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DESIGNART TOKYO 2020 ENTRY GUIDELINES
   DESIGNART TOKYO 2020 先行エントリー要項

1. DESIGNART TOKYO 2020開催日　
2020年10月23日（金）–11月3日（火祝）　12日間

2. 開催エリア
表参道・外苑前 / 原宿・明治神宮前 / 渋谷・恵比寿
代官山・中目黒 / 六本木 /銀座
上記エリアのショップや商業施設、美術館、ギャラリー及び貸しスペースなど

3. 募集対象
DESIGNARTのコンセプトである「Emotions～感動の入口～」に共感し、
デザイナー・アーティスト自身、自社の作品・製品、
またはブランドの活動・場所を東京から世界に向けて多くの方々に広め、
ひいては日本のマーケットの活性化を共に目指してくださる方

4. 出展メリット
・12日間の会期内で、のべ 22万人（2019年実績）の来場者に向けて
   集客増加を図ることができます。
・日英バイリンガルの公式ツールおよびメディアを通じて、
   国内外に向けた PRに繋がります。
・新しい出会いが生まれることによって、
   今までにないビジネスの発展に繋がる可能性が拡がります。

5. 出展形態（詳しくは次ページをご覧ください）
プランA：展示場所と展示作品を共にご用意可能な場合
プランB：展示場所はご用意可能で展示作品をお探しの場合
プランC：展示作品はご用意可能で展示場所をお探しの場合

6. エントリー期間
先行エントリー
開始日：2020年1月10日（金）
締切日：2020年2月11日（火）

7. エントリー方法
DESIGNARTのオフィシャルウェブサイトのエントリーフォームから
プランを選びお申し込みください。
www.designart.jp/entry2020/

8. エントリー内容

9. 画像をお送り戴く場合
エントリー頂く際、展示作品写真・展示イメージ（スケッチ・CG・
模型写真・図面）またはお貸し出しスペースの画像をお送り頂く場合は、
下記のルールに合わせてお送りください。

・画像データを1つのZIPファイルにまとめてください。
  （ファイルサイズ：合計5MB以下）     

・ZIPファイル名を「Entry_DA2020_（貴社名 or ブランド名）」とし、
  メール件名を「Entry_（貴社名 or ブランド名）」として、 
  先行エントリー締切日の2020年2月11日（火）までに
　2020exhibitors@designart.jpまでお送りください。

10. 選考結果
エントリー締め切り後、実行委員会にて選考を行います。

先行エントリー
2020年 2月 28日（金）

11. 安全にイベントを行うために
本イベントは、展示・販売を通じてお客様に感動を与え、
作品や製品を所有する喜びを感じていただくことを趣旨としています。
つきましては、会期中安全にイベントを行い、また作品や製品を
ご購入された方がその後も安心して使用することができるよう、
展示物については安全基準の遵守をお願いいたします。
なお、展示に伴う事故や紛失が発生した場合、
当方では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

・電源を使う商品の展示・販売につきましては、
　PSEの取得及びPL保険の加入をお奨めいたします。

12. お問い合わせ先
DESIGNART実行委員会
tel: 03-6804-3819
mail: exinfo@designart.jp
web: www.designart.jp

会社名・ブランド名・ご担当者名
ご住所・電話番号・メール
会社・ブランド・ウェブサイトURL

・お名前
・ご連絡先
・プロフィール

コンセプトや説明文・イラストや画像など
作品が分かるもの

立地情報・外観及び内観の画像など
スペースが分かるもの

※プランBとCの方はイメージされる場所や
作品などがありましたらご記載ください。

・展示作品内容
　（プランA, Cの方）

・展示場所
　（プランA, Bの方）

・その他ご希望など　

通常エントリー
開始日：2020年2月12日（水）
締切日：2020年4月30日（木）

通常エントリー
2020年 5月 29日（金）
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EXHIBITION PACKAGES
 ご出展について
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マッチングコーディネートについて

PLAN A
展示場所と展示作品を共に
ご用意可能な場合

PLAN B
展示場所はご用意可能で
展示作品をお探しの場合

「展示場所はご用意可能で展示作品をお探しの場合」のプランBの方と
「展示作品をご用意可能で展示場所をお探しの場合」のプランCの方を、
新たな化学反応が起きるようにマッチング・コーディネートいたします。

本マッチングは、最終的に双方合意のもとに正式決定となりますため、
不成立となる場合もございますので予めご了承ください。
なお、不成立の場合、費用は一切発生いたしません。
成立の際は、出展費用の他に別途、
コーディネート費（50,000円・税別）が発生いたします。

VENUE ONLY

PLAN C
展示作品はご用意可能で
展示場所をお探しの場合

ARTWORK ONLY

VENUE AND
ARTWORK＋

MATCHING COORDINATE
for PLAN B & C



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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NAKAMEGURO – DAIKANYAMA

LEARSI  
 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 DNA 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 context 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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JERUSALEM DESIGN WEEKFEATURE
THREE

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
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OFFICIAL TOOLS
 公式ツール

GUIDE BOOK

展示スペースやインフォメーションスペースなどで配布します。
全ての展示情報が網羅されたガイドブックとして、
会期後にはアーカイブブックとして利用されます。

size: A5 
page: 100～120ページ

掲載枠全体

296mm

210m
m

掲載枠 中
1/2ページ
画像 ＋ テキスト

option 2

掲載枠 大
1ページ
画像 ＋ テキスト

option 3

1/4ページ
画像 ＋ テキスト

option 1

掲載枠 小
1/4ページ
画像 ＋ テキスト

option 1

掲載枠 小

ガイドブック

現時点での想定サイズとなります。
 実際のサイズは多少変更になる場合があります。

ガイドブック掲載枠
ARTICLE SIZES

記事イメージ（参考：2019年度版）






