




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」はその活動の発表の

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、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う画

期的な取り組みです。各展示を回遊して街歩きを

楽しめる、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イベントです。

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ることが見えてき

ました。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、公共建築の建設費の 1% を

パブリックアートの制作費用に充てるという、す

でに欧米諸国や韓国、台湾などでも法制化され

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、日本においてこの法制度を実現するための

多様なプロジェクトを展開していきます。

フェ スティバ ル の 核 となる D E S I G N A R T

FEATURE では、香港発のクリエイティブチー

ム Design Pier がアジア全域からキュレーショ

ンしたアーティストによる作品の展示を行うほ

か、世界有数のパブリックアートのプロダクショ

ンである上海発の UAP とのコラボレーションも

予定。また、会期を通じて法制化実現のための

署名活動なども実施します。

日常的にアートを享受できることですべての人々

がアートを愛し、結果すべての人々にアートが必

要とされる社会をつくるために。DESIGNART

は東京と世界をつなぎながら、わたしたちの街に

クリエイティブな文化を育み、残していく活動を

サステイナブルに行っていきます。

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, 

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 an 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, we were able to see that 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.

DESIGNART FEATURE is the core of the festival. 

This year, an exhibition of art works curated by 

Design Pier, a creative team from Hong Kong, 

is going to be held along with works by artists 

from all over Asia.  In the meantime, we are also 

planning to collaborate with the world’s leading 

public art production, UAP from Shanghai.  A 

campaign for collecting signatures will also be 

held throughout the festival, aiming to realize the 

“1% for Art” legislation.

DESIGNART strives to create a future where 

everyone can enjoy art in their daily lives, and 

as a consequence, art will become recognized 

as something essential in society. We are taking 

sustainable action for nurturing and preserving 

the creative culture in our neighborhood.

The entirety of Tokyo as a museum for 10 days !
 東 京の街 全体がミュージアム化する10日間

2017 年に「東京からクリエイティブを発信し産業化する」

という同じ志をもつ、さまざまなジャンルで活躍する 5 組

6 名の発起人によって自発的に立ち上げられた、インディ

ペンデントなデザイン＆アート活動です。「DESIGNART 

TOKYO」は“東京の街全体がミュージアム”を合言葉に、

東京の都心エリアで開催。昨年はさらに規模を拡大し、

300 組の出展者、120 展示、述べ 12 万人を超える来場

者数を記録。10 月の 10 日間にわたって気鋭な作品が繰

り広げられ世界から大きな反響を呼びました。

DESIGNART TOKYO is held in central Tokyo area, 

with the motto “The City of Tokyo Becomes a 

Museum.” The scale is enlarging every year, 

and last year recorded a total of 120 thousand 

visitors with 300 groups exhibiting in 120 

locations. The 10 days in October filled with 

exhibitions by spirited creators received great 

international response.
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pictured above: The founders of DESIGNART. from left, Okisato Nagata (EXS), Shun Kawakami (artless Inc.) , Akio Aoki 
(MIRU DESIGN), Astrid Klein & Mark Dytham (Klein Dytham Architecture) and Hiroshi Koike (NON-GRID).  
DESIGNART の発起人。左から、永田宙郷（EXS 代表）、川上シュン（artless Inc. 代表）、青木昭夫（MIRU DESIGN 代表）、
 アストリッド・クライン＆マーク・ダイサム（Klein Dytham Architecture 代表）、小池博史（NON-GRID / IMG SRC 代表）。

DESIGNART とは？ ABOUT DESIGNART

DESIGNART TOKYO 2019

INFORMATION
CENTER
ワールド北青山ビル
10.18 fri - 27 sun

まず初めにインフォメーションセンターの

ワールド北青山ビルで出展者の作品紹介、

展示場所などの情報を仕入れましょう。

First, to check exhibitor’s work 

information and place details, visit 

the information desk at the World 

Kita-Aoyama building.

INFORMATION CENTER

WORLD KITA-AOYAMA BLDG. 1F
ワールド北青山ビル 1F
3-5-10 Kita-aoyama, Minato-ku



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

photographs:  Tohru Yuasa   text:  Toshiaki  Ishi i  @river    WO R LD K i t a-Aoyam a B ldg .

今 回 のフェスティバル の 顔 に な る「 D E S I G N A R T  F e 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 E S I G N A R T 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 participating in DESIGNART

“１% for Ar t”にかける思いを、東京からアジアに発信

 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いただけますか。

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。

──毎回、テーマに沿った展示を行うのはなぜ

でしょう。

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。アジアで活動を始めて約８年になりま

すが、私はアートやデザインだけではなく、この

地域の文化を愛しています。世界中にクリエイター

はたくさんいますが、特にアジアに私自身が惹か

れるものがあり、“ASIAN DESIGN”とは何な

のか、という定義を常に模索して、発信していき

たいと思っています。
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FE ATURE 01
INTERVIEW

1% for Art EXHIBITION
curated by DESIGN PIER



ハンガリー出身。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。

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。

ZSOFIA ILOSVAI ゾフィア・イロスヴァイ
Design Pier

RE ALIZING 1% for Ar t IN JAPAN.
1% for Art を日本でも実現させよう！ 

Born in Hungary. 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. 

1% of construction fees go to the support of 
art with the aim of developing Japan’s creative 
culture.  Please support the realization of a 
society where everyone can enjoy public art by 
joining our signature campaign. 

Coalesce
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. The gesture of layering 
and combination of materials creates an atmosphere of 
transformation and jigsaw of multiple elements that blend 
into each other and become one. 

D e s i g n  P i e r で展 示されている「J o d h」 コレクション
（J o d h は接 合の意味）では、構 造や異なる素 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。 素 材のレイヤリングや 組み合
わせを見せることで、物 事 の移り変わりと、複 数の 要 素を
もつジグソーが 混ざり合 いひとつになる空 気 感 が 生まれ
るのです。

── DESIGNART では“１% for Art”とい

うテーマのもと、パブリックアートに可能性を

秘めた作品を展示する予定だと聞いています。

Zsofia さんにとって、パブリックアートの魅力

はどんな部分でしょうか。

アートというと、どうしても敷居の高い気がして、

ギャラリーなどに足を運ぶ人は鑑賞できても、そ

うでない人はなかなか触れる機会がないようなイ

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。作

品を観て、掘り下げて、分析して、ということを

しなくても、その人の内面に良い影響を与え、人

格を形成していくと言えばいいでしょうか。常に

そういうものに囲まれて育った人と、そうでない

人は将来的に明らかに違ってくると思いますし、

そこがいちばん重要なポイントですね。一方、ク

リエイターにとっても、普段はなかなか実現でき

ない大型のインスタレーションや作品に挑戦でき

るチャンスですから、大きな魅力があります。

Inspiration from Asian Countries

Would you please tell us about your 
career?
I’ve been working in the field of design 
and art for more than 15 years. I founded 
Design Pier, a company that organizes 
design exhibitions, four years ago, and 
have organized events in Paris, Milan, 
Singapore, New York and Hong Kong.
Our specialty is discovering and 
introducing modern and world-class 
Asian designers through curating 
exhibitions under a specific theme.

Why do you organize every exhibition 
under a specific topic?
We do this to give an insight into the ways 
design and art are connected to culture 

and society. In order to raise awareness 
about the stories and concepts behind 
the exhibited works, we organize not only 
exhibitions, but also panel discussions 
and lectures that give context and 
background. It has been about eight years 
since I started working in Asia. Besides 
Asian art and design I’m enthusiastic 
about Asian culture in general. There are 
great creators all over the world, but I am 
specifically interested in Asia. I’d like to 
keep my focus on what constitutes “Asian 
design” and try to amplify its messages 
with my events. 

What drew you into Asian design and 
art?
I lived in Japan and I had a bit of culture 
shock when I realized the totally different 
approach to art in Japan. For example,
I was studying photography at university. 
Photography was invented in Europe, 
and the technical aspects are the 
same anywhere, but I realized that the 
Japanese approach to photography was 
still radically 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 more broadly.

What is your criteria when you curate? 
The main criteria are always the quality 
and the uniqueness for all exhibitions. 
We try to always mix famous designers 
with featuring young and upcoming 
creators to stimulate new thinking and 
promote the exchange of ideas.

──アジアのデザインやアートに注目したきっか

けを教えてください。

実は以前、日本に住んでいたことがあり、そこで

自分がこれまで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

真を学んでいたのですが、カメラはヨーロッパで

発明され、機械の構造や使い方は万国共通です。

ところが、日本人はそれに対して別のアプローチ

をしているように感じたのです。そこから、文化

や背景が違うとアウトプットする作品が全然違う

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。

──キュレーションする際、重視するのはどん

な点でしょうか。

どの展覧会であっても共通して言えることです

が、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もちろん選定し

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、若くてアップカミングな才能も積

極的にフィーチャーするように心がけています。

“１% for Ar t”のコンセプトに共感

── DESIGNART TOKYO に参加すること

になった経緯を教えてください。

共通の知人を通じて、発起人の青木昭夫さんを

紹介してもらったのがきっかけです。そのとき青

木さんからは、アートバーゼルの開催地であり、

昨今アジアにおけるアート市場の中心地となって

いる香港を拠点とする Design Pier と関係を深

め、DESIGNART をさらにインターナショナル

な活動にしていきたいと聞きました。また、文化

発展のために“１% for Ar t”（公共建築費の

１% をパブリックアートの費用に充てる制度）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、その情熱と行動力にとても感銘を受

けたのを覚えています。そんな経緯もあり、参加

要請の連絡があったときには、即答で“イエス”

と伝えました。
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Bingqi Lee
Minimal Yi

The rapid development of design cultures across all levels 
of Chinese society forms the backdrop to this collection.
Using a minimal design language the pieces explore and 
re-interpret elements of traditional Chinese architecture 
into every day and functional modern furniture.
A classically defined colour plate and pattern references 
complete the collection.Visual references from traditional 
chairs, moved from three to two dimensions breaks 
precedent to refresh the audience perspectives.
This project sits within the development of urban centres 
across China and against the ubiquity of their generic and 
mass produced ‘global modern’ furniture cultures. 

中 国 社 会のあらゆる階 層で 起こっているデ ザイン文化 の
急 速な発展が、このコレクションの背景をかたちづくって
います。最 低限のデザイン言 語を用いたこれらの作品は、
伝 統 的な中国建 築の要 素を探 求し、 それらを日常のなか
に 取り入れ、 モダンで 機 能 的な 家 具として再解 釈するも
のです。 古典 的に定 義された色使いや模 様の引用によっ
てコレクションが 完 成します。 三 次 元から二 次 元に置き
換えられた伝 統 的な椅 子からの視 覚的な引用は、これま
でにないもので、 見る者の 観 点を一 新させます。 このプ
ロジェクトは、 中 国 全 体 における都 市 開 発 の 一 環として
据えられ、汎用的かつ大量生 産される「グローバルモダン」
な家具文化の偏在性に対抗するものなのです。
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Sympathy for the “1% for Art” Concept

How did you come to participate in 
DESIGNART TOKYO?
A common friend introduced me to the 
founder, Akio Aoki. Mr. Aoki told me 
about his plan to further expand the
activities of DESIGNART internationally, 
by creating a deeper relationship with 
Design Pier. DP is based in Hong
Kong, a place that hosts Art Basel and 
has become the center of the Asian art 
market in recent years. I was also 
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 design, 
art  and culture.
So, when I was asked to participate in this 
festival, I immediately said yes.

I heard that design works, which 
can potentially be public art, will be 
exhibited at DESIGNART under the 
theme of “1% for Art.” What is the 
appeal of public art for you?
Art may be considered as something 
difficult to approach, except for the select 
few who go to galleries and
admire artworks. However, when a 
town is filled with public art, it will shape 
the environment organically and will 
also enrich the views of the general 
public. Even for people who don’t try to 
understand or analyze art pieces, public 
art has a positive psychological impact 
and shapes personalities. People who 
grow up surrounded by art, will have a 
different perspective on the world. It is 
also an attractive opportunity for creators 
to do large installations and works that 
they can’t usually do.

──今回の展示に込めた、思いをお聞かせく

ださい。

“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

クトです。にもかかわらず、デザインがこれだけ

豊富な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

ともに変えていくきっかけになればと考えていま

す。そして、その概念をひとりでも多くの人に知っ

てもらうとともに、国や自治体、さらにアジア各

国の関係者の人たちにもきちんと理解してもらい

たいですね。法制化にはそうした関係者の協力

が欠かせませんから。そのため、日本をはじめ、

香港、タイ、インドネシア、パキスタンなどから、

合計で 20 ～ 25 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 には、どのようなことを期

待していますか。

公共事業の関係者はもちろん、民間の開発業者

の人たちも、私たちの展示を観て、気に入ったら、

そのクリエイターに連絡してみようと思える、出

合いの場を目指しています。それに、アジアとひ

と口に言っても、それぞれの地域に違った個性が

あり、クリエイティブは常に文化と連携していま

す。一般の人たちには、そんな地域に根ざしたデ

ザインの魅力にも注目してほしいですね。また、

今回の展示では、作品を“鑑賞する”だけでなく、

それらが日常の暮らしに彩りや刺激をもたらすパ

ブリックアートとして街が活性化する、“街をつく

る”一歩先のアプローチを提示するつもりです。

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。

日本は、世界的に見てもデザイン先進国

──ところで、日本に住んだ経験がありながら、

これまで日本での活動が少なかったのはなぜで

すか。いちばんのチャンスを待っていたのかもし

れません（笑）。まあそれは冗談ですが、日本で

は何か新しいことをしようと思っても、なかなか

参入が難しいですよね。住んでいたことがあるか

Apiwat Chitapanya (Masaya)
Rakk table

Roots are the origins and foundation of things particularly, in nature. The tiny lines in roots all works together to create the 
foundation that needs to stabilize trees. I combine sculpture and furniture by using organic shape.Both parts are linked 
together by the legs like tree roots that hold up an entire tree.opening. 

根とは根 源であり、とりわけ自然にあるものの基盤となるものです。一本一本の細かい根が集まり、樹木を安定させるた
めに必 要な基 盤を形成しています。 私は、 有 機 的な形 状を用いて彫 刻と家 具を組み合わせています。 ふたつの 部 位は、
樹木全体を支える根のような脚で互いにつながっているのです。

Alvin T
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. A condition that is encaged many individuals in Indonesia at the 
moment. This sentiment is portrayed as a shelf, forming a cage like silhouette made out of natural rattan poles with brass 
shelves. The cage poles made out of natural were designed to be un-even creating different size of opening.

A n ga n とは、「望んでいる」という意味のインドネシア語に由来するもので、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。 それは 現在のインドネシアで、 多くの人々がとらわれて
いる心理状態。このような感 情を棚として表現し、天然のラタン製ポールと真ちゅう製の棚でできた、まるで 影絵のよう
なケージをかたちづくっています。ケージに使われている天然素 材のポールは、格 子の間 隔を一定にせず不均一になるよ
うデザインされています。
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curated by DESIGN PIER

A SPACE
KOGE 03

This new series of sculptures is a continuation of BODIES 
series that Anna Aristova worked on in the last two years 
in traditional Japanese Raku technique. Her series are 
inspired by Butoh dance, a Japanese dance theatre 
with a diverse range of movements that is traditionally 
performed in white body makeup. In this new KOGE 
series, she uses mixed stoneware that is dark earth 
colored and fire them in Anagama style wood kiln; Here 
she is exploring the Butoh dancer from inside, and how 
the physical body, organs and blood veins, is built.  

今 回の 新しい彫 刻シリーズは、A n n a  A r i s t ova がこれ
までの 2 年間で取り組んできた、日本の伝 統技術「楽焼」
でつくる B O D I ES シリーズに 続くものです。A n n a の彫
刻は、 白塗りした体 で多様な動きを表 現する日本の舞 踏
に影 響を受けています。今回の新しい KO G E シリーズで
は、 窖窯式の薪 窯で焼いた黒 土色のさまざまなせっ器を
取り合わ せて使 用しています。 彼 女は 舞 踏ダンサーの内
面を掘り下げ、その肉体、臓器、血管がどのようにしてつ
くられるのかを探求しているのです。



らといって、それが容易にできるわけではなく、

理想のロケーションやパートナーシップを探して

いるうちに、長い時間がかかってしまいました。

その点、今回の DESGIART との出合いは偶然

とはいえ、とてもラッキーなことでした。コンセ

プトやフィロソフィー、発信したいメッセージま

で、これだけ上手く合致したのは奇跡的だと感じ

ています。ただ単に、日本で展覧会を開催する

だけならもっと早くできたと思いますが、私たち

にとっては、それを実施する目的が重要です。そ

ういった意味でも、“１% for Art”というテー

マはすごく気に入っています。

──最後に世界的に活躍する Design Pier の

視点から見ると、東京、日本のアートシーンの

可能性はどう感じていますか。

日本は、アジアだけではなく、世界のデザイン分

野のなかでも、すでにリーダー的な存在にあると

思います。その理由は、アジアのなかでも日本は、

ヨーロッパのデザインの哲学などをいち早く取り

入れてきた国だからではないでしょうか。また、

日本ならではのアプローチ方法により、すごくユ

ニークなものをつくり出しているのも特徴です。

そういう独特な部分が、世界中の人たちを魅了し

ているのでしょうね。ほかのアジア各国はリスク

を避け、保守的なデザインを好む傾向がありますが、

日本は早々にそこからも離脱して、次々に斬新な

ものを生み出していますし、評価は今後ますま

す高まっていくと期待しています。

Please tell us about your goals 
and hopes for participating in this 
exhibition.
“1% for Art” is a cultural project that has 
been implemented worldwide, including 
the U.S., Europe, Korea, and Taiwan. 
However, it has not yet been implemented 
in Japan, a place home to prominent and 
amazing design. I hope our exhibition, 
together with DESIGNART, will serve 
as trigger and fill the absence of this 
idea not only in Japan, but also in other 
Asian countries. In addition to conveying 
the concept to as many people as 
possible, we hope to raise awareness 
of the concept amongst national and 
local governments.  We hope that the 
audience from other Asian countries 
will understand the concept as well, 
since cooperation from these people 
is essential for establishing legislation. 
We are going to curate the works of 
about 20 to 25 designers from Japan, 
China, Thailand, Indonesia, Pakistan, 
Kazakhstan, Vietnam, India, Singapore 
and Lebanon.

What do you expect from DESIGNART?
We aim to create opportunities for the 
exhibited designers to get involved in 
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“１% for 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 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.

private and public projects. Asia is very 
diverse and creativity is always linked to 
local culture. I hope the general public 
will notice the appeal of design rooted in 
each local culture. In this exhibition, the 
design works are not only for aesthetic 
appreciation. We plan to present exciting 
design pieces and contribute with
a special art piece to reinvigorating the 
city by providing color and excitement 
to daily life. I hope that this exhibition 
will contribute to the expansion of the 
movement and popularize the idea of
“1% for Art” from Tokyo to the countries 
of Asia.

Japan is a Developed Country in the 

World in Terms of Design

You’ve lived in Japan. Why hasn’t Japan 
been involved in your activities before? 

Maybe I’ve been waiting [laughs]. Joke 
aside, Japan is not an easy country to 
implement new projects. Just because I’d 
lived in Japan doesn’t mean I can easily 
do a project of this scale. It was a very 
long process to find an ideal location and 
a strong partnership. 
In this regard, we are fortunate to have 
been given an opportunity to partner with 
DESIGNART for this exhibition. 
It’s amazing that our concept, philosophy, 

Shigeki Yamamoto 
Play sideboard 2

Manufacturing furniture is like a game to Shigeki Yamamoto. He wants his furniture to cause a positive reaction that brings 
back memories of childhood being carefree and playful. 

山本滋己にとって、工場で生 産される家具はゲームのようなものです。彼は自分のつくる家具がポジティブな反応を生み、
無邪気で遊び心にあふれていた子どものころの記憶を思い起こさせてくれたらいいと願っています。

Nissa Kinzhalina 
Living Light

The lamp, which comes in different shapes and sizes, gives off the impression that light has been poured into it, taking 
the shape of its container. Its structure is made of metal frames and the lamp’s lower portion, which ‘holds’ the light, is 
encased in a thin layer of matte acrylic. It’s a play on perspective and illusion, a fun and functional design piece.

かたちや大きさもさまざまなこのランプはまるで、中に光を流し込んだら容 器のかたちになった、という印象を与えます。
その構造はメタルフレームでできており、ランプの下側で光を「溜めている」部分には、マットに仕上げた薄いアクリル製
ケースが使われています。視点と錯覚を利用して遊ぶ、楽しくも機能的なデザイン作品です。

and messages we want to convey are 
perfectly matched with those of 
DESIGNART. We could have organized
an exhibition much earlier, but for us, the 
purpose of an exhibition is important. In 
this sense, I really like the theme of
“1% for Art.”

Finally, from the standpoint of the 
international company Design Pier, 
what do you think about the possibilities 
for the designs and art of Tokyo and 
Japan?
I think Japan is one of the leaders in 
design, not only in Asia but in the world. 
This is because Japan has adopted 
Western design concepts very early but at 
the same time it has created its own very 
unique design. This unique combination 
underlies the global appeal of Japanese 
design while in other Asian countries 
it’s a new tendency since for long they 
tended to avoid risks and tended to prefer 
a more conservative approach to design. 
I expect the popularity of Japanese and 
Asian design to grow even further.
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 A CONDUCTOR
 OF DESIGN
 FEELING
During  DESIGNART TOKYO 2 019, 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.

Google デザインを「感じる」ための哲学

D ES I G N A RT  TO K YO 2 019  にて、 東 京で新たな展示  “c o m m a ”を披 露する  G o o g l e 。

未来予測のパイオニア L i d e w i j  Ed e l ko o r 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

G o o g l e 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からの影 響について訊きました。

tex t:  Yuto Miyamoto

──アイビーさんが Google で実践されるデザ

イン哲学について教えてください。

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

うかたち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

ピュアな形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。私たちのチームもまた、「感じる」こと

を大事にできるように構成されています。例えば

プロデューサーが進行管理などのロジカルな面を

ガイドすることで、デザイナーは「プロジェクトが

心と身体にどんな影響を与えるか」を感じること

に集中できるようになります。この色やかたちは

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。人と人を

つなぎ合わせること─ 特に多様なグループのな

かでそれができたときには大きな喜びを感じますね。

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。
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──この秋「21_21 DESIGN SIGHT」で行わ

れる展示について教えてください。また、これ

まで日本のデザインからはどのような影響を受

けてきたのでしょうか？

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

レンドの予測者、リドヴィッジ・エデルコートとのコ

ラボレーションによって、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、ここでアイデアのヒントとなるものを探

すのが私は大好きなのです。ここで過ごした時間を

振り返ると、特に具体的なインスピレーションとなっ

てきたものは 3 つあります。ひとつは茶道。すべて

の動作や要素、茶碗などの茶道具などに丁寧に気を

配られたこの美しい儀式は、私が思いつく最も豊か

なデザイン体験のひとつであり、ほかに似たものは

ありません。あとのふたつはブランドの無印良品と

デザイナーの三宅一生さんです。私は無印良品の素

材、かたちやバランスのシンプルさが好きで、彼らの

サステイナビリティを重視する姿勢、美しいプロダク

トを手ごろな価格ですべての人に届けようとする姿勢

も尊敬しています。三宅一生さんは私の大好きなデ

ザイナーのひとりであり、 彼の素材の可能性に対す

る考え方にはいつも驚かされます。

──最後に、今後 Google で取り組みたいチャレ

ンジについて教えてください。

私たちの社会が直面する最大の課題のひとつに、気

候変動と環境破壊があると考えています。自然界が

なければ、私たちは何もできません。デバイスが生

み出すネガティブな影響を軽減し、むしろ環境にポジ

ティブな影響を与えるようなサステイナブルな素材や

製造方法を見つけ、つくり出すことに力を入れていま

す。率先してこの領域に取り組めることは、現在の

仕事において最もエキサイティングなことですね。
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Please tell us about the exhibition 
at 21_21 DESIGN SIGHT being held 
this autumn. What kinds of Japanese 
designs have inspired you in the past?
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. When thinking back on the time 
I’ve spent here, I have three specific 
inspirations that come to mind. The first 
is the traditional Japanese tea ceremony. 
They are one of the most thoughtful 
design experiences I can think of - the 
care that is taken with each movement, 
the elements, the cups, etc. is so fantastic 
and there’s nothing quite like it.

The other two are the brand Muji and 
the designer Issey Miyake. I love Muji’s 
simplicity in materials, forms, and 
proportions and I also respect their 
approach to sustainability and the goal 
of providing affordable yet beautiful 
products to everyone. And Issey Miyake 
has been one of my favorite designers for 
years. His innovative thinking around the 
possibilities of material always surprises 
and delights me.

Lastly, please tell us about your future 
goals at Google.
I think one of the greatest challenges we 
face as a society is that of climate change 
and environmental damage. Without 
the natural world, nothing that we do 
matters. So, one of our primary focuses 
is to devote our energy to discovering 
and creating sustainable materials and 
processes that reduce the negative 
impact of consumer electronics and have 
a positive impact instead. Being able to 
take the initiative in this area is one of the 
most exciting aspects of our work right 
now.

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、

彼女と彼女のチームは 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 ラフルで 大 胆 な 新 し い Google

デザインの美学を確立した。

IV Y ROSS アイビー・ロス
THE 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.

Please tell us about your design 
philosophy at Google.
My team was tasked with answering the 
question of what it would feel like to hold 
Google in your hand. In other words, our 
job is to translate all the incredibly helpful 
applications the company has created 
over the past 20 years 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.
The structure of my team reflects these 
principles. We have producers and 
program managers that help guide the 
more logistical aspects of the process 
while the designers are then freed up 
to focus on how their projects are truly 
impacting their mind and bodies. How 
does a specific color or texture make 
them feel? Why not try hundreds of 
different combinations of these elements 
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. My greatest 
joy comes from building and developing  
relationships within my team.
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 CREATING
 NEW VALUES 
 THROUGH A “FUSION”
 OF DIVERSE FIELDS
During the DESIGNART TOKYO 2019, “Tokyo Midtown DESIGN TOUCH” will be held at Tokyo Midtown 
in Roppongi as an annual autumn design event. Along with DESIGNART, the event will fill the city of 
Tokyo with excitement.

 さまざまな分野の“融合”から、新しい価値を創出

RIGHT： KYOSUKE SAKAI 酒井恭佑
Manager of the Promotion Division, Town 
Management Department, Tokyo Midtown 
Management Co., Ltd.

LEFT： NAMI FUJITANI 藤谷菜未
Assistant Manager of the Promotion Division, 
Town Management Department, Tokyo Midtown 
Management Co., Ltd.

Mr. Sakai worked at a major video production 
company and Ms. Fujitani worked in public 
relations before working with Tokyo Midtown 
Management Co., Ltd. With the international 
creative agency Ars Electronica, the two took 
part in organizing a collaborative project called 
“School of the Future Festival.”
酒井氏は大手映像制作会社、藤谷氏は総合 PR 会社な

どを経て東京ミッドタウンマネジメント入社。両名で世界

的クリエイティブ機関、アルスエレクトロニカとの協働プ

ロジェクト「未来の学校祭」のプロデュースも手がける。

1. The “Look” area exhibits “Roppongi Color Canyon” by SPREAD, a creative unit that attracted attention at this spring’s Milan Design Week.  
2. Playground equipment designed by product designer Naoto Fukasawa and interior designer Hisae Igarashi.    3. “School in the Forest” by Roppongi Future Talks.    4. Audemars Piguet’s giant pavilion made of 12 rooms with different themes.

1. “見る”エリアには今春のミラノデザインウィークで話題となったクリエイティブユニット“SPREAD”による作品“六本木カラー溪谷”が出現。 2. プロダクトデザイナーの深澤直人とインテリアデザイナーの五十嵐久枝がデザインした遊具が登場。 

3. 六本木未来会議アイデア実現プロジェクト「森の学校」が特別開校。 4. オーデマ ピゲはテーマ別に分かれた 12 の部屋を擁する巨大パビリオンを設置。

D ES I G N A RT  TO K YO  2 019 の開催 期間中、 六本木の東 京ミッドタウンでは秋恒例のデザインイベント

「 To k yo  M i d t o w n  D ES I G N  TO U C H」 を実施 。 D ES I G N A RT とともに、 東 京の街を感動で包み込みます。

photograph: Taku Kasuya   tex t:  Toshiaki Ishii @river

　東京ミッドタウンでは開業以来、秋のデザイン

イベント「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」

を実施しています。“デザインを五感で楽しむ”

をコンセプトに、国内外の第一線で活躍するデ

ザイナーや注目のデザインが集結。デザインの

魅力や可能性を身近に感じられるイベントとして

注目を集めています。

　13 回目となる今年のテーマは、「FUSION（融

合）」。同イベントのプロデューサーを務める藤谷

さんは、この言葉に込めた想いをこう語ります。

「社会が複雑化し、一個人、一企業だけでは、

イノベーションを創出することが難しくなってい

ます。そんな時代だからこそ、デザインが空間や

テクノロジー、アートなどの異分野と融合するこ

とで、新たな価値を提供できると考えました」。

　一方、今回の見どころを藤谷さんとともに同

イベントを手がけるもうひとりのプロデューサー、

酒井さんに聞くと、「今年はメインイベントとして、

“デザインの森”を企画しています。こちらはミッ

ドタウン・ガーデンを“見る”“遊ぶ”“考える”“創

る”の４エリアに分けて、クリエイターによるイ

ンスタレーションや著名デザイナーによる遊具を

展開するほか、異なる分野のトップクリエイター

が青空の下、特別授業を行うプログラムも用意し

ています」と説明してくれました。

　さらに毎年、話題となる企業出展では、スイス

の高級時計ブランド、オーデマ ピゲが世界巡回

展「時計以上の何か」を行うのも見逃せないポイ

ント。広大な芝生広場に 30 × 45 メートルの巨

大パビリオンが登場します。

　 東 京ミッドタウンの 街 づくりのビジョンは、

“JAPAN VALUE” を 世 界 に 向け て発 信して

いくこと。創造性溢れる街にするためには、ク

リエイティビティの力は欠かせません。Tokyo 

Midtown DESIGN TOUCH 期間中には、次世

代を担う若手の発掘と応援、その先のコラボレー

ションを目的にしたデザインとアートのコンペティ

ション「TOKYO MIDTOWN AWARD」の受賞

作品展示も実施。新しい日本の価値や感性・才

能の創造・発信のために、多角的な視点からさま

ざまな取り組みを行い、年々進化を続けています。

Since its founding, Tokyo Midtown has 
held the design event “Tokyo Midtown 
DESIGN TOUCH” every autumn. Based 
on the concept of “enjoying designs 
with all five senses,” designers at the 
forefront of innovation and remarkable 
designs around the world have come 
together in Tokyo. This design event has 
received attention as an opportunity in 
familiarizing and promoting the charm 

and possibilities of design. 
“FUSION” is this year’s theme to mark 
the 13th DESIGN TOUCH. Ms. Fujitani, 
the producer of the event, addresses 
her intention behind the theme: “In an 
increasingly complex society, it has 
become difficult for an individual and a 
single company to catalyze innovations. 
Living especially in such an era, I think we 
could offer new values by fusing design 
with other fields such as architecture, 
technology, and art. 
Mr. Sakai, also serving as the producer 
commented on the highlight of the event: 
‘This year, we are organizing a project 
called “The Forest of Designs” as a 
primary focus of the event.’ In this project, 
the Midtown Garden will be divided into 
four areas — “Look,” “Play,” “Think,” and 
“Create”— that showcase installation by 
creators and playground equipment by 
celebrated designers. There will also be 
special open-air lectures by professionals 
from diverse creative fields. 
Furthermore, corporate exhibitions that 
attract attention every year are not to be 

missed — most notably an international 
touring exhibition entitled “Beyond 
Watchmaking” by the Swiss watch brand 
Audemars Piguet. A giant pavilion of 
30m×45m is set up in the Grass Square 
area. 
Tokyo Midtown’s vision of development is 
to share what we call the “JAPAN VALUE” 
with the world. Creativity is vital in 
achieving a community full of ingenuity. 
During the Tokyo Midtown DESIGN 
TOUCH, we strive to discover and support 
up-and-coming artists and designers 
by exhibiting works that won the design 
and art competition, “TOKYO MIDTOWN 
AWARD. ” The award is intended to 
promote further collaborations with the 
winners. Working from multidimensional 
perspectives, Tokyo Midtown continues 
to evolve year after year by creating and 
sharing new values, sensitivities, and 
talents of Japan. 
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LIBRARY OF INTANGIBLE JERUSALEM
Garden installation at Ayumi Gallery 

Lila Chitayat, Daniel Zarhy, Shavit Yaron
The site specific Garden installation is being thought 
of and p lanned in Jerus a lem in dia log wi th Take shi 
Yamamura architecture lab., Waseda University, Tokyo. 
Inspired by the local surroundings of the Kagurazaka 
neighborhood

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

Lila Chitayat, Daniel Zarhy, Shavit Yaron
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/

“感動”の入り口

DESIGNART will be held in more than 100 venues this year, 
with Ginza & Shinjuku joining as new areas. 
Recommended below are the must-see exhibits.
We hope you will find true “EMOTION” 
from the works of various creators.

今 年は新エリアとして銀 座、新宿が加わり、10 0 を超える会場で開催される

D ES I G N A RT。なかでも、必ず見ておきたい注目の展示をピックアップしました。

多彩なクリエイターの作品から、真の“ 感動”を味わってみてください。

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

 CONCURRENT
 EVENT
 同時開催のイベント

Around the beautiful tree of Ayumi Gallery in Kagurazaka, a unique architectural Garden 
Installation is being formed. In it, we offer a glimpse and interpretation of the sounds, smells, 
sights of Jerusalem. This installation that will be inaugurated during DAT events will stay, 
evolve and develop over the coming months. Visitors are welcome to explore and enjoy
the creation and unique addition to the public space during the different seasons and times
of day and night. A bridge between two places that echoes the city’s earth and light, 
smell of local vegetation its traditional stories. A ‘sacred spot’ under a tree, transferring 
fractions of the intangibles of the city - a ‘spirit of Jerusalem’.

ISRAEL - PARTNER COUNTRY
「イスラエル」がパートナーカントリーに決定

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 
contemporary existence creating a vibrant & dynamic eco-system both for a thriving high 
tech industry 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 as Partner Country to DAT 2019
to share and introduce Israeli design to the Japanese public.

歴史や伝統に、最新の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決定しました。イスラエルで最も影響

力のあるデザインイベント「エルサレム・デザイン・ウィーク（JDW）」は、デザインを社会文化的な課題

に応えるものと捉え、毎年テーマを変えて国内のユニークな才能を紹介しています。今回、海外初

進出となる東京では、２カ所でイベントを開催。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 京を拠 点とする YSLA

architects 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。

DESIGNART  
 TOKYO 2019  
 HIGHLIGHTS

tex t: Toshiaki Ishii @river

01. Little Private Gardens - Gal Sharir, Idan Sidi  architectural interpretations of  local flowers   02. Wheat 
installation - Guy Mishaly, Nati Tunkelrot   03. Crafted Technology - Tamara Efrat, Moran Mizrahi, 
Dr. Amit Zoran  traditional smocking embroidery, through parametric tools   04. Beast of the Anthropocene - 
Dov Ganchrow  A series of manipulated cow skulls; some bone, others 3D-printed

JDW initiated by the Ministry of Jerusalem and Heritage and The Jerusalem Development 
Authority, is Israel’s most influential public design event. The Tokyo event sets off its 
first major international presence in Tokyo through two projects in two different Tokyo 
locations, showcasing its curatorial agenda, local talent and unique spirit.
Each year JDW focuses its attention on a socio-cultural central theme with the belief that 
design must respond to such issues.
The Exhibition “Garden of Eden”, space design by YSLA in collaboration with Takeshi 
Yamamura architecture lab., Waseda University, Tokyo, at Spiral arts complex 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.

01.

03.
02.
04.

P
hoto: Idan S

idi

Photo:Daniel Shechter Photo : Moti ishbain

Photo: Dor Kedmi



EXCLUSIVE INSTALLATIONS
IN DESIGNART
ここでしか見られないインスタレーション

WATCH OUT FOR 
THESE HOT CREATORS
今から注目しておきたい話題のクリエイター

In addition to the exhibitions of new art and design products, DESIGNART attractions 
include large-scale installations using an entire space for presentations. Various 
collaborative installations that stimulate the five senses by up-and-coming creators 
are also beng presented in various areas this year, including large-scale spatial 
presentations, interior decorations, movies, and sound effects. We invite you to 
experience these exclusive spectacles at the site during DESIGNART—it will stir up your 
emotions from the moment you step into the venue. 

One of the objectives for establishing DESIGNART was to “present creative design and 
art from Tokyo to the world, and industrialize them.” We believe that the creative industry 
will be revitalized by familiarizing more people with high - quality craftsmanship and 
giving them an enriched life experience. Furthermore, with cultural development after 
one or two decades in mind, we provide opportunities for young creators — in addition 
to renowned creators—to venture into showcasing their creative works. DESIGNART 
includes individual exhibitions at shops, as well as group exhibitions by young creators.

新作のアートやデザインプロダクツの展示だけではなく、空間全体でプレゼンテーションを行う壮大な 

インスタレーションを楽しめるのも DESIGNART の魅力。今年もエリア内各所で、話題のクリエイター

を起用した大掛かりな空間演出やインテリア、映像、音響など、多様なコラボレーションによる五感を

刺激するインスタレーションが実施されます。空間に足を踏み入れた瞬間に感動が始まる、まさにこの

期間、この場所でしか見られないスペクタクルな体験をご堪能ください。

DESIGNART の設立理念のひとつが“東京から世界へとクリエイティブを発信し産業化する”こと。

より多くの人が質の高いものづくりに触れ合い、「価値ある暮らし」という体験の積み重ねをすることが

クリエイティブ業界の活性化につながると考えます。また、著名デザイナーだけでなく、10 年後、20 年後

の文化発展を見据え、若手クリエイターが冒険心をもち、独創性のある作品を発表する機会をつくり出し

ているのも特徴。ショップなどでの個別展示に加え、若手クリエイターを集めたグループ展なども開催します。

05. GRAND SEIKO   @ JING 1F B
The experience of  “THE NATURE OF TIME,” 
pursued by Grand Seiko
Grand Seiko’s THE NATURE OF TIME, presented at 
Salone del Mobile in Milan this year, comes to Tokyo. This 
installation is the embodiment of the unique Japanese 
way of accepting the flow of time and the worldview of 
seeking the nature of time, and will unravel the nature of 
craftsmanship. 

グランドセイコーが 追求する“ 時の本質”を体 験
今 年 のミラノ サローネで 公 開されたグランドセイコー の

「TH E N ATU R E O F  T I M E」の東京展 。時間に寄り添
う日本ならではの時 間 意 識と時の本質を追求する世界 観
を体 現するインスタレーションを通じ、ものづくりの本質
をひも解きます。

06. TEAM BALANCO
@ TOKYO MIDTOWN DESIGN TOUCH 2019

New community space laid out between the trees
The “intree table” is an outdoor furniture that creates 
a private space within a public space, developed by 
the project team TEAM BALANCO, consisting of a 
group of landscape architects, architects, and furniture 
manufacturers. The table is displayed at Tokyo Midtown 
DESIGN TOUCH, marking its 13th year this year 

樹 木の間に広がる新しいコミュニティ空間
造園家、建 築家、家具メーカーからなる企画集団、チー
ム バ ラ ン コ に よ る「i n t re e  t a b l e」 は、 公 共 空 間 に
プライベ ートスペ ースを つくり出 す 屋 外 用 の 家 具 作 品。
今 年 13 回 目 を 迎 え る 東 京 ミッド タ ウ ン の「D ES I G N 
TO U C H」の会場に登場します。

07. HONDA R&D × SHUNJI YAMANAKA   @HONDA ADVANCED DESIGN STUDIO TOKYO
What does the future of driving look like with the advanced possibilities of mobility?
Honda R & D and design engineer Yamanaka aim to create a car that allows people to freely intervene in driving despite 
its fully automated feature, and excites them to be more active. During the exhibition, there will be a variety of events for 
exploring future driving, such as the “Free Driving” simulator on display. 

移動の可 能 性を拡張する、未 来の運 転のあり方とは？
本田技術研究所とデザインエンジニア、山中俊治が目指すのは、完全自動運転であっても人が自由に運転に介在できて、
もっと行動したくなるクルマ。会期中はそんな“自由運転”シミュレーター展示をはじめ、未来の運転を模索する多彩な
催しを行います。

10. KOTARO WATANABE, TAKRAM
@ MORIOKA SHOTEN

A purposeless product, which will be given
meaning by the users
Kotaro Watanabe, design innovation firm Takram, 
presents an hourglass that cannot keep time. Since it 
is purposeless, users create their own story giving it 
meaning and use. This is an inventive product, aiming to 
materialize new value.

使い手が意味を与える、用途のないプロダクト
デ ザイン・イノベ ーション・ファーム、Ta k ra m の 渡 邉
康 太郎による展示は、時間を計ることのできない砂時計。
用途がないからこそ、使い手が意味や用途を与え、「もの
がたり」が生まれる。新しい価値を具現化することに取
り組んだ、斬 新なプロダクトです。

11. TUPERA TUPERA & SHINSUKE YOSHITAKE   @BRONZE ROOM J
Exhibition demonstrating the “before and after of bookmaking”
An exhibition of original paintings for new books, May I Introduce a Friend? by tupera tupera and I Wish They Fall by 
Shinsuke Yoshitake. The creators make their debut from Bronze Publishing as picture book authors, and they freely cross 
the boundary between art and picture books.

“本づくりのまえとあと”に触れられる展示
ブロンズ 社 から絵 本デビューし、 アートと絵 本 の 領 域を自由に行き来する作 家 t u p e ra  t u p e ra とヨシタケシンスケの 
新刊『ともだち しょうかい しょうかい』（t u p e ra  t u p e ra）『ころべばいいのに』（ヨシタケシンスケ）の合同原画展を
開催します。

12. RAW-EDGES & JIN KURAMOTO
@ CONDE HOUSE TOKYO

Next-generation designer furniture 
utilizing woody texture 
Asahikawa-based CONDE HOUSE presents two new 
products, developed by international designers: a stool 
and table designed by Raw Edges, a design studio in 
London, and a next-generation dining series by product 
designer Jin Kuramoto.

デザイナーによる木質 感を生かした次 世代 家具
旭川に本社のあるカンディハウスは世界的デザイナーと開
発した ふたつの 新 作を 発 表。 ロンドンのデ ザインスタジ
オ、 ロウエッジズを起 用したスツールとテーブル、 プロダ
クトデザイナー、倉本仁による次 世代のダイニングシリー
ズを提 案します。

05.

06.

08.

11. 12.

09.

10.

07.
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08. CASSINA IXC.  
@ CASSINA IXC. AOYAMA SHOP

New product exhibition with the theme 
“ALTA MODA-DRESS UP!” 
Cassina’s new products including the DRESS UP! sofa, 
presented at Salone del Mobile in Milan this year, as well 
as items by Danish brand Karakter are presented. In 
addition, works of world-famous glass sculptor Toshio 
Iezumi are exhibited in the second-floor art gallery.  

ALTA MODA-DRESS UP!」をテーマにした新作展示会
今 年のミラノ サローネで発 表されたカッシーナのソファ

「D R ES S U P!」 などの 新 作と、 デンマークのブランド、
カラクテーをお披 露目。さらに、２階のアートギャラリー
では世界 的に著名なガラス彫刻作家・家住利男の展 覧会
を実施します。

09. OKURAYAMA STUDIO 
@ KASHIYAMA DAIKANYAMA

Collaboration of creators fascinated by Daté Kan stones
The theme is the “primitive senses towards stone” that 
has long been cherished by humans. OKURAYAMA 
STUDIO, a supplier of raw stones for artists and 
designers, exhibits and sells Daté Kan stone products, 
mined from their own mountain, and raw stones selected 
by a creator (some articles are for exhibition only).  

伊達冠石に魅せられたクリエイターの共演
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 」。 作 家やデザイナーに原 石の 供 給などを行
う大 蔵山スタジオでは、 自社の山で採 掘する伊達 冠石の
プロダクトと、 クリエイターが 選 んだ 原 石 を展 示・販 売 

（一部非売品）します。

FE ATURE 04 DESIGNART TOKYO 2019
HIGHLIGHTS
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TEN DAYS TO BECOME 
FAMILIARIZED WITH 
INTERNATIONAL ART
世界的アートを身近に感じられる10日間

 CREATORS x SPACES MATCHING 
SYSTEM DURING THE EVENT
期間中だけの、クリエイター × 空間マッチング

A system for matching creators and exhibition spaces is one of the characteristics of 
DESIGNART, and has attracted much attention from the media. Creators seeking for a 
space to exhibit their work, and shops with spaces available but no content to display 
are recruited, and the system coordinates the best match. This enables underprivileged 
young creators to exhibit their works at a prime location in Tokyo, while bringing new 
customers to the shops. The collaboration can only be enjoyed once in the shop space—
we hope you will enjoy the wonder of matching spaces with creative works, experienced 
only during DESIGNART.

DESIGNART の特徴のひとつとしてメディアにも大きく注目されたのが、クリエイターと展示空間の

マッチングシステムです。作品を発表したいけれど展示空間をもたないクリエイターと、空間はあるけれ

どコンテンツをもたないショップなどからエントリーを募り、両者の意向に沿った最適なマッチングを 

提案し、調整します。これにより資金力のない若手クリエイターが東京の一等地で作品を展示できるこ

とに加え、ショップ側はこれまで足を踏み入れることのなかった新しいお客様を迎え入れることが可能

になりました。ショップ空間の中で楽しむ、一期一会なコラボレーション。DESIGNART 期間中しか見

られない、空間とクリエイションのマッチングの妙をぜひお楽しみください。

将来的にはミラノ サローネのような国際的影響力をもつ存在を目指してスタートした東京発のデザイ

ン＆アートイベント、DESIGNART は、世界の人々が創造的に感化し合うプラットフォームの提供を 

ビジョンのひとつにしています。ジャンルを問わないさまざまなクリエイティブ関係者が交わることで、

想像を超えた化学反応が生まれ、思いもよらない出会いがボーダレスにつながっていく。エリア内の 

世界的ラグジュアリーブランドや大型商業施設では、会期中、国内外の著名デザイナーやアーティスト

とのコラボレーション商品のお披露目や企画展示、その場限りの一点ものの販売など、多彩な取り組み

を実施。DESIGNART の思いは、徐々に広がりを見せています。

13. NATSUKI TAKAYAMA 
@ BROOKS BROTHERS AOYAMA

Unforeseen world alighted on a trad space
Up-and-coming young artist Natsuki Takayama expresses 
a new world view that integrates humans, animals, and 
the environment, using a unique painting method layering 
acrylic paint. The high quality, trad space in Brooks 
Brothers Aoyama is painted with her innovative works 
that will blow the viewers’ minds.
トラッド空間に舞い降りる、見たことのない世界
アクリル 絵 の 具を 何 層 にも重 ねる独 特 の 技 法 を用 いて、
人と動 物と環 境 が一 体化された 新しい世界 観を表 現する
注目の若手画 家、 高山夏希。 見る者を圧倒する彼 女の作
品が、 ブルックス ブラザーズ 青 山の上 質なトラッド空 間
を斬 新に彩ります。

14. ASAKO TAKI 
@ VIA BUS STOP MUSEUM

A parallel universe expressed by thriving art director
At the VIA BUS STOP MUSEUM in Daikanyama, a 
collaborative work by the thriving art director, “If there 
weren’t fig leaves, no clothes could be made,” is exhibited. 
It explores possibilities of the world of the “principle of 
hair,” in which any difference in the past causes a different 
future.
気 鋭のアートディレクターが 表現するパラレルワールド
代官山のヴィア バス ストップでは、気鋭のアートディレ
クターによるコラボ作品「 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」を展示。過去の現象がひ
とつでも違えば、違う未来になる、「毛髪主義」世界の可
能性を探ります。

13.

14.

16.

15.

18.

19.

17.
15. TORAYA   @ TOKYU PLAZA GINZA
Special exhibition to experience the philosophy 
of the Japanese tea ceremony
A special exhibition “TOKYU PLAZA GINZA × 
Bunkamura SPECIAL PROGRAM: Toraya Principles of 
Wagashi” is held featuring Japanese sweets of Toraya. 
Rules and principles of wagashi by the long-established 
and ever-evolving Toraya are simply illustrated using 
movies and designs.

“茶の湯の心”を体 感できる特別企 画
“と ら や ”の 和 菓 子 を 取 り 上 げ た 企 画 展 示「TO K Y U 
P L A Z A  G I N Z A × B u n k a m u r a  S P E C I A L  
PRO G R A M ～とらや 和菓子の原理 展～」を開催 。進化
し続ける老 舗「 虎 屋 」の和 菓 子のル ールや原 理を映 像や
デザインを使ってわかりやすく紹介します。

16. MASASHI HIRAO   @ KOLOR
Delicate yet bold bonsai art,
popular in Japan and overseas 
An exhibition of a wide variety of bonsai art in various 
sizes by internationally active bonsai artist Masashi Hirao 
(Seishoen). Please observe the surprising combination 
of the works of Hirao that creates a unique and artistic 
perspective of the world, and a fashionable space that 
leads Tokyo fashion. 

国内外で支持される、繊 細でいて力強い盆 栽アート
国 内 外で 幅 広い活 動を行う盆 栽 師・平尾 成 志（ 成 勝 園 ）
による、 大小さまざ まで多種 多 様 な 盆 栽を展 示しま す。
独 特 の 美しい世界 観をつくり上げる平尾の 作品と、 東 京
のファッションを牽 引するモード空 間との 意 外 な組み合
わせにご注目ください。

17. DAMIEN HIRST   @ LALIQUE GINZA
Sophisticated traditional methods to embody the thoughts of artists
A collaboration between Damien Hirst and Lalique has created the Eternal collection, using crystals to express various 
motifs—symbolic of the cycle of life. The four years of determined efforts by Damien and the maison’s overwhelming
craftsmanship are integrated into this collection.

アーティストの思 想をかたちにする高度な伝 統 技 法
ダミアン・ハーストとラリックの協業により、生命の循環を象徴するさまざま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 。完成まで４年を要したダミアンのこだわりとメゾンの圧倒的な職人技術が 融合した作品です。

18. PERRIER-JOUËT / ANDREA MANCUSO
Artwork for bringing more joy to Champagne
Perrier-Jouët, together with Italian designer Andrea 
Mancuso (Analogia Project) who has a background in 
furniture and lighting, designed six Champagne glasses. 
They will be presented at the DESIGNART exhibition for 
the first time in the world. 

シャンパーニュを愉しむためのアート作品
ペリエ ジュエは、家具と照明デザインのバックグラウンド
を もつ イタリア人デ ザイナ ー、 ア ンドレア・マンクーゾ

（アナロジアプロジェクト）とともに６つのシャンパーニュ 
グラスをデザイン。D ES I G N A RT でのエキシビションが
世界 初披 露となります。

19. CHRISTIAN BOLTANSKI
@ ESPACE LOUIS VUITTON TOKYO

Boltanski's exhibition from the Collection of Fondation 
Louis Vuitton
Espace Louis Vuitton Tokyo is now holding the ANIMITAS 
II exhibition by French artist Christian Boltanski. Two of 
Boltanski’s works are introduced from his most ambitious 
project in recent years, ANIMITAS.

フォンダシオン ルイ・ヴィトン コレクションより
ボルタンスキーの作品を展示
エ ス パ ス ル イ・ヴィトン東 京 で は、 仏 人アー 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。 彼の 近 年における最も野 心 的なプロジェクト

「アニミタス」シリーズから２作品を紹介しています。

FE ATURE 04DESIGNART TOKYO
2019 HIGHLIGHTS

DESIGNART began in Tokyo and aiming to become an internationally influential design 
and art event, like Salone del Mobile furniture fair in Milan. One of our visions is to 
provide a platform for people worldwide to influence each other in a creative manner. 
Communications between people in various creative fields cause chemical reactions 
beyond our expectations, resulting in the continuation of unpredictable borderless 
encounters. During the event period, international luxury brands and large commercial 
facilities within the area will have diverse programs including a presentation of products 
developed in collaboration with famous designers and artists from Japan and overseas, 
a special exhibition, and sales of exclusive one-of-a-kind items. 
The aspirations of DESIGNART are gradually expanding.
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 THE TRAILBLAZING
 CHEMISTRY OF 
 ILLUSTRATION,
 CARS, AND SPACE

ボルボ  スタジオ  青山では、 シンプルな線とどことなくユーモラスな

イラストが 特 徴の長場雄とのコラボレーションによるインスタレーションを展示 。

北欧の大自然をイメージした空間の中に人とクルマの素敵な関係を描き出します。

On display at VOLVO STUDIO AOYAMA are Yu Nagaba’s 
characteristically simple lines and quirky illustrations in a 
collaborative installation. Evocative of the natural landscape 
of Scandinavia, the space presents the fascinating relationship 
between people and their vehicles.

 イラスト作品と、クルマ、空間の新たな交錯

photographs:  Taku K asu ya
text:  Toshiaki Ishii @river

　シンプルだけれども温もりを感じさせる長場雄

の作品は、どこか北欧デザインと共通点があるよ

うに思えます。しかし彼は、自分のスタイルを見

つけるまでに２年近く試行錯誤したと語ります。

「自分の色を出せずに悩んでいた時期に、絵だけ

でなく生活全般を一から見直したことがあったん

です。中途半端に好きなものは全部捨てて、好き

なものだけ残してみようと。そのとき、僕はシン

プルなものに惹かれることに気づいたんです」

　作品はすべて手描き。何度かデジタルに移行し

ようと思ったものの、きれいすぎる仕上がりに違

和感を感じたそう。インクの滲みやガタガタの線

に愛着をもちつつ、なるべく線を入れずに見る人

の想像力を掻き立てる。それでもすぐに長場のイ

ラストだとわかるのは、彼の好きなものが作品に

ダイレクトに反映されているからかもしれません。

  「僕はクルマに乗るのが結構好きで、今回のイ

ンスタレーションではその心地よさを上手く伝え

られたらいいですね。２台のボルボとクリーンな

この空間、そして僕のイラストが溶け合ってひと

つの風景になるといったイメージを考えています」

　ボルボの母国、スウェーデンの情景を表した

ボルボ スタジオ 青山の空間からは、その空気

感や透明感を表現するために、アクリル板をキャ

ンバスとして使うことを思いついたと言います。

「視界を遮らないことによる奥行きや重なりは

もちろんですが、来場者がそこに入り込むこと

で、人とボルボのある暮らしの風景がどんどん

変わっていく感じが面白いかなと思っています」

　いつの時代も、自動車の先にある豊かなライフ

スタイルを設計思想にしてきたボルボ。そんな人

を中心とした哲学を大切にするボルボの特別な空

間が、長場の作品とコラボレーションすることで

どんな化学反応が起きるのか、今から楽しみです。

    The simple but warm touches of 
Yu Nagaba’s works seem to have 
parallels with Scandinavian design.
The artist says, however, his style came 
only after nearly two years of trial and 
error.  
    “When I was anxious about finding 
my own voice, I reviewed my daily life, 
not just visual art, but everything from 
scratch. Things I felt lukewarm about,
I let go of, and I kept only what I loved.
It occurred to me then that I loved simple 
things.”
    All works are drawn manually. Forays 
into digital art resulted in, apparently, 
uncomfortably clean effects. While 
partial to bleeding ink and unsteady 
lines, he draws as few lines as possible 
to stir the viewer’s imagination. Even so, 

Nagaba’s illustrations remain distinctive 
perhaps because they so readily reflect 
the things he loves.
“I like getting around in cars, so I hope 
that sense of comfort comes through 
in this installation. I’m envisioning two 
Volvos, clean spaces, and my illustrations 
converging into one broader scene.”
    VOLVO STUDIO AOYAMA’s interior, 
designed to suggest Volvo’s home 
country of Sweden, in turn inspired the 
artist to use acrylic panels as canvases to 
reproduce that particular air and sense of 
translucency.
“Of course, there’s the depth and 
overlapping effect with transparency, but 
what I also thought was interesting is the 
scenes of the lives of people and their 
Volvos changing by the visitors moving 
through the space.”
    Volvo has always designed flourishing 
lifestyles beyond the automobile. The 
chemical reactions from the collaboration 
between spaces cultivated by such a 
philosophy and Nagaba’s work should 
spark still more excitement, yet.

YU NAGABA  長場 雄
ILLUSTRATOR / ARTIST

Born in Tokyo, 1976. Graduated from Tokyo Zokei 
University, Department of Design. Active in a wide 
range of fields such as magazines, books, ads, 
collaborations, and solo exhibitions as an artist.

1976 年東京生まれ。東京造形大学デザイン学科卒業。

アーティストとして個展を開催するほか、雑誌、書籍、

広告、ブランドとのコラボレーションなど幅広く活動する。

Yu Nagaba at his best—capturing distinguishing features of films and celebs while retaining his own simple style. Past works, from left, Venus and Mona Lisa.

映画や著名人などの特徴をとらえつつ、センスを感じさせるシンプルなタッチが長場雄の真骨頂。こちらは過去の代表作である名画シリーズ。左から「ヴィーナス」「ホックニー」「モナ・リザ」。

volvocars.jp/aoyama

instagram.com/volvo.studio.aoyama/

+81-(0)3-6896-1141

VOLVO STUDIO AOYAMA  ボルボ スタジオ 青山

Volvo’s second concept store opened in 2017 following 
the first in Milan, Italy. It offers many services found 
nowhere else along with events that allow for a special 
time only Volvo can provide. The attached café is  
a collaboration with Kanno Coffee.

イタリア・ミラノに続き、2017 年に世界で２番目にオープンし

たボルボのコンセプトストア。ここだけのサービスやボルボな

らではの特別な時間を堪能できるイベントも多数。併設する

カフェは神乃珈琲とのコラボレーションによるもの。

3 Chome-3-11 Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo-to
東京都港区北青山 3-3-11 1F

Showroom, Cafe: 10am - 6pm / Champagne Bar: 6pm - 10pm

FE ATURE 05
INTERVIEW

YU NAGABA
at VOLVO
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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。サスティナブルなモノが必須と言われる時代
にこの素直なデザインがぐっときました。

 FIVE ARTISTS 
UNDER THIRTY

D ES I G N A RT 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 art 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.

tex t: Toshiaki Ishii @river

デザイン＆アートの未来を切り拓く５組

C H I A LI N G  C H A N G
チャリン・チャン

H A M I D  S H A H I  
 ハミッド・シャヒ  

M&T
エムアンドティー

K IZU K I  N A K A N O
A I K A  N I S H I YA M A  
中野築月・西山愛香

30

ARTIST PROFILE : CHIALING CHANG  チャリン・チャン
Multidisciplinary designer (1992) based between Taipei, 
Tokyo, and Lausanne. She constantly probes into the metaphor 
of nature through a complex approach which lends scope to 
the material itself and integrates the artifact-making activity. 
Three of the collections ‘Scalloping Series’, ‘Wood Not Wood’, 
and ‘Floating Patterns’ are going to be presented at DAT2019, 
which will be her first exhibition in Japan.  
1992 年生まれ。台北、東京、ローザンヌを拠点とする学際的デ
ザイナーです。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
で初めて発表される予定です。

ARTIST PROFILE : 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です。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 : 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
示する予定です。< 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 > 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。

ARTIST PROFILE : HAMID SHAHI  ハミッド・シャヒ
He is an Iranian-born Canadian designer (1988) from 
Toronto, that works across a wide variety of fields. 
Through exploring the boundaries between design 
and our existing world, he is seeking to design sensory 
spaces and innovative products for creating positive 
social change in people’s lives around the world. His new 
lighting, drawing a perfect connection between lightness 
and illumination, will be released at DAT 2019.
1988 年生まれ。カナダ出身の建築デザイナー兼メンターで
す。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。

01.

K EN J I  A B E
 阿部憲嗣

02.

05.
04.

03.

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 the recyclable packaging 
material ‘Cy-Bo’. It is such a clever way to give 
packaging another life, rather than throwing it 
away. And next time you need packaging material, 
Cy-Bo is there 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モノ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。

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。

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た。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
してくれている。だから、気持ちに触れてくるのだろう。
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。

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
ある造形美とテックや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。
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昨年、 D ES I G N A RT  TO K YO に初参加したふたりのアーティストが感じた

開かれた場で展示を行う意味と、 この先の日本のクリエイティブ。

Two artists who participated in DESIGNART TOKYO for the first time last year talk about the 
significance of open-space exhibits, and the outlook of creativity in Japan.

DESIGNART 参加で開けた未知なる国への切符

── DESIGNART に参加した印象はどうでしたか？

早川  僕が出展した作品は、観客を出演者として巻き込むインタラ

クティブ映像だったのですが、会場が誰でも気軽に立ち寄れる雰

囲気だったため、普段メディアアートに触れる機会のない人たちに

体験してもらえたのは大きかったと思います。映像の中に自分の姿

を見つけて驚いてくれる人が非常に多く、通常のギャラリーなどで

展示するのとは違った面白さがありました。

氷室  私は、ミラノサローネのサローネサテリテ 2018 に出展した

テキスタイル“BLOOM collection”を、AXIS ビルの中庭で展示

しました。デザイン関係者の来場が多かったこともあり、後から“見

たよ”という連絡をもらうなど、反応はとてもよかったと思います。

──会場の空間づくりはどのようにして行ったのですか？

早川  僕の場合はグループ展だったので、隣り合わせになる作家さ

んとの関係性を考えながら設営を進めました。僕の作品は、周り

の光に影響されやすいので、最後まで微調整が必要でしたね。

氷室  以前から空間をダイナミックに使う屋外展示をやってみたい

と思っていたので、事務局から AXIS ビルの提案があったとき中庭

でやりたいと伝えました。でも、屋外は作品を良く見せるだけでなく、

あらゆる危険性に配慮しなければなりません。作品が雨に濡れた

際の重量や強度を計算して事前実験を繰り返すなど、AXIS のス

タッフの協力とアドバイスがなければ実現できなかったでしょうね。

──６月にはふたり揃って、「エルサレム・デザイン・ウィーク

（JDW）2019」に招聘されましたが、その感想をお聞かください。

早川  今回は、DESIGNART とエルサレム・デザイン・ウィークと

の交流の一環として交換留学のようなかたちで参加してきました。

ただ、当初は中東のアートシーンについて何も知らなかったので、

連絡があったときには非常に驚きましたね。僕の作品が日本ならで

はの問題を扱っているわけではないので、外国人にも受け入れやす

かったのでしょう。予想を上回る反響で、今後は海外での活動も視

野に入れていこうと思ったほど、非常に大きな手応えを感じました。

氷室  これまでも海外のデザインイベントには何回か参加していま

すが、それとは違った印象を受けました。とてもアート色が強く、

今ものとひとの間に何が必要なのか、歴史のなかで自分たちはどう

いうことを考えたらいいのか、などを純粋に表現している感じがし

ました。私は、AXIS に展示したのとは別の“SNIP SNAP”とい

う二重になった生地にハサミを入れることで、下地が現れて柄をア

レンジできるテキスタイル作品を持参したのですが、来場者がライヴ

パフォーマンスに積極的に参加してくれたのがすごく印象的でした。

──今後、DESINART に期待することを教えてください。 

氷室  エルサレム・デザイン・ウィークが“EAST”というテーマだっ

たからか、日本に興味のある参加デザイナーが想像以上に多かった

のに驚きました。ただ、みんな口々に日本は閉鎖的で入り込むのが

難しいと言うんです。DESIGNART が外国人でも活躍できる場で

あることを強くアピールしていけば、もっと日本のクリエイティブシー

ンが盛り上がると感じました。

早川  DESIGNART 自体、販売が前提のものが多く、僕のような

体験型の作品は特殊な印象がありました。でも、日本はメディアアー

トの領域では世界的に先端を行っています。だからこそ、もっとそ

ういう作品を増やしてほしいですね。

Participating in DESIGNART TOKYO opened up a 

pathway to the unknown world

What did you think about your experience at 
DESIGNART TOKYO 2018? 
HAYAKAWA: I exhibited an interactive video installation 
that gets visitors involved in my work as performers. It 

photographs:  Tohru Yuasa
text:  Toshiaki  Ishi i  @river
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Himuro’s “BLOOM collection” (left) was exhibited in the courtyard of the AXIS Building for DESIGNART TOKYO 2018. Using the staircase and walls designed by Shiro Kuramata, Himuro created a space filled with patterns of plants weaved into textiles. 
In Hayakawa’s interactive video installation “Meet up at 9 p.m.” (right), the audience is asked questions by people in an image on screen. Responding to the questions by “raising a hand” acts as a cue to perform and continue the conversation with on-
screen characters.

DESIGNART TOKYO 2018 では、氷室氏の“BLOOM collection”（左）を AXISビルの中庭で展示。倉俣史郎氏がデザインした階段や壁面を使い、テキスタイルに織り込まれた植物が溢れ出るような空間を演出した。早川氏が出展したインタラクティブ映像「9 時集合で」

（右）は、観客が映像内の人物に質問され、意見を主張するために“手を挙げる”ことで物語を演じ進める作品。
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1989 年生まれ。多摩美術大学大学院在学中にフィンラ

ンドの Aalto University MA Textile Art & design

に 交 換 留 学。 大 学 院 修 了 後、2016 年 に HIMURO 

DESIGN STUDIO 設立。3 年連続ミラノサローネサテ

リテに出展。

1993 年生まれ。 筑 波 大 学 芸 術専 門 群 在 学中、 コン

ピューターアートに出合い、グラフィックデザインからメ

ディア表現に転向。2018 年東京藝術大学大学院映像

研究科メディア映像専攻修了。観客と映像の新しい関係

を試みる。

Born in 1989. Studied MA in Textile Art and Design 
at Aalto University, Finland as an exchange student 
during her master’s in Textile Design at Tama Art 
University, Japan. Upon completing her master’s 
degree, she started the HIMURO DESIGN STUDIO 
inc. in 2016. She participated in the SaloneSatellite 
in Milan for three consecutive years.

Born in 1993. Developed an interest in computer 
art while studying graphic design at the School 
of Art & Design at the University of Tsukuba, and 
switched his specialty to media art. Graduated 
from the Graduate School of Film and New Media, 
Tokyo University of the Arts with a master’s degree 
in New Media in 2018. He strives to explore new 
relationships between audience and video.

YURI HIMURO 氷室友里 
TEXTILE DESIGNER

SHOTO HAYAK AWA  早川翔人
MEDIA ARTIST

GLOBALLY EXPANDING
NETWORK OF DESIGNART
グローバルに拡大する DES IG NART のネットワーク

エルサレム・デザイン・ウィーク 2 019 は、 2 019 年 6 月 13 日～ 2 0 日に開催 。
同イベントを運営するチームから D ES I G N A RT にメッセージが寄せられました。

Jerusalem Design Week 2019 was held from 13 June to 20 June 
2019. The event saw great success at a historic building called 
the ‘Hansen House’ in Jerusalem.

The brochure of Jerusalem Design Week 2019. The word 
“EAST” appears extensively on its cover as the theme of 
the event. Foregrounding expressions were explored in 
the city known as the point of intersection of the East and 
the West since antiquity. 
エルサレム・デザイン・ウィーク 2019 のパンフレット。表紙に

大きく掲げたテーマは“EAST”。古代より東洋と西洋が交差す

るこの地ならではの最先端表現が期待された。

A visitor immersed in Hayakawa’s interactive video 
installation. (above) Many visitors were amazed by 
Himuro’s textile work changing its expressions by cutting 
with scissors.  上は、早川氏の映像作品に没入する来場者。

氷室氏のテキスタイル作品もハサミを入れることで変化する布

の表情に驚く人が多数。

The event is drawing more attention every year, bringing 
together 200 designers to create over 100 exhibits and 
projects from all over the world.   エルサレム市内の歴史的

建造物「ハンセンハウス」を会場に、世界中から約 200 人の

デザイナーが集い、100 以上の展示やプロジェクトを開催。

今年は３万人以上の来場者を記録した。

was great to have a venue where anyone 
could freely drop by so that visitors who 
don’t usually encounter media art had 
a chance to experience it. There were 
numerous visitors astonished to find 
themselves in an image on a screen, and 
I was fascinated to see the reactions that 
are quite different from those of usual 
gallery exhibitions. 
HIMURO: In the courtyard of the AXIS 
Building, I exhibited a textile work entitled 
“BLOOM collection,” which I showed 
earlier at Milan SaloneSatellite 2018. As 
this event attracted many visitors working 
in the design field, I received many 
positive responses from acquaintances 
who saw my work at the venue. 

How did you work on creating the space 
at the exhibition venue? 
HAYAKAWA: Since it was a group 
exhibition, I put some thought into the 
relationship with neighboring artists 
when I installed my work. My work is 
prone to the effect of light, so I had to 
adjust the lighting until the last minute.
HIMURO: I had always wanted to work 
on open-air exhibits that use spaces in 
a dynamic manner. So, when the event 
committee suggested assigning the 
AXIS Building for my work, I requested 
to use its courtyard. However, outdoor 
exhibits must not only look good but also 
must consider every safety hazard and 
risk. The project wouldn’t have realized 
without the support and advice of the 
AXIS staff members. They helped me 
with repeated preliminary experiments 
like calculating the weight and strength of 
the work when it gets wet in the rain.

You were both invited to exhibit at the 

Jerusalem Design Week 2019 in June. 
Could you tell us about your experience 
there? 
HAYAKAWA: As part of a collaboration 
between DESIGNART and Jerusalem 
Design Week, I participated in the event, 
just like taking part in an international 
exchange program. I was very surprised 
to receive an offer since I initially had 
limited knowledge of the Middle Eastern 
art world. My work is probably accessible 
to people overseas because they don’t 
necessarily engage with issues unique 
to Japan. Responses from visitors were 
far greater than I expected, which led me 
to gain confidence to consider working 
abroad in the future. 
HIMURO: I have participated in some 
overseas design events, though I got a 
different impression of Jerusalem Design 
Week. The event had a strong focus on 
art, exploring issues such as what is 
necessary to mediate between humans 
and things today, and how we ought to 
think in the course of history. Instead of 
the work I produced for AXIS, I exhibited 
a textile work titled “SNIP SNAP” for 
Jerusalem Design Week, which entails 
a two-layered fabric and scissors. The 
pattern can be arranged by cutting the 
upper layer to expose the lower layer. I 
was so impressed that visitors actively 
participated in my live performance. 

Could you tell us what you expect from 
DESIGNART in the future? 
HIMURO: I was stunned by the significant 
number of designers who are interested 
in Japan at Jerusalem Design Week, 
perhaps due to the fact that “EAST” was 
its theme. But everyone told me Japan
is too closed for foreigners to get in and  

work. If we could show them DESIGNART 
is an ideal platform for overseas artists, 
I believe Japan’s art scene would become 
more exciting. 
HAYAKAWA: I got an impression 
DESIGNART consisted largely of design 
products for sale, so interactive works 
like mine seemed peculiar. But Japan 
is at the forefront of media art. I would 
like to see more of this new form of art 
exhibited. 

を魅了していました。また、氷室友里さんの詩

的かつ対話的なテキスタイル作品も大変素晴らし

く、来場者からの大きな注目を集めていました。

ふたりの新進気鋭の日本人クリエイターたちは、

卓越したプロフェッショナルとして、今後も人々

の心を強くとらえるプロジェクトに携わり、グロー

バルな舞台で活躍していくことを確信しておりま

す。今回は、DESIGNART 代表の青木昭夫氏を

お招きし、エルサレム・デザイン・ウィークにお

けるすべての活動と創造力を紹介する機会をいた

だいいたことをとても光栄に思います。東京で開

催される DESIGNART TOKYO 2019 への参加

をはじめ、今後のコラボレーションを心待ちにし

ています（エルサレム・デザイン・ウィーク・チー

ム／ジェネラル・ディレクター：ラン・ウルフ＆ヘン・

早川翔人さんの映像作品は、来場者を体験型の

作品に招き入れるだけでなく、映像内の日本人た

ちとの会話に出演者として巻き込み、多くの人々

ガンツィット、アーティスティック・ディレクター：

アナット・サフラン、チーフ・キュレーター：タル・

エレス）。

We are delighted to share with you our great 
experience of Jerusalem Design Week 2019. 
The event was a great success with over 
30,000 visitors throughout the week and large 
media coverage in Israel and abroad. 
We were especially pleased with our 
international collaborations with designers and 
organizations coming from Turkey, Taiwan, 
China, Romania, Belgium, India, and obviously 
Japan. 
Both Shoto Hayakawa’s and Yuri Himuro’s 
creations were warmly received by the local 
visitors. Shoto’s interactive installations invited 
the Israeli visitor to interact and even take 
part at a Japanese social meeting which has 
completely charmed all participants. Yuri’s 
poetic interactive textiles were a great success 
and got a lot of attention from our visitors. 
We believe these two young Japanese 
designers have a great professional future 
and we are sure they have more interesting 
projects to come, and the best platforms all 
over the world to share and expose their work. 
We were very happy to host DESIGNART 
CEO, Mr. Akio Aoki and present to him all the 
activities and creative forces of the Jerusalem 
Design Week. We are looking forward to 
continue our collaboration with DESIGNART 

TOKYO in the future, starting with our 
participation at the DESIGNART event in 
Tokyo this October. 
JDW Team Ran Wolf and Chen Gazit - General 
Directors, Anat Safran and Tal Ereaz - Artistic 
Director and chief Curator
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* 出展者の作品紹介、展示場所などを掲載したブックレットをインフォメーションセンターとなるワールド北青山ビル等の展示会場で配布します。

The official bookelt with general information regarding the exhibitions and exhibitors will be distributed at the information center, World kita-aoyama building and other venues.

 DESIGNART TOKYO 2019 
 EXHIBITORS LIST
デザイナートトーキョー 2019 出展参加リスト

A   A SPACE / AIKA NISHIYAMA 
西山愛香 / AKI ISHIBASHI 石橋亜紀 / AKITO 

IDE 井出秋人 / ALVIN T / ANA KRAŠ /  

ANDREA MANCUSO / ANONIMO 

DESIGN / ANTONIO CITTERIO / AONA 

HAYASHI 林青奈 / APIWAT CHITAPANYA / 

ARKO / ASAKO TAKI 瀧亜沙子 / ATELIER 

OÏ / ATSUKO NAKAGAWA 中川敦子 / 

ATSUNORI TAKAHASHI 高橋宏宗 / 

ATSUSHI ONUMA 大沼敦 / ATSUSHI 

SHINDO 進藤篤 / ATSUSHI TEZUKA 手塚敦

嗣 / AYA SASAKURA 佐々倉文

B   BASIA GRZYBOWSKA FLORES / 

BIG-GAME / BINGQI LEE

C   CARLO CLOPATH / CHIALING 

CHANG / CHIHARU SHIOTA 塩田千春 / 

CHRISTIAN BOLTANSKI /   COALESCE / 

COLIN SCHÄLLI

D   DAI FUJIWARA 藤原大 / DAISUKE 

AKIYAMA 秋山乃佑 / DAMIEN HIRST / 

DANIEL ZARHY / DARIA SOLAK / DAVID 

GLAETTLI / DAVID GUARINO / DENIS 

GUIDONE / DIMITRI BÄHLER / DON 

ICHINO ドンイチノ / DOV GANCHROW / 

DR. AMIT ZORA / DRAADD

E   EGYBOY / ENZA MIGLIORE / 

EWELINA SKOWROŃSKAI

F   FABRICE AEBERHARD / 

A   A.PETERSEN / ACTIU / AGC / ANOVA 

DESIGN / ANREALAGE / AO. / AQUACLEAN / 

ARAKAWA GRIP 荒川技研工業 / AREA / 

ARFLEX / ARTEK TOKYO STORE / ARTLESS / 

ATLIER KIKA / AXIS

B   B-SIDE / B&B ITALIA TOKYO / BA-TSU 

ART GALLERY / BALMY CAFÉ / BESTILE / 

BRONZE ROOM J 青銅 ROOM J / BROOKS 

BROTHERS AOYAMA / BUBBLE LAB / 

BUNKITSU 文喫

C   CALL / CONDE HOUSE / CARL HANSEN 

& SØN / CASSINA IXC. / CLASS / CLEANUP / 

COOL HUNTING / CRÉATION BAUMANN

D   DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY /  

DAIKANYAMA TSUTAYA BOOKS 代官山蔦屋書

店 / DIESEL ART GALLERY / DIESEL LIVING / 

DOINEL / DOTCOM / DRIADE / DS STORE 

TOKYO / DUNE

E   EMBASSY OF ISRAEL / EMBASSY OF 

SPAIN / EMBASSY OF SWEDEN / EMBASSY 

OF SWITZERLAND IN JAPAN / ESPACE LOUIS 

VUITTON TOKYO エスパス ルイ・ヴィトン東京 /

FEIPEL&BECHAMEIL / FUMIHIKO SANO 
佐野文彦

G   GAKU TAKASU 高須学 / GAL SHARIR / 

GUY MISHALY

H   HAMID SHAHI / HANAKO YOSHIDA 吉

田花子 / HARUNA YAMADA 山田春奈 / HEE 

WELING / HELLO SANDWICH / HIDEMI 

NAKANIWA 中庭日出海 / HIDEYUKI 

NAKAYAMA 中山英之 / HIJUN KASUYA  
ヒジュンカスヤ / HIROAKI NISHIMURA 西村

ひろあき / HIROKAZU KOBAYASHI 小林弘和 / 

HIROSHI MINOBE 見延大志 / HIROSHI 

MORO 茂呂裕司 / HIROSHI SEO 瀬尾浩司 / 

HIROSHI YANAGIHARA 柳原博史 / 

HIROYUKI CHONO 丁野博行 / HIROYUKI 

NISHIMURA 西村浩幸 / HITOMI ITOH 伊藤ひ

とみ / HOKUTO KATSUI 勝井北斗 / HOUSAI 

MATSUBAYASHI 松林豊斎

I   IDAN SIDI / ISMAÏL BAHRI

J   JAY CHUNG & Q TAKEKI MAEDA / 

JERSZY SEYMOUR / JIN KURAMOTO 
倉本仁 / JOHNNY CHIU / JULIJONAS 

URBONAS / JUN MURAKOSHI 村越淳

K   KAORI AKIYAMA 秋山かおり / KAZUAKI 

SEKI 関和明 / KAZUKI KUMONO 雲野一鮮 / 

KAZUNAGA SAKASHITA 坂下和長 / 

KENJI ABE 阿部憲嗣 / KENTA GOTO 後藤

健太 / KIZUKI NAKANO 中野築月 / KOHEI 

ESTIC FORMAX / EXPORMIN

F   FERRAGAMO GINZA / FIL / FLOOVER  / 

FONTANAART / FORMAX / FRAMA / FRED 

PERRY / FUJIFILM

G   GANDIA BLASCO /G GIFT AND LIFESTYLE / 

GEORGE CREATIVE COMPANY / 

GERVASONI / GINZA MAISON HERMÈS / 

GOOGLE / GRAND SEIKO

H   HAY / HAKUTEN / HIDA 飛驒産業 / HONDA 

ADVANCED DESIGN STUDIO TOKYO / HOTEL 

KOÉ TOKYO

I   IFS FUTURE LABORATORY IFS 未来研究所 / 

IMG SRC / INTERSECT BY LEXUS – TOKYO / 

ISIMAR

J   JACADI PARIS / JING

K   K PLAZA / KARAKTER / KASHIYAMA 

DAIKANYAMA / KATE SPADE NEW YORK / 

KATSUKI CONNECTION / KNOLL / KOKUYO 

DESIGN WORKSHOP 2019 / KOLOR / 

KOSHIN PLANNING / KYOGEN 京源 

A R T I STS    アーティスト

B R A N D S  /  V E N U E S    ブランド / 開催場所

KYOMORI 京森康平 / KOHEI NAWA 名和晃

平 / KOICHI FUTATSUMATA 二俣公一 / 

KOICHIRO ONIKI 鬼木孝一郎 / KOTARO 

WATANABE 渡邉康太郎 / KUENG CAPUTO /

KYOKO SUZUKI 鈴木喬子

L   LENNY BAKKER / LILA CHITAYAT / 

LUCIEN GUMY

M   MAD DOG JONES / MADE THOUGHT /  

MAGDA PILACZYŃSKA / MAI 

SHISHIKURA 宍倉麻衣 / MAI YUKIHARA 
雪原舞 / MASASHI HIRANO 平野成志 / 

MASATO KAWAI 川合将人 / MASAYUKI 

KUROKAWA 黒川雅之 / MAYUMI 

NISHIZAKI 西崎真由美 / METROSCAN / 

MIKI SATO 佐藤未季 / MIYU IKEDA 
池田美祐 / MORAN MIZRAHI / MORITZ 

SCHLATTER / MOTOMI KAWAKAMI 川上 

元美

N   NAO TSUDA 津田直 / NAO YAGI 

八木奈央 / NATI TUNKELROT / 

NATSUKI TAKAYAMA 高山夏希 / NISSA 

KINZHALINA / NORIHIKO TERAYAMA 

寺山紀彦 / NORITAKE

P   PAOLA NAVONE / PATRYCJA 

PODKOŚ CIRLNY / PHILIPPE CUENDET /

PHILIPPE STARK

R   RAW-EDGES / RYOKO UEYAMA 上山

良子 / RYOSUKE HARASHIMA 原嶋亮輔 / 

L   LALIQUE / LIVING DESIGN CENTER 

OZONE / LIXIL / LLOYD’S ANTIQUES AOYAMA / 

LOHACO

M   M0851 GINZA / MAGIS / MANU MOBILES 
マニュモビールズ / MARUMASU マルマス / 

MATERIAL CONNEXION TOKYO / MITSUI 

CHEMICALS 三井化学 / MORI ART MUSEUM 
森美術館 / MORIOKA SHOTEN 森岡書店 / MUNI

N   NIESSING / NOMLAB / NOMURA 乃村工藝

社 / NON-GRID

O   ODAKYU SOUTHERN TOWER 小田急サザン

タワー / OKURAYAMA STUDIO 大蔵山スタジオ / 

ONFADD / ORANGE BRAINERY BY ORANGE 

AND PARTNERS

P   PERRIER-JOUËT /  PETIT BATEAU / POST / 

PROPELLAHEART 

R   RATIO&C / REAL STYLE リアルスタイル / 

RENOVERU. リノべる。 / RHYTHM WATCH リズ

ム時計工業 / ROCHE BOBOIS

S   SEISHO-EN 成勝園 / SELLEX / SEMPRE / 

RYUSUKE NANKI 南木隆助

S   SATOSHI ITASAKA 板坂諭 / SHAVIT 

YARON / SHIGEKI YAMAMOTO 山本滋己 / 

SHIGEO MASHIRO 眞城成男 / SHINGO 

ABE 阿部伸吾 / SHINJI HOSHINO 星野新治 / 

SHINSAKU IMURA 井村晋作 / SHINSUKE 

YOSHITAKE ヨシタケシンスケ / SHORYU 

HATOBA 波戸場承龍 / SHUN KAWAKAMI 

川上シュン / SHUNJI YAMANAKA 山中俊治

T   TAICHI SUNAYAMA 砂山太一 / TAKURO 

SHIMIZU 清水拓郎 / TAKUTO 

KURASHIMA 倉島拓人 / TAMARA EFRAT /  

TARAMAN / TATSUO ITO 伊藤達男 / 

TATSUYA KAMEYAMA 亀山達矢 / TEAM 

BALANCO / TEPPEI SOUTOME 五月女哲平 / 

TIM MILLER / TOMOAKI MIZUNO  

水野智章 / TOMOHIKO FURUTA 古田智彦 / 

TOSHIO IEZUMI 家住利男

V   VIVIDEEP UNO 宇野ヴィヴィディープ

W   WAKANA INO 井野若菜 / WE+

Y   YOHJI HATOBA 波戸場耀次 / YOKO 

FRAKTUR ヨーコフラクチュール / 

YOSHIHIRO YABE 矢部佳宏 / YOSHIKO 

NINOMIYA 二宮吉子 / YOTA KAKUDA 角

田陽太 / YU NAGABA 長場雄 / YUKIO 

HASHIMOTO 橋本夕紀夫 / YUKO 

NAGAYAMA 永山祐子 / YURI UENISHI 上西

祐理 / YUTAKA HIKOSAKA 彦坂裕

SHIBUYA HIKARIE 渋谷ヒカリエ / SHISEIDO 

GALLERY / SOMARTA / SOMEWHERE 

TOKYO / SPIRAL / STUDIOART

T   TAKEO KIKUCHI / TAKRAM / TENOHA 

DAIKANYAMA テノハ代官山 / THE GINZA 

SPACE / THE MICRO MUSEUM AOYAMA / 

THINK OF THINGS / TMH.&L’INTERIEUR / 

TOKYO MIDTOWN 東京ミッドタウン / 

TOKYU PLAZA GINZA 東急プラザ銀座 / 

TOMORROWLAND SHIBUYA / 

TORAYA 虎屋 / TORY BURCH / 

TUPERA TUPERA / TURN TABLE

U   UNBUILT TAKEO KIKUCHI

V   VALCUCINE / VIA BUS STOP MUSEUM / 

VICCARBE / VOLVO STUDIO AOYAMA

W   WAKABAYASHI BUTSUGU 若林佛具製作所 /  

WEWORK / WHY JUICE? / WORLD KITA-

AOYAMA BLDG.

Y   YOKOHAMA MAKERS VILLAGE

OTHERS    21_21 DESIGN SITE GALLERY 3 / 
(RE)PICTURE

DESIGNART
TOKYO 2 019
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OPENING PARTY
誰もが参加できる、デザイン/ アート、ファッションの開幕イベント

CREDITS デザイナートトーキョー 2019 クレジット

FOUNDERS  発起人 
Akio Aoki MIRU DESIGN  
Shun Kawakami ar tless Inc . 
Mark Dytham Klein Dy tham architecture 
Astrid Klein Klein Dy tham architecture 
Hiroshi Koike NON-GRID / IMG SRC 
Okisato Nagata E XS

DESIGNART COMMITTEE  デザイナート実行委員会 
Kimiaki Tanigawa Director 

Akio Aoki MIRU DESIGN / Creative director 
Rika Yamada PR Manager 

Yoko Yamazaki Knot Japan 

Takashi Ono 
Takefumi Yamaguchi 
Kiyomi Watanabe 
Sakiko Kimura

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 L ABOR ATORY inc. 

Ryohei Sato L ABOR 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 

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、ファッション関係者が多数参加。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。

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 / art and fashion worlds. Take a peek into their world, mingle, meet, and watch as 
new connections are forged.

会場協力：ワールド

2019.10.18  FRIDAY AT
WORLD KITA-AOYAMA BLDG.1F

7PM – 9PM
  PLUSTOKYO

 10PM – 4AMOPEN    6:30PM 
CLOSE   9:00PM

OPEN     9:00PM 
CLOSE   4:00AM

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 fields, 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 final 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 のルーフトップで開催！

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 roof top 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・オフィシャルガイドブックにて近日公開。

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

DESIGNART
TOKYO 2019

OPENING PARTY 
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会場協力：PLUSTOKYO

ENTRANCE

 FREE

DESIGNART TOKYO 2019

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 / 
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 / GOLDWIN 
INC. 株式会社ゴールドウイン / 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 / PLUSTOKYO / P.R.I .M.V.S プリムス株式会社 / 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 / 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 / designboom / dezeen / ELLE DECOR / 
FASHIONSNAP.COM / I'm home. / Merci Media / SHIFT / SHOTENKENCHIKU 商店建築 / 
Spoon&Tamago / The Artling / tsunagu Japan / WWD JAPAN

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 TABLOID  オフィシャルタブロイド 
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. 

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 




