheme, as well
as the flexible scalability of 
its border. 
    Should you see any staff 
wearing this T-shir t during 
the event, please don’t hesitate
to inquire with them regarding 
information about the area or 
any other questions you
may have.

COOPERATION

T-SHIRT
PRODUCTION: WORLD,
WORLD PRODUCTION PARTNERS
制作 : ワールド、ワールドプロダクション
パートナーズ
store.world.co.jp
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　豪華な返礼品や魅力ある地域を選んで納税でき

るふるさと納税。その次に来るといわれているの

がアートです。2015 年から1 点100万円未満の美術

品は減価償却の対象（経費として認められる）になっ

たことで、若手の作品を中心にアートの販売が奮う

ようになってきました。節税をしながら若手支援

や文化発展に寄与できる時代がやって来たのです。

　日本のアート市場は 3,270 億円※といわれてい

ますが、アメリカ（2.84 兆円）、中国（1.42 兆円）、

イギリス（1.35 兆円）などのアート先進国と比べれば、

規模はまだまだ小さいのが現状。逆にいうと先進国

のなかで最も伸びしろがある国といっても過言では

ありません。

それだけに株や不動産のように需要によって価格

が変動するアートは、いままさに買いどきなのです。

The hometown tax is a fee paid to
the jurisdiction of one’s choosing as
a wonderful way of saying thanks.
Supposedly art will be receiving the same 
treatment next.  Beginning in 2015, it became 
possible to declare one work of fine art under
1 million yen in value as a depreciable asset 
(recognized as an expense), 
which has increased sales of work by mainly 
young artists. We now live in an era where you 
can get a tax break while also supporting fresh 
talent and contributing to cultural development. 
It is said that the art market
in Japan comes in at around 327 billion yen*, 
so it is at present quite small in scale compared 
to leading nations of art like America (2.84 
trillion yen), China (1.42 trillion yen), and England 
(1.35 trillion yen). On the other hand, it isn’t an 
overstatement to say
that the Japanese market has the greatest 
potential for growth among these countries. 
As it possesses a value that fluctuates
in response to demand just like stocks
and real estate, there has never been a better 
time to start buying art.

※出典元 * Source: 
「日本のアート産業に関する市場調査 2017」

( 一社 ) アート東京・( 一社 ) 芸術と創造 
“Market Research on the Japanese Art Industry 2017” 
Art Tokyo – Art and Creativity
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/
miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/chusho/dai4/siryou7.pdf

1. ART COMES AFTER
   PAYING HOMETOWN TAXES !

NOW IS THE TIME
 TO BUY ART & INTERIOR
いまこそアートとインテリアの買いどき

ふるさと納税の次はアートが来る！

HOW?

税制優 遇

なぜアートが買いどきなのか

TAX BENEFITS

2 RECOMMENDATIONS FROM DESIGNART デザイナートからのふたつの提言
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2. THE NEW COMMON SENSE
   OF BUYING INTERIOR ITEMS
   IN INSTALLMENTS

インテリアを分割で買うという新常識

Generally, it’s not surprising to see furniture and artwork by world-renowned designers being 
unaffordable. However, just like vintage cars, items in high demand are crowded with online 
secondary markets allowing second-hand items to be sold at high prices. Of course, using affordable 
furniture is one option, but another option of paying a little extra interest for a loan, to enjoy 
sustainable and exciting furniture should exist. Depending on the store and timing, there may be no 
interest rates or an offer for lower rates than usual. Contact us for details.
Make your dream room a reality. Having one favorite furniture piece, lighting, greenery, 
or art changes the quality of your daily life.

　世界的な著名デザイナーが手がける家具やアートは通常は手が届かない価格のものも珍しくありません。

でもヴィンテージカーと同じように、本当に需要価値のあるものは、インターネットを中心にセカンダリーマー

ケット（中古市場）が賑わいを見せており、価格は下がるどころか、一定期間使用したあとであっても高値で

売却が可能です。もちろん手ごろな価格の家具を使い倒すことも選択肢としてありですが、ローンを組んで少

し余計な利子を払ったとしても、長く使えて毎日をワクワクした気持ちで過ごせるとしたらそれはそれでよし。

店舗や時期によっては、無金利や通常より金利が安い場合もあるので、問い合わせてみるのもいいでしょう。

憧れを、憧れのままで終わらせない。お気に入りの家具や照明、植栽、アートが一点あるだけで暮らしが豊

かに変わります。

インテリアローン・ショッピングクレジットが利用可能な店舗例
SEMPRE / ACTUS / arflex（直営店のみ）/ CONDE HOUSE / LIVING HOUSE など 

Examples of shops where interior loads of shopping credit are available:
SEMPRE / ACTUS / arflex (company stores only) / CONDE HOUSE / LIVING HOUSE, and more

A GIVEN IN 
SCANDINAVIA !?

WHITCH
DO YOU WANT?

北欧では当たり前 !?

本当に使いたいのはどちら？
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ORGANIZER 
主催

DESIGNART COMMITTEE 
デザイナート実行委員会 

PARTNER COUNTRY 
パートナーカントリー

ISRAEL 
イスラエル 

SUPPORT 
後援

EMBASSY OF ISRAEL 
イスラエル大使館

Minato City 
港区 

SUPPORTING MEDIA 
後援

J-WAVE 81.3 FM 

SUPPORT 
助成

Arts Council Tokyo, 
Tokyo Metropolitan Foundation for 
History and Culture  
公益財団法人東京都歴史文化財団 

アーツカウンシル東京 

SPONSOR 
協賛

Artek

AYUMI GALLERY / CAVE

DesignSingapore Council

DS AUTOMOBILES  DS オートモビル

Google

Hansen House, Center for Design, Media 
and Technology

Honda R&D Co.,Ltd 
株式会社本田技術研究所

Jerusalem and Heritage

Jerusalem Design Week

Jerusalem Development Authority 
Netafim

Perrier-Jouët

Ran Wolf, Urban planing and project 
mangment Ltd.

SivanS, LTD. SivanS 株式会社

Stratasys Ltd.

Takeshi Yamamura Lab., Dept. of 
Architecture, Waseda University. 
早稲田大学建築学科山村健研究室

THE GINZA CO.,LTD 株式会社 ザ・ギンザ

TOKYO MIDTOWN 
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

VOLVO SUTUDIO AOYAMA 
ボルボ スタジオ 青山

YSLA Yamamura SanzLaviña Architects 

COOPERATION 
協力

AGC Inc. AGC 株式会社

amanadesign inc

株式会社アマナデザイン

AMAN KYOTO

B&B Italia Tokyo

BUNKITSU Roppongi 
文喫 六本木

DEAN & DELUCA CAFE 
ディーン＆デルーカ カフェ

DIESEL JAPAN ディーゼルジャパン株式会社

Japan Airlines Co., Ltd 
日本航空株式会社

Japan Fashion Week Organization 
一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

K ARIMOKU FURNITURE INC. 
カリモク家具株式会社

Koshin Planing Co.,Ltd 
株式会社 光伸プランニング

MATSUMIDORI BREWERY CO., LTD

MOIWA RESORTS OPERATION GK

Moleskine

Nakagawa Chemical Inc. 
株式会社中川ケミカル

Nest Hotel Japan Corporation 
ネストホテルジャパン株式会社

PLUSTOKYO

Shigotohito Inc. 
日本仕事百貨

Spiral/Wacoal Art Center 
スパイラル / 株式会社ワコールアートセンター

TAKEO Co., Ltd. 
株式会社 竹尾

TOKYU PLAZA GINZA 
東急プラザ銀座

WeWork

WORLD CO.,LTD. 
株式会社ワールド

WORLD PRODUCTION PARTNERS 
CO.,LTD. 
株式会社ワールドプロダクションパートナーズ

WORLD SPACE SOLUTIONS CO.,LTD. 
株式会社ワールドスペースソリューションズ 

MEDIA PARTNER 
メディアパートナー

Artprice.com

Asia Art Biennial

design anthorogy

CREDITS DESIGNART
TOKYO 2019
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designboom

dezeen

ELLE DECOR

FASHIONSNAP.COM

I'm home.

Merci Media

SHIFT

SHOTENKENCHIKU 商店建築

Spoon&Tamago

The Artling

Tokyo Art Beat

tsunagu Japan

WWD JAPAN

FOUNDERS 
発起人

Akio Aoki MIRU DESIGN 

Shun Kawakami artless Inc.

Mark Dytham Klein Dy tham architecture

Astrid Klein Klein Dytham architecture

Hiroshi Koike NON-GRID / IMG SRC

Okisato Nagata 

DESIGNART COMMITTEE 
デザイナート実行委員会

Kimiaki Tanigawa Director

Akio Aoki Creative director

Rika Yamada PR Manager

Yoko Yamazaki Knot Japan

Takashi Ono

Takefumi Yamaguchi

Kiyomi Watanabe

Sakiko Kimura

Kaori Kodama 

DESIGNART MEMBERS  
デザイナートメンバー

Shun Kawakami ar tless Inc. / 
Ar t Director

Kanako Ueno ar tless Inc. / Designer

Yasuyuki Fukuoka LABOR ATORY inc.

Ryohei Sato LABOR ATORY inc. / 
Designer

Hiroshi Koike 
NON-GRID, IMG SRC / 
Web Creative Director

Takuya Nishi NON-GRID / 
Web Director

Junichi Okamoto jojodesign Inc. / 
Design & Coding

Yukinari Hisayama 
Klein Dy tham architecture

Yumiko Fujiki 
Klein Dy tham architecture

Yuko Yoshikawa 
Klein Dy tham architecture

Wakako Tanjo MIRU DESIGN

Noriko Sasaki MIRU DESIGN

Rika Olivia Sakakibara MIRU DESIGN

Tomoko Kawasaki

Keena Yoshida

Miho Fujii

Mei Iwasaki

Rikako Takahashi

Mai Okazaki 
 

PRESS 
プレス

Ai Yoshida

Hitomi Kodaka Rehearsal 

INTERNATIONAL PR 
インターナショナル PR

Martin Webb COMMUNION

Atsushi Yamauchi COMMUNION 

OFFICIAL BOOKLET / TABLOID 
オフィシャルブックレット / タブロイド

Toshiaki Ishii r iver / Editor in Chief

Masato Warita r iver

Taku Kasuya Photographer

Tohru Yuasa Photographer 

PHOTOGRAPHER 
フォトグラファー

Keiko Chiba Nacása & Par tners

Futa Moriishi Nacása & Par tners

Donggyu Kim Nacása & Par tners

Kai Kanno Nacása & Par tners

Akira Arai Nacása & Par tners

Sakura Sueyoshi Nacása & Par tners 

TRANSLATOR 
翻訳

Terrance Young

Haruki Makio Fraze Craze Inc.

Yayoi Morikawa Fraze Craze Inc. 

WRITER 
ライター

Yuto Miyamoto 

ILLUSTRATOR 
イラストレーター

Hama-House 

SUPPORT MEMBERS 
サポートメンバー

Gwenael Nicolas

Jungo Kanayama

Masaki Yokokawa

Masamichi Toyama

Masatoshi Kumagai

Mizuyo Yoshida

Tatsuro Sato

William To

Yoshiko Ikoma 

EVERLASTING MEMBER

Dai Takeuchi

CREDITSDESIGNART
TOKYO 2019  
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