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Niessing

ISETAN

バウハウスの流れを汲んだモダンジュエラー、ニー

伊勢丹新宿店は「VOICE OF MATERIAL」をテーマ

シング。10月30日（火）より、ドイツの権威あるデザ

に、今年もDESIGNTIDEのエクステンションに参加。

イン賞 red dot design award 2011の受賞を記

フランス・バカラ社と組み、アーティストとのコラボに

念した新 作「 A u r a 」のコレクション 、A u r a g o l d

より はじまり

c o m e s t o l i ve 展を開 催 。また 、会 期中 11月 3 日
（土）、4 日（日）15 時から、レッドからグレーに変化

パークワークショップ

未来 を表現した「Baccarat

パークステージ

催。その他、スウェーデンの陶芸家Lisa Larson 展な

直営店へ訪れてみよう。

Aura gold comes to live 展 10月30日（火）- 11月6日（火）

デザインタッチ パーク

デザイン ショッパー コレクション

ど企画展も多数開催される。詳しくはwebで。

ム・カクテルが提供される。ぜひこの機会に青山の

※10月31日（水）は定休
※11月3日（土）、4日（日）15:00〜 ウェルカム・カクテルサービス

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

〜はじまりから未来まで〜」と題し、３つの会場で開

する美しいグラデーションをイメージしたウェルカ

Drawing from the flow of the Bauhaus is the
modern jeweler, Niessing. Aura gold comes to
li ve ex hibi tion w ill b e held on 10/3 0 ( Tue)
celebrating for its award at red dot design award
2011. Come and join us at the store in Aoyama,
for a welcome cocktail of red to grey color gradation on the 11/3 (Sat) and 11/4 (Sun) from 3pm.

現在

Niessing TOKYO
東京都港区南青山5-10-1 二葉ビル1階

5-10-1 Minami-aoyama Futaba Bldg. 1F,
Minato-ku, Tokyo
定休日: 水曜日

Isetan in Shinjuku under the theme of “VOICE OF
MATERIAL” will be part of DESIGNTIDE extension. Together with Baccarat, France has collaborated with prominent designers to show beginning, present, and future at the exhibition titled,
“BACCARAT CRYSTAL IS LUMINOUS BEING”
held at 3 locations. Also, other exhibitions such as,
Swedish ceramic artist, Lisa Larson’s exhibition
will be held. Visit the web for more information.

世界のデザイン賞 いろいろ

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

ISETAN DESIGN WEEK
『VOICE OF MATERIAL』

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

www.isetan.co.jp/design

建築模型展

TEL: 03 3499 1868

ン）。
「美しいデザインで高品質の製品はリーズナブルな価格で製作されるべきだ」という信念に基づ

STOCS

Arflex Japanでは、藤森泰司デザインによるRINN
チェアのシートカバーをmina perhonen、安東陽子
ほかファブリックに造詣の深いクリエイター5 組に依

き、コペンハーゲン出身のシャーロットとヘンリック夫婦によって設立された。北欧らしいシンプルで洗

オランダの建築家Bram van den Haspelにより考

Baccara t〜はじまりから未来まで〜

したチェアを発表する。

Lisa Larson展 -Swedish Ceramic Artist-

な想 像力を生み出す場所を創りたいという想いか

A modern furniture brand, Ar flex Japan has
selected 5 creators from various fields to design
textile for RINN chair designed by Taiji Fujimori.
The designed textiles will enable seeing the
chair from different perspectives.

るで絵画のように美しく神秘的な魅力を放つ地として多くの北欧の知識人に親しまれている土地。ス

る。世界中の子どもが人種や言葉、文化を超え、アイ

カーゲンの製品に多く用いられるブルーのダイアルは、大海原に太陽が反射し、街中が青暗い光で満

デアを繋ぎ合わせることができる唯一無二のアイテ

たされる「ブルーアワー」と呼ばれる現象をイメージしたものだ。2011年、ドイツの red dot design

ムとして、キッズデザイン賞 2012の優秀賞を受賞。

awardを受賞した「809XLTBN」もそんなブルーをまとった疾走感溢れるデザインとなっている。北欧
の力強い自然からインスピレーションを受けた男性的なスタイルが人気のモデルだ。

Founded in 1989 is Demark’s lifestyle brand, SKAGEN DESIGNS. The belief to produce
“Quality products designed with style should be affordable and not exclusive to luxury
brands”, Henrik and Charlotte Jorst has successfully distributed globally.
The brand name derived from a small village, far north coast of Denmark. This remarkable
place “Skagen” is a place where pure natural beauty can be seen in a setting of white sandy
beaches and beneath crisp blue skies in marks the meetings place of two great seas.
Awarded at red dot design award in 2011 is “809XLTBN” that excels to provide inspiration
from the powerful nature, fit for its manly style.

Invented by an architect, Bram van den Haspel
from the Netherlands is the new educational
tool, STOCS. Supporting the growth of a child’s
creativity and imagination, the activity to play
with the rope s enable a s the ba sis to build
composition and creativity; science and education. Kid’s design award for excellence in 2012.

CAST JAPAN
TEL: 03 5835 1943
stocs.jp

覧会「Then x Ten」。イームズやジラードほか、それぞ

www.arflex.co.jp/rinn

れの時代に活躍してきたデザイナーとのコラボレー

ハーマンミラー ポスター展「Then x Ten」

Herman Miller will exhibit designers’ collaboration posters from then, and present modern
artists and designers entitled “Then x Ten”.

DYSON

イチロのイーロ「コドモのコロロ」

会場：アルフレックスショップ東京

ションによるポスターは、ハーマンミラーのデザインヘ
リテージを浮き彫りにする。

クリスマスの森
withドナ・ウィルソン for KIDS!!

会期：11月1日（木）- 11月6日（火）

Herman Miller
ハーマンミラー社の過去と現在のポスターを集めた展

cast-japan.com

RINN+Fabric
<RINN Chairと5組のクリエイター展＞

Craig & Karl
Eames Hang-It-All, 2012

学と教育」といった要素を取り込んだ玩具となってい

会期：10月30日（火）- 11月7日（水）
会場：アクシスギャラリー

www.hermanmiller.co.jp

最先端のサイクロン テクノロジーを取り入れた掃除

TEL 03 5992 4611
www.skagen.com

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天中止

11.03 SAT - 11.04 SUN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天時会場変更

10.26 FRI - 11.04 SUN

会場: インテリア＆デザイン各店舗

10.26 FRI - 11.08 T H U

会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

10.26 FRI

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺
15

パークステージ

Park Stage

多彩なトップ・クリエイターを講師として招き、彼
らのクリエイターとしての感性や作品制作に対
する裏話を語るトークイベントを開催。一流クリ

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン

エイターの感性をダイレクトに体感できる。

TIMETABLE（一部抜粋）
11月3日（土）
11:00 「デザインショッパーコレクション」トークセッション
青木克憲×新村則人×松下計×永井一史

17:00 デザクリ討論会「デザインと遊ぶ、建築で遊ぶ」
谷尻誠×天野譲滋

WEB: www.tokyo-midtown.com/jp/designtouch/2012

The prominent creator s will hold t alk
sessions.

11月4日（日）

今年で6年目を迎えるTokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012が、10月26日（金）か

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

13:00 「六本木未来会議」公開インタビュー

ら11月4日
（日）
まで開催される。
本展は、
インテリアやグラフィック、
プロダクトはもちろ
ん、音楽やフードといった文化を形成するもの全てを「デザイン」と捉え、東京ミッドタ
ウン全域を会場に日常生活を豊かに
「デザインとあそぶ」
をテーマにしたイベントだ。

時間: 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00（各1時間）
※先着順（入退場自由）、無料

11:00 「世界のデザインと日本のクリエイティビティ」

東京デザイン イベントガイド

15

30

15

30

会場: 明治神宮外苑絵画館前

10.30 TUE - 11.05 MON

会場: 明治神宮外苑絵画館前
会場: 明治神宮外苑絵画館前

15

31 1

メイン会場: 東京ミッドタウン・ホール

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館１階の２会場 本館5階の1会場

10.24 WED - 10.30 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 銀座スタイルシンプリーハート

10.31 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 Gスペース

10.30 TUE - 11.04 SUN

KARIMOKU NEW STANDARD
SCENES/KARIMOKU NEW STANDARD

10.30 TUE - 11.05 MON

1

会場: ギャラリーROCKET

会場: EYE OF GYRE / GYRE 3F

15

31 1

15

10.31 WED - 11.4 SUN

30

OTHER
IFFT / Interior Lifestyle Living

会場: 東京ビッグサイト 東ホール5・6

10.17 WED - 10.19 FRI

田中一光とデザインの前後左右

09.21 FRI - 2013.01.20 SUN 会場: 21_21 DESIGN SIGHT

DESIGN HEART 2012
東京ミッドタウン・デザインハブ第36回企画展
「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学の
デザインコレクションと教育」

10.16 TUE - 10.21 SUN

会場: Gallary Lebain

10.05 FRI - 11.04 SUN

会場: design hub

ハーマンミラーポスター展
「Then x Ten」

10.03 WED - 12.24 MON

会場: 東京オペラシティ アートギャラリー

型掃除機「DC46」が発売された。32個のサイクロンを
2 層に配列した構造で、ひとつひとつのサイクロンが
最大 360,000Gもの強力な遠心力を生み出し、微細

hhstyle.com

10.30 TUE - 11.07 WED

会場: アクシスギャラリー

なホコリを空気から分離することができる。

り発表したPolder限定仕様が国内初披露される。
アメ

11.01 THU - 11.06 TUE

会場：アルフレックスショップ東京

10.30 TUE -

会場：hhstyle.com青山本店

10.30 TUE - 11.06 TUE

会場：Niessing TOKYO

RINN+Fabric

オランダ人デザイナー、Hella Jongeriusが Vitra社よ

「RINN Chairと5組のクリエイター展」

hhstyle.com
Hella Jongerius
「Maharam Polder」特別展示

リカのMaharam社で自らデザインしたテキスタイルを
用いた、世界で限定100台のリミテッドエディション。

DYSON JAPAN
TEL: 0120 295 731
www.dyson.co.jp

Designer from the Netherlands, Hella Jongerius
from Vitra announced to show, Polder limited
edition for the first time in Japan. With her very
own textile design from Maharam, only 100 will
be available worldwide.

Hella Jongerius「Maharam Polder」特別展示

Niessing TOKYO

「Aura-gold comes to live展」

デザインイベントの情 報は下記で随 時更新中

www.japandesign.ne.jp/

会場：hhstyle.com青山本店

広告に関する
お問い合わせ

www.hhstyle.com

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

DESIGNTIDE
TOKYO 2012

日時: 10月30日（火）- 11月5日（月）
会場: 明治神宮外苑絵画館前

日時: 10月31日（水）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン・ホール エクステンションエリア: 都内各所

WEB: www.tdwa.com

※エクステンション会場の会期、時間、料金は各会場により異なります

桐山登士樹×長沢忠徳

10.30 TUE - 11.5 MON

会期：10月30日（火）〜

発行 : 株式会社 JDN www.japandesign.ne.jp/

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

31 1

10.30 TUE - 11.05 MON

Marimekko
MARIKISKA IN TOKYO

THE PEOPLE by KISHIN

サイクロン テクノロジーを搭載した初のキャニスター

FOSSIL JAPAN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

10.27 SAT - 10.28 SUN

篠山紀信展 写真力

機で確固たる地位を確立するDYSONより、32ルート

Standing in the frontline of the industry, DYSON is
leading the market with the cyclone technology.
The new vacuum, DC46 has 32 Route Cyclone
Technology and 32 cyclones are structured in two
layers. Each of the cyclone creates 360,000G of
p ower f ul c entr i f uga l for c e , a n d s ep a r ate s
microscopic dust from the air.

10.26 FRI - 11.04 SUN

FREE

TIDE EXTENSION

頼。新たなアプローチによる個性豊かな世界観を凝縮

ブランド名の由来となった、デンマーク・ユトランド半島の最北端にある小さな漁村「スカーゲン」は、ま

30

会場: 東京ミッドタウン

10.31 WED - 11.04 SUN

案された新しい知育玩具 STOCS 。子どもの独創的
ら、ロープ使いの有効性を基盤に「構成と創造」
「科

15

TIDE EXHIBITION / TIDE MARKET /
TIDE TABLE / TIDE FOCUS

Don Ervin
Herman Miller, 1961

多くの愛好家を増やし続けている。

NOVEMBER

31 1

10.26 FRI - 11.04 SUN

1

DESIGNNTIDE TOKYO
2012

arflex

練されたデザインと、時を刻む道具としての機能美を追求した超薄型の腕時計は、グローバルな規模で

15

10.30 TUE - 11.05 MON

会期：10月24日（水）- 11月6日（火）

www.niessing.jp

11

OCTOBER

1

Holiday: Wed

SKAGEN
1989年に創業したデンマークのライフスタイル・ブランドSKAGEN DESIGNS（スカーゲン デザイ

10
1

03-3836-8300
ad@japandesign.ne.jp

DESIGN
@TOKYO
2012
MAP

千駄ヶ谷
Yoyogi

WEB: designtide.jp

JR中央線

JR Chuo Line

Sendagaya

代々木

デザイン で検索

信濃町

都営大江戸線

Toei Ōedo Line

Shinanomachi

椿昇×長嶋りかこ

17:00 デザクリ討論会「石巻工房参加デザイナー

※スケジュールに変更がある場合があります

たちが語る、復興にデザインができること」

※雨天の場合、会場変更の可能性があります

石巻工房・芦沢啓治×天野譲滋

他

PROFILE: 織咲誠 1965 年生ま

聖徳記念絵画館

「信濃町駅」より徒歩5分
● 都営大江戸線

Meiji Memorial Picture Gallery

千代田線
れ、埼玉県出身。桑沢デザイン研究

● JR中央・総武線

Kokuritsu-kyōgijō

Kita-sando

This year marks the 6th year for Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012,
exhibiting interior, graphics and products showing various forms of design.

MEIJI JINGU GAIEN

国立競技場

北参道
原宿

Tokyo Metro
Chiyoda Line

明治神宮前

Harajuku

「国立競技場駅」より徒歩5分
● 東京メトロ銀座線・半蔵門線

Meiji-jingumae

● 都営大江戸線

所卒業後、
マコト・オリサキインター

「青山一丁目駅」より徒歩10分

ワークス研究所設立。
インターデザ

インテリア、プロダクト、建築、グラフィック、ファッションなど、ジャンルを超えた

デザインタッチ パーク

MOUNTAIN GYM（夜）

DESIGN TOUCH Park

東京ミッドタウンの広大な芝生広場を会場に、日本の新鋭クリエイターが作り上げる広場「DESIGN

TOUCH Park 」。中心には、建築家・谷尻誠が手がけた巨大な山型のジャングルジム「 MOUNTAIN
GYM」が登場。昼は遊び場として、夜はアート・オブジェとして、建築家ならではのデザイン性や遊び

デザイン ショッパー コレクション Designers Collaborated Shopping Bag

企業や個人クリエイター、学生、団体が、クリエイティヴィティとテクノロジーを軸

東京ミッドタウンのインテリア・デザイン店舗18店と日本を代表するデザイナー9名がタッグを組み、

に、各々の感性を発表するデザイン& アートの祭典 TO K YO D E S I G N E RS

イベント期間限定のオリジナルショッピング・バッグを制作するコラボレーション企画。

WEEK 2012が、10月30日（火）から11月5日（月）の7日間に渡り東京・明治神宮

Creators collaborated with stores at Tokyo Midtown’s interior shops to create limitededition shopping bags.

子供まで幅広い層に、より身近にデザインに触れ、感じ、楽しみ、刺激を与えられ
るイベントとなっている。今回は、江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲からイン

青木克憲×Idea Digital Studio、in Touch／新村則
人×MUJI、Sfera／勝井三雄×Idea Digital Code、

スパイアされた約100 作品を一同に集めた作品展や、日本の代表的な建築家によ

菱 屋カレンブロッソ／永井 一史× I D É E S H O P 、

る「建築模型展」、過去最多参加校を記録した「学校作品展」、国内外の若手アー

L I B E C O H O M E ／ワビサビ× F l a g s h i p 2 12

ティストが出展する「TDW-ART」など、多彩なコンテンツが用意されている。

心が溢れる遊具となっている。

KITCHEN STORE 、ファーバーカステル／左合ひと

At Tokyo Midtown’s Garden, DESIGN TOUCH Park will be built on this vast grass square.
Architect Makoto Tanijiri will construct a massive jungle gym in a shape mountain,
“MOUNTAIN GYM”. It is a playground during the day, and an art monument at night.

MIDTOWN 、Nicolai Bergmann Sumu／松下計

み×遊中川、箸長／河口洋一郎×TIME&ST YLE
×itoya topdrawer 、SAYA ／藤代範雄×WISE・

WISE tools、STYLE MEETS PEOPLE

青木克憲
Idea Digital Studio

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）

会場構成、プロダクトと仕事の範囲は多岐に渡り、国内外でも注目されている建築家。

※各店舗で2,000円（税込）以上、お買い上げの方に先着順で配布します

Companies, creators, students and organizations gather to exhibit variety
of unique design creations that can be sensed but also entertaining, stimulating. The show will be held for 7 days based on Creativity& Technology.

体も作品として見せるために、建築家やプロダクト・デザイナーといったさまざま

よるワークショップを開催。
ガムテープでつくるバック、
毛糸でつく
るスマホケース、
古着でオリジナル・ブローチを制作するなど、
予

日時: 10月27日（土）、28日（日）

約なしで気軽に参加できるクリエイティブ・ワークショップを実施。

時間: 11:00 - 17:00 ※雨天中止

Workshops will be held by upcoming young creators at the

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

DESIGN TOUCH Park, that can be enjoyed by all age ranges.

世界のデザイン賞 いろいろ
Display of Award Winning Designs from the World

※なくなり次第、終了となります

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表
Tokyo Midtown Award 2012

発信し続ける街を目指す一貫としてスタートしたTokyo Midtown Award。
アートとデザインの両部門、
計

1,318点の応募作品の中から14点の作品を選出。イベント期間中に受賞作品の発表、展示、授賞式を開催。

Along with Tokyo Midtown’s concept of “JAPAN VALUE”, total of 1,318 projects were
submitted. 14 award-winning works will be announced and displayed. Come check out
the talents of next generation.

受賞作品発表・授賞式

のデザイン・グッズと共に展示。
期間中には店舗独自のイベントも開催。

すインターデザイン・アーティスト織咲誠を招聘し、パートナーの多摩美術大学プ
ロダクトデザイン研究室と共に会場構成を手がける。

Creators in interior design, product, architecture, graphic, and fashion
with their unique design and idea has gathered at DESIGNTIDE TOKYO
2012. The multi-disciplined contents will show the new way of seeing
design to its next level.

参加店舗: MUJI, Idea Digital Code, Flagship 212 KITCHEN STORE etc.
協力: 公益財団法人 日本デザイン振興会（JDP）

富士山グラス

節電球
（2011 東京ミッドタウン特別賞）

Spiral

渋谷

青山Francfranc
AOYAMA Francfranc

Shibuya

CIBONE 青山

外苑前

Gaiemmae

青山一丁目

Aoyama-itchome

根津美術館
Nezu Museum

● 東京メトロ日比谷線
「六本木駅」より地下通路にて直結
※車椅子・ベビーカーにてお越しの場合、

4a出口より地上からお越しください。
● 東京メトロ千代田線
「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
● 東京メトロ南北線

CIBONE Aoyama

「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

hhstyle.com 青山本店
hhstyle.com Aoyama

乃木坂

代官山 T-SITE
Daikanyama T-site

Nogizaka

代官山

Daikan-yama

あらゆる生き物の「神気」
（ 神の気）を捉え、日本美術史における花鳥画の最高傑作と評される
「動植綵絵」を描いた江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲。今回、建築家やインテリア、ファッ
スパイアされた作品を制作。期間中、約100点のアートワークが発表／展示される。

Works influenced by the great Edo-period painter, Ito Jakuchu. The exhibition will
include inspired works produced by famous designers and artists from various
fields. More than 100 artworks will be exhibited.

建築模型展

Shane Hurt & Queenie Yehenala

TIDE EXHIBITION

TIDE MARKET

DESIGNTIDE TOKYO の中核コンテンツ。

実際にデザイナー本人と交流しながら、新鮮

デザイナーによる新しいアイデアと作品が

でユニークなプロダクトを購入できる出会い

発 表／展示される 。国 内 外 のデザイナー 、

のマーケット。デザイナーにとって単なる展

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺

国内を代表する50名の建築家の軌跡を集めた大規模な模型展。第一線で活躍する建築家の代

まる、またとない機会となっている。

同時にできる貴重な場所。

The core content of the DESIGNTIDE
TOK YO, domestic and international
designers will be presenting with the
new innovative ideas.

This is a market for people to actually be
able to purchase products. Meet and
greet designers personally, meanwhile
this is a place to explore and research.

※DESIGN TOUCH 期間中に一般投票で人気作品
を選出する「オーディエンス賞」も実施

な感性を体感できる展示会。

50 architects gather to each show architectural models. Those that have been
working in the frontline will exhibit their works of the past, present, and future.

Toei Bus

国立新美術館
The National Art Center Tokyo

東京ミッドタウン
Tokyo Midtown

Tokyo Metro
Hibiya Line

POS+

示販売だけではなく、マーケット・リサーチが

表作や現在進行形プロジェクト、過去の幻の模型などが発表される。建築のプロフェッショナル

都営バス（都01）

日比谷線

メーカー、バイヤー、ジャーナリストの目に留

プラザ B1F メトロアベニュー展示スペースにて展示
（2008 審査員特別賞）

Tokyo Metro
Hanzomon Line

Omote-sando

「六本木駅」8番出口より直結

TOTO GALLERY MA

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

Architectural Models Exhibition

※受賞作品は、10 月 26 日（金）〜11月 25 日（日）に

日時: 10月26日（金）- 11月8日（木） 会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

● 都営大江戸線

半蔵門線

表参道

Tokyo Metro
Ginza Line

Tokyu Denentoshi Line

点からデザインの力を信じ、普遍的な価値の思索、提案、実践により社会貢献を志

日時: 10月26日（金）16:30 - 17:30
※当日の様子はUstreamで配信。
詳細は公式HPにて

Award winning designed products from the world will be displayed at Tokyo Midtown.

東急田園都市線

ション、グラフィックなど、さまざまなジャンルで活躍するトップ・クリエイターが伊藤若冲にイン

東京ミッドタウンのコンセプト
「JAPAN VALUE
（新しい日本の価値・感性・才能）
」
を創造・結集し、
世界に

グッドデザイン賞
（日本）
をはじめ、
世界のデザイン賞を受賞したプロダクトを 一堂に集め、
店舗イチオシ

銀座線

な分野で活動するクリエイターが会場デザインを創作してきた。今年は、独自の観

Ito Jakuchu Inspired Kansei Exhibition
DESIGN TOUCH Park内にテントを設置し、若手デザイナーに

Tokyo Midtown

TOKYO 2012。展示作品はもちろん、多彩なコンテンツを通して、各々の思考をト
レードし合い、新たなデザイン価値の構築を目指している。また、これまで会場自

東京ミッドタウン

JR山手線

Park Workshop

ワビサビ
Flagship 212 KITCHEN STORE

Keio Inokashira Line

TOTOギャラリー・間

PROFILE: 谷尻誠 1974 年生まれ、広島出身。2000 年に suppose design office 設立。住宅や商業空間、

パークワークショップ

外苑絵画館前にて開催される。今年は「Hello Design」をスローガンに、大人から

独創的なデザインやアイデア、テクノロジーを集結／発表する場 DESIGNTIDE

Tokyo Metro
Fukutoshin Line

京王井の頭線

JR Yamanote Line

MOUNTAIN GYM（昼）

副都心線

イン・アーティストとして活動中。

長嶋りかこ／アートディレクター

e

椿昇／現代美術家

東急

谷尻誠／建築家

Tok y 東横線
u To
y o ko
Lin

青木克憲／アートディレクター

明治神宮外苑

中目黒

Naka-meguro

恵比寿
Ebisu

六本木ヒルズ

広尾

Roppongi Hills

森美術館

Hiro-o

東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan
Museum of Photography

Mori Art Museum

ギャラリー ル・ベイン

六本木
Roppongi

AXIS

東京ミッドタウン・デザインハブ
Tokyo Midtown Design Hub

サントリー美術館
Suntory Museum

21_21 DESIGN SIGHT
富士フイルムフォトサロン
FUJIFILM SQUARE

Gallery le bain

南北線

Tokyo Metro
Namboku Line

六本木一丁目
Roppongi-itchome

EVENT CALENDAR

Niessing

ISETAN

バウハウスの流れを汲んだモダンジュエラー、ニー

伊勢丹新宿店は「VOICE OF MATERIAL」をテーマ

シング。10月30日（火）より、ドイツの権威あるデザ

に、今年もDESIGNTIDEのエクステンションに参加。

イン賞 red dot design award 2011の受賞を記

フランス・バカラ社と組み、アーティストとのコラボに

念した新 作「 A u r a 」のコレクション 、A u r a g o l d

より はじまり

c o m e s t o l i ve 展を開 催 。また 、会 期中 11月 3 日
（土）、4 日（日）15 時から、レッドからグレーに変化

パークワークショップ

未来 を表現した「Baccarat

パークステージ

催。その他、スウェーデンの陶芸家Lisa Larson 展な

直営店へ訪れてみよう。

Aura gold comes to live 展 10月30日（火）- 11月6日（火）

デザインタッチ パーク

デザイン ショッパー コレクション

ど企画展も多数開催される。詳しくはwebで。

ム・カクテルが提供される。ぜひこの機会に青山の

※10月31日（水）は定休
※11月3日（土）、4日（日）15:00〜 ウェルカム・カクテルサービス

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

〜はじまりから未来まで〜」と題し、３つの会場で開

する美しいグラデーションをイメージしたウェルカ

Drawing from the flow of the Bauhaus is the
modern jeweler, Niessing. Aura gold comes to
li ve ex hibi tion w ill b e held on 10/3 0 ( Tue)
celebrating for its award at red dot design award
2011. Come and join us at the store in Aoyama,
for a welcome cocktail of red to grey color gradation on the 11/3 (Sat) and 11/4 (Sun) from 3pm.

現在

Niessing TOKYO
東京都港区南青山5-10-1 二葉ビル1階

5-10-1 Minami-aoyama Futaba Bldg. 1F,
Minato-ku, Tokyo
定休日: 水曜日

Isetan in Shinjuku under the theme of “VOICE OF
MATERIAL” will be part of DESIGNTIDE extension. Together with Baccarat, France has collaborated with prominent designers to show beginning, present, and future at the exhibition titled,
“BACCARAT CRYSTAL IS LUMINOUS BEING”
held at 3 locations. Also, other exhibitions such as,
Swedish ceramic artist, Lisa Larson’s exhibition
will be held. Visit the web for more information.

世界のデザイン賞 いろいろ

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

ISETAN DESIGN WEEK
『VOICE OF MATERIAL』

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

www.isetan.co.jp/design

建築模型展

TEL: 03 3499 1868

ン）。
「美しいデザインで高品質の製品はリーズナブルな価格で製作されるべきだ」という信念に基づ

STOCS

Arflex Japanでは、藤森泰司デザインによるRINN
チェアのシートカバーをmina perhonen、安東陽子
ほかファブリックに造詣の深いクリエイター5 組に依

き、コペンハーゲン出身のシャーロットとヘンリック夫婦によって設立された。北欧らしいシンプルで洗

オランダの建築家Bram van den Haspelにより考

Baccara t〜はじまりから未来まで〜

したチェアを発表する。

Lisa Larson展 -Swedish Ceramic Artist-

な想 像力を生み出す場所を創りたいという想いか

A modern furniture brand, Ar flex Japan has
selected 5 creators from various fields to design
textile for RINN chair designed by Taiji Fujimori.
The designed textiles will enable seeing the
chair from different perspectives.

るで絵画のように美しく神秘的な魅力を放つ地として多くの北欧の知識人に親しまれている土地。ス

る。世界中の子どもが人種や言葉、文化を超え、アイ

カーゲンの製品に多く用いられるブルーのダイアルは、大海原に太陽が反射し、街中が青暗い光で満

デアを繋ぎ合わせることができる唯一無二のアイテ

たされる「ブルーアワー」と呼ばれる現象をイメージしたものだ。2011年、ドイツの red dot design

ムとして、キッズデザイン賞 2012の優秀賞を受賞。

awardを受賞した「809XLTBN」もそんなブルーをまとった疾走感溢れるデザインとなっている。北欧
の力強い自然からインスピレーションを受けた男性的なスタイルが人気のモデルだ。

Founded in 1989 is Demark’s lifestyle brand, SKAGEN DESIGNS. The belief to produce
“Quality products designed with style should be affordable and not exclusive to luxury
brands”, Henrik and Charlotte Jorst has successfully distributed globally.
The brand name derived from a small village, far north coast of Denmark. This remarkable
place “Skagen” is a place where pure natural beauty can be seen in a setting of white sandy
beaches and beneath crisp blue skies in marks the meetings place of two great seas.
Awarded at red dot design award in 2011 is “809XLTBN” that excels to provide inspiration
from the powerful nature, fit for its manly style.

Invented by an architect, Bram van den Haspel
from the Netherlands is the new educational
tool, STOCS. Supporting the growth of a child’s
creativity and imagination, the activity to play
with the rope s enable a s the ba sis to build
composition and creativity; science and education. Kid’s design award for excellence in 2012.

CAST JAPAN
TEL: 03 5835 1943
stocs.jp

覧会「Then x Ten」。イームズやジラードほか、それぞ

www.arflex.co.jp/rinn

れの時代に活躍してきたデザイナーとのコラボレー

ハーマンミラー ポスター展「Then x Ten」

Herman Miller will exhibit designers’ collaboration posters from then, and present modern
artists and designers entitled “Then x Ten”.

DYSON

イチロのイーロ「コドモのコロロ」

会場：アルフレックスショップ東京

ションによるポスターは、ハーマンミラーのデザインヘ
リテージを浮き彫りにする。

クリスマスの森
withドナ・ウィルソン for KIDS!!

会期：11月1日（木）- 11月6日（火）

Herman Miller
ハーマンミラー社の過去と現在のポスターを集めた展

cast-japan.com

RINN+Fabric
<RINN Chairと5組のクリエイター展＞

Craig & Karl
Eames Hang-It-All, 2012

学と教育」といった要素を取り込んだ玩具となってい

会期：10月30日（火）- 11月7日（水）
会場：アクシスギャラリー

www.hermanmiller.co.jp

最先端のサイクロン テクノロジーを取り入れた掃除

TEL 03 5992 4611
www.skagen.com

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天中止

11.03 SAT - 11.04 SUN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天時会場変更

10.26 FRI - 11.04 SUN

会場: インテリア＆デザイン各店舗

10.26 FRI - 11.08 T H U

会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

10.26 FRI

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺
15

パークステージ

Park Stage

多彩なトップ・クリエイターを講師として招き、彼
らのクリエイターとしての感性や作品制作に対
する裏話を語るトークイベントを開催。一流クリ

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン

エイターの感性をダイレクトに体感できる。

TIMETABLE（一部抜粋）
11月3日（土）
11:00 「デザインショッパーコレクション」トークセッション
青木克憲×新村則人×松下計×永井一史

17:00 デザクリ討論会「デザインと遊ぶ、建築で遊ぶ」
谷尻誠×天野譲滋

WEB: www.tokyo-midtown.com/jp/designtouch/2012

The prominent creator s will hold t alk
sessions.

11月4日（日）

今年で6年目を迎えるTokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012が、10月26日（金）か

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

13:00 「六本木未来会議」公開インタビュー

ら11月4日
（日）
まで開催される。
本展は、
インテリアやグラフィック、
プロダクトはもちろ
ん、音楽やフードといった文化を形成するもの全てを「デザイン」と捉え、東京ミッドタ
ウン全域を会場に日常生活を豊かに
「デザインとあそぶ」
をテーマにしたイベントだ。

時間: 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00（各1時間）
※先着順（入退場自由）、無料

11:00 「世界のデザインと日本のクリエイティビティ」

東京デザイン イベントガイド

15

30

15

30

会場: 明治神宮外苑絵画館前

10.30 TUE - 11.05 MON

会場: 明治神宮外苑絵画館前
会場: 明治神宮外苑絵画館前

15

31 1

メイン会場: 東京ミッドタウン・ホール

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館１階の２会場 本館5階の1会場

10.24 WED - 10.30 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 銀座スタイルシンプリーハート

10.31 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 Gスペース

10.30 TUE - 11.04 SUN

KARIMOKU NEW STANDARD
SCENES/KARIMOKU NEW STANDARD

10.30 TUE - 11.05 MON

1

会場: ギャラリーROCKET

会場: EYE OF GYRE / GYRE 3F

15

31 1

15

10.31 WED - 11.4 SUN

30

OTHER
IFFT / Interior Lifestyle Living

会場: 東京ビッグサイト 東ホール5・6

10.17 WED - 10.19 FRI

田中一光とデザインの前後左右

09.21 FRI - 2013.01.20 SUN 会場: 21_21 DESIGN SIGHT

DESIGN HEART 2012
東京ミッドタウン・デザインハブ第36回企画展
「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学の
デザインコレクションと教育」

10.16 TUE - 10.21 SUN

会場: Gallary Lebain

10.05 FRI - 11.04 SUN

会場: design hub

ハーマンミラーポスター展
「Then x Ten」

10.03 WED - 12.24 MON

会場: 東京オペラシティ アートギャラリー

型掃除機「DC46」が発売された。32個のサイクロンを
2 層に配列した構造で、ひとつひとつのサイクロンが
最大 360,000Gもの強力な遠心力を生み出し、微細

hhstyle.com

10.30 TUE - 11.07 WED

会場: アクシスギャラリー

なホコリを空気から分離することができる。

り発表したPolder限定仕様が国内初披露される。
アメ

11.01 THU - 11.06 TUE

会場：アルフレックスショップ東京

10.30 TUE -

会場：hhstyle.com青山本店

10.30 TUE - 11.06 TUE

会場：Niessing TOKYO

RINN+Fabric

オランダ人デザイナー、Hella Jongeriusが Vitra社よ

「RINN Chairと5組のクリエイター展」

hhstyle.com
Hella Jongerius
「Maharam Polder」特別展示

リカのMaharam社で自らデザインしたテキスタイルを
用いた、世界で限定100台のリミテッドエディション。

DYSON JAPAN
TEL: 0120 295 731
www.dyson.co.jp

Designer from the Netherlands, Hella Jongerius
from Vitra announced to show, Polder limited
edition for the first time in Japan. With her very
own textile design from Maharam, only 100 will
be available worldwide.

Hella Jongerius「Maharam Polder」特別展示

Niessing TOKYO

「Aura-gold comes to live展」

デザインイベントの情 報は下記で随 時更新中

www.japandesign.ne.jp/

会場：hhstyle.com青山本店

広告に関する
お問い合わせ

www.hhstyle.com

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

DESIGNTIDE
TOKYO 2012

日時: 10月30日（火）- 11月5日（月）
会場: 明治神宮外苑絵画館前

日時: 10月31日（水）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン・ホール エクステンションエリア: 都内各所

WEB: www.tdwa.com

※エクステンション会場の会期、時間、料金は各会場により異なります

桐山登士樹×長沢忠徳

10.30 TUE - 11.5 MON

会期：10月30日（火）〜

発行 : 株式会社 JDN www.japandesign.ne.jp/

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

31 1

10.30 TUE - 11.05 MON

Marimekko
MARIKISKA IN TOKYO

THE PEOPLE by KISHIN

サイクロン テクノロジーを搭載した初のキャニスター

FOSSIL JAPAN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

10.27 SAT - 10.28 SUN

篠山紀信展 写真力

機で確固たる地位を確立するDYSONより、32ルート

Standing in the frontline of the industry, DYSON is
leading the market with the cyclone technology.
The new vacuum, DC46 has 32 Route Cyclone
Technology and 32 cyclones are structured in two
layers. Each of the cyclone creates 360,000G of
p ower f ul c entr i f uga l for c e , a n d s ep a r ate s
microscopic dust from the air.

10.26 FRI - 11.04 SUN

FREE

TIDE EXTENSION

頼。新たなアプローチによる個性豊かな世界観を凝縮

ブランド名の由来となった、デンマーク・ユトランド半島の最北端にある小さな漁村「スカーゲン」は、ま

30

会場: 東京ミッドタウン

10.31 WED - 11.04 SUN

案された新しい知育玩具 STOCS 。子どもの独創的
ら、ロープ使いの有効性を基盤に「構成と創造」
「科

15

TIDE EXHIBITION / TIDE MARKET /
TIDE TABLE / TIDE FOCUS

Don Ervin
Herman Miller, 1961

多くの愛好家を増やし続けている。

NOVEMBER

31 1

10.26 FRI - 11.04 SUN

1

DESIGNNTIDE TOKYO
2012

arflex

練されたデザインと、時を刻む道具としての機能美を追求した超薄型の腕時計は、グローバルな規模で

15

10.30 TUE - 11.05 MON

会期：10月24日（水）- 11月6日（火）

www.niessing.jp

11

OCTOBER

1

Holiday: Wed

SKAGEN
1989年に創業したデンマークのライフスタイル・ブランドSKAGEN DESIGNS（スカーゲン デザイ

10
1

03-3836-8300
ad@japandesign.ne.jp

DESIGN
@TOKYO
2012
MAP

千駄ヶ谷
Yoyogi

WEB: designtide.jp

JR中央線

JR Chuo Line

Sendagaya

代々木

デザイン で検索

信濃町

都営大江戸線

Toei Ōedo Line

Shinanomachi

椿昇×長嶋りかこ

17:00 デザクリ討論会「石巻工房参加デザイナー

※スケジュールに変更がある場合があります

たちが語る、復興にデザインができること」

※雨天の場合、会場変更の可能性があります

石巻工房・芦沢啓治×天野譲滋

他

PROFILE: 織咲誠 1965 年生ま

聖徳記念絵画館

「信濃町駅」より徒歩5分
● 都営大江戸線

Meiji Memorial Picture Gallery

千代田線
れ、埼玉県出身。桑沢デザイン研究

● JR中央・総武線

Kokuritsu-kyōgijō

Kita-sando

This year marks the 6th year for Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012,
exhibiting interior, graphics and products showing various forms of design.

MEIJI JINGU GAIEN

国立競技場

北参道
原宿

Tokyo Metro
Chiyoda Line

明治神宮前

Harajuku

「国立競技場駅」より徒歩5分
● 東京メトロ銀座線・半蔵門線

Meiji-jingumae

● 都営大江戸線

所卒業後、
マコト・オリサキインター

「青山一丁目駅」より徒歩10分

ワークス研究所設立。
インターデザ

インテリア、プロダクト、建築、グラフィック、ファッションなど、ジャンルを超えた

デザインタッチ パーク

MOUNTAIN GYM（夜）

DESIGN TOUCH Park

東京ミッドタウンの広大な芝生広場を会場に、日本の新鋭クリエイターが作り上げる広場「DESIGN

TOUCH Park 」。中心には、建築家・谷尻誠が手がけた巨大な山型のジャングルジム「 MOUNTAIN
GYM」が登場。昼は遊び場として、夜はアート・オブジェとして、建築家ならではのデザイン性や遊び

デザイン ショッパー コレクション Designers Collaborated Shopping Bag

企業や個人クリエイター、学生、団体が、クリエイティヴィティとテクノロジーを軸

東京ミッドタウンのインテリア・デザイン店舗18店と日本を代表するデザイナー9名がタッグを組み、

に、各々の感性を発表するデザイン& アートの祭典 TO K YO D E S I G N E RS

イベント期間限定のオリジナルショッピング・バッグを制作するコラボレーション企画。

WEEK 2012が、10月30日（火）から11月5日（月）の7日間に渡り東京・明治神宮

Creators collaborated with stores at Tokyo Midtown’s interior shops to create limitededition shopping bags.

子供まで幅広い層に、より身近にデザインに触れ、感じ、楽しみ、刺激を与えられ

外苑絵画館前にて開催される。今年は「Hello Design」をスローガンに、大人から
るイベントとなっている。今回は、江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲からイン

青木克憲×Idea Digital Studio、in Touch／新村則
人×MUJI、Sfera／勝井三雄×Idea Digital Code、

スパイアされた約100 作品を一同に集めた作品展や、日本の代表的な建築家によ

菱 屋カレンブロッソ／永井 一史× I D É E S H O P 、

る「建築模型展」、過去最多参加校を記録した「学校作品展」、国内外の若手アー

L I B E C O H O M E ／ワビサビ× F l a g s h i p 2 12

ティストが出展する「TDW-ART」など、多彩なコンテンツが用意されている。

心が溢れる遊具となっている。

KITCHEN STORE 、ファーバーカステル／左合ひと

At Tokyo Midtown’s Garden, DESIGN TOUCH Park will be built on this vast grass square.
Architect Makoto Tanijiri will construct a massive jungle gym in a shape mountain,
“MOUNTAIN GYM”. It is a playground during the day, and an art monument at night.

MIDTOWN 、Nicolai Bergmann Sumu／松下計

み×遊中川、箸長／河口洋一郎×TIME&ST YLE
×itoya topdrawer 、SAYA ／藤代範雄×WISE・

WISE tools、STYLE MEETS PEOPLE

青木克憲
Idea Digital Studio

ワビサビ
Flagship 212 KITCHEN STORE

Companies, creators, students and organizations gather to exhibit variety
of unique design creations that can be sensed but also entertaining, stimulating. The show will be held for 7 days based on Creativity& Technology.

独創的なデザインやアイデア、テクノロジーを集結／発表する場 DESIGNTIDE

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）

会場構成、プロダクトと仕事の範囲は多岐に渡り、国内外でも注目されている建築家。

※各店舗で2,000円（税込）以上、お買い上げの方に先着順で配布します

レードし合い、新たなデザイン価値の構築を目指している。また、これまで会場自
体も作品として見せるために、建築家やプロダクト・デザイナーといったさまざま

※なくなり次第、終了となります

Tokyo Midtown Award 2012

日時: 10月27日（土）、28日（日）
Workshops will be held by upcoming young creators at the

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

DESIGN TOUCH Park, that can be enjoyed by all age ranges.

世界のデザイン賞 いろいろ
Display of Award Winning Designs from the World

発信し続ける街を目指す一貫としてスタートしたTokyo Midtown Award。
アートとデザインの両部門、
計

1,318点の応募作品の中から14点の作品を選出。イベント期間中に受賞作品の発表、展示、授賞式を開催。

Along with Tokyo Midtown’s concept of “JAPAN VALUE”, total of 1,318 projects were
submitted. 14 award-winning works will be announced and displayed. Come check out
the talents of next generation.

受賞作品発表・授賞式

のデザイン・グッズと共に展示。
期間中には店舗独自のイベントも開催。

点からデザインの力を信じ、普遍的な価値の思索、提案、実践により社会貢献を志
すインターデザイン・アーティスト織咲誠を招聘し、パートナーの多摩美術大学プ
ロダクトデザイン研究室と共に会場構成を手がける。

Creators in interior design, product, architecture, graphic, and fashion
with their unique design and idea has gathered at DESIGNTIDE TOKYO
2012. The multi-disciplined contents will show the new way of seeing
design to its next level.

参加店舗: MUJI, Idea Digital Code, Flagship 212 KITCHEN STORE etc.
協力: 公益財団法人 日本デザイン振興会（JDP）

富士山グラス

節電球
（2011 東京ミッドタウン特別賞）

Spiral

渋谷

青山Francfranc
AOYAMA Francfranc

Shibuya

CIBONE 青山

外苑前

Gaiemmae

青山一丁目

Aoyama-itchome

根津美術館
Nezu Museum

● 東京メトロ日比谷線
「六本木駅」より地下通路にて直結
※車椅子・ベビーカーにてお越しの場合、

4a出口より地上からお越しください。
● 東京メトロ千代田線
「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
● 東京メトロ南北線

CIBONE Aoyama

「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

hhstyle.com 青山本店
hhstyle.com Aoyama

乃木坂

代官山 T-SITE
Daikanyama T-site

Nogizaka

代官山

Daikan-yama

あらゆる生き物の「神気」
（ 神の気）を捉え、日本美術史における花鳥画の最高傑作と評される
「動植綵絵」を描いた江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲。今回、建築家やインテリア、ファッ
スパイアされた作品を制作。期間中、約100点のアートワークが発表／展示される。

Works influenced by the great Edo-period painter, Ito Jakuchu. The exhibition will
include inspired works produced by famous designers and artists from various
fields. More than 100 artworks will be exhibited.

建築模型展

Shane Hurt & Queenie Yehenala

TIDE EXHIBITION

TIDE MARKET

DESIGNTIDE TOKYO の中核コンテンツ。

実際にデザイナー本人と交流しながら、新鮮

デザイナーによる新しいアイデアと作品が

でユニークなプロダクトを購入できる出会い

発 表／展示される 。国 内 外 のデザイナー 、

のマーケット。デザイナーにとって単なる展

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺

国内を代表する50名の建築家の軌跡を集めた大規模な模型展。第一線で活躍する建築家の代

まる、またとない機会となっている。

同時にできる貴重な場所。

The core content of the DESIGNTIDE
TOK YO, domestic and international
designers will be presenting with the
new innovative ideas.

This is a market for people to actually be
able to purchase products. Meet and
greet designers personally, meanwhile
this is a place to explore and research.

※DESIGN TOUCH 期間中に一般投票で人気作品
を選出する「オーディエンス賞」も実施

な感性を体感できる展示会。

50 architects gather to each show architectural models. Those that have been
working in the frontline will exhibit their works of the past, present, and future.

Toei Bus

国立新美術館
The National Art Center Tokyo

東京ミッドタウン
Tokyo Midtown

Tokyo Metro
Hibiya Line

POS+

示販売だけではなく、マーケット・リサーチが

表作や現在進行形プロジェクト、過去の幻の模型などが発表される。建築のプロフェッショナル

都営バス（都01）

日比谷線

メーカー、バイヤー、ジャーナリストの目に留

プラザ B1F メトロアベニュー展示スペースにて展示
（2008 審査員特別賞）

Tokyo Metro
Hanzomon Line

Omote-sando

「六本木駅」8番出口より直結

TOTO GALLERY MA

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

Architectural Models Exhibition

※受賞作品は、10 月 26 日（金）〜11月 25 日（日）に

日時: 10月26日（金）- 11月8日（木） 会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

表参道

Tokyo Metro
Ginza Line

Tokyu Denentoshi Line

● 都営大江戸線

半蔵門線

な分野で活動するクリエイターが会場デザインを創作してきた。今年は、独自の観

日時: 10月26日（金）16:30 - 17:30
※当日の様子はUstreamで配信。
詳細は公式HPにて

Award winning designed products from the world will be displayed at Tokyo Midtown.

東急田園都市線

ション、グラフィックなど、さまざまなジャンルで活躍するトップ・クリエイターが伊藤若冲にイン

東京ミッドタウンのコンセプト
「JAPAN VALUE
（新しい日本の価値・感性・才能）
」
を創造・結集し、
世界に

グッドデザイン賞
（日本）
をはじめ、
世界のデザイン賞を受賞したプロダクトを 一堂に集め、
店舗イチオシ

銀座線

JR山手線

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

時間: 11:00 - 17:00 ※雨天中止

東京ミッドタウン
Tokyo Midtown

TOKYO 2012。展示作品はもちろん、多彩なコンテンツを通して、各々の思考をト

Ito Jakuchu Inspired Kansei Exhibition

Park Workshop

Keio Inokashira Line

TOTOギャラリー・間

PROFILE: 谷尻誠 1974 年生まれ、広島出身。2000 年に suppose design office 設立。住宅や商業空間、

パークワークショップ

Tokyo Metro
Fukutoshin Line

京王井の頭線

JR Yamanote Line

MOUNTAIN GYM（昼）

副都心線

イン・アーティストとして活動中。

長嶋りかこ／アートディレクター

e

椿昇／現代美術家

東急

谷尻誠／建築家

Tok y 東横線
u To
y o ko
Lin

青木克憲／アートディレクター

明治神宮外苑

中目黒

Naka-meguro

恵比寿
Ebisu

六本木ヒルズ

広尾

Roppongi Hills

森美術館

Hiro-o

東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan
Museum of Photography

Mori Art Museum

ギャラリー ル・ベイン

六本木
Roppongi

AXIS

東京ミッドタウン・デザインハブ
Tokyo Midtown Design Hub

サントリー美術館
Suntory Museum

21_21 DESIGN SIGHT
富士フイルムフォトサロン
FUJIFILM SQUARE

Gallery le bain

南北線

Tokyo Metro
Namboku Line

六本木一丁目
Roppongi-itchome

EVENT CALENDAR

Niessing

ISETAN

バウハウスの流れを汲んだモダンジュエラー、ニー

伊勢丹新宿店は「VOICE OF MATERIAL」をテーマ

シング。10月30日（火）より、ドイツの権威あるデザ

に、今年もDESIGNTIDEのエクステンションに参加。

イン賞 red dot design award 2011の受賞を記

フランス・バカラ社と組み、アーティストとのコラボに

念した新 作「 A u r a 」のコレクション 、A u r a g o l d

より はじまり

c o m e s t o l i ve 展を開 催 。また 、会 期中 11月 3 日
（土）、4 日（日）15 時から、レッドからグレーに変化

パークワークショップ

未来 を表現した「Baccarat

パークステージ

催。その他、スウェーデンの陶芸家Lisa Larson 展な

直営店へ訪れてみよう。

Aura gold comes to live 展 10月30日（火）- 11月6日（火）

デザインタッチ パーク

デザイン ショッパー コレクション

ど企画展も多数開催される。詳しくはwebで。

ム・カクテルが提供される。ぜひこの機会に青山の

※10月31日（水）は定休
※11月3日（土）、4日（日）15:00〜 ウェルカム・カクテルサービス

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

〜はじまりから未来まで〜」と題し、３つの会場で開

する美しいグラデーションをイメージしたウェルカ

Drawing from the flow of the Bauhaus is the
modern jeweler, Niessing. Aura gold comes to
li ve ex hibi tion w ill b e held on 10/3 0 ( Tue)
celebrating for its award at red dot design award
2011. Come and join us at the store in Aoyama,
for a welcome cocktail of red to grey color gradation on the 11/3 (Sat) and 11/4 (Sun) from 3pm.

現在

Niessing TOKYO
東京都港区南青山5-10-1 二葉ビル1階

5-10-1 Minami-aoyama Futaba Bldg. 1F,
Minato-ku, Tokyo
定休日: 水曜日

Isetan in Shinjuku under the theme of “VOICE OF
MATERIAL” will be part of DESIGNTIDE extension. Together with Baccarat, France has collaborated with prominent designers to show beginning, present, and future at the exhibition titled,
“BACCARAT CRYSTAL IS LUMINOUS BEING”
held at 3 locations. Also, other exhibitions such as,
Swedish ceramic artist, Lisa Larson’s exhibition
will be held. Visit the web for more information.

世界のデザイン賞 いろいろ

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

ISETAN DESIGN WEEK
『VOICE OF MATERIAL』

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

www.isetan.co.jp/design

建築模型展

TEL: 03 3499 1868

ン）。
「美しいデザインで高品質の製品はリーズナブルな価格で製作されるべきだ」という信念に基づ

STOCS

Arflex Japanでは、藤森泰司デザインによるRINN
チェアのシートカバーをmina perhonen、安東陽子
ほかファブリックに造詣の深いクリエイター5 組に依

き、コペンハーゲン出身のシャーロットとヘンリック夫婦によって設立された。北欧らしいシンプルで洗

オランダの建築家Bram van den Haspelにより考

Baccara t〜はじまりから未来まで〜

したチェアを発表する。

Lisa Larson展 -Swedish Ceramic Artist-

な想 像力を生み出す場所を創りたいという想いか

A modern furniture brand, Ar flex Japan has
selected 5 creators from various fields to design
textile for RINN chair designed by Taiji Fujimori.
The designed textiles will enable seeing the
chair from different perspectives.

るで絵画のように美しく神秘的な魅力を放つ地として多くの北欧の知識人に親しまれている土地。ス

る。世界中の子どもが人種や言葉、文化を超え、アイ

カーゲンの製品に多く用いられるブルーのダイアルは、大海原に太陽が反射し、街中が青暗い光で満

デアを繋ぎ合わせることができる唯一無二のアイテ

たされる「ブルーアワー」と呼ばれる現象をイメージしたものだ。2011年、ドイツの red dot design

ムとして、キッズデザイン賞 2012の優秀賞を受賞。

awardを受賞した「809XLTBN」もそんなブルーをまとった疾走感溢れるデザインとなっている。北欧
の力強い自然からインスピレーションを受けた男性的なスタイルが人気のモデルだ。

Founded in 1989 is Demark’s lifestyle brand, SKAGEN DESIGNS. The belief to produce
“Quality products designed with style should be affordable and not exclusive to luxury
brands”, Henrik and Charlotte Jorst has successfully distributed globally.
The brand name derived from a small village, far north coast of Denmark. This remarkable
place “Skagen” is a place where pure natural beauty can be seen in a setting of white sandy
beaches and beneath crisp blue skies in marks the meetings place of two great seas.
Awarded at red dot design award in 2011 is “809XLTBN” that excels to provide inspiration
from the powerful nature, fit for its manly style.

Invented by an architect, Bram van den Haspel
from the Netherlands is the new educational
tool, STOCS. Supporting the growth of a child’s
creativity and imagination, the activity to play
with the rope s enable a s the ba sis to build
composition and creativity; science and education. Kid’s design award for excellence in 2012.

CAST JAPAN
TEL: 03 5835 1943
stocs.jp

覧会「Then x Ten」。イームズやジラードほか、それぞ

www.arflex.co.jp/rinn

れの時代に活躍してきたデザイナーとのコラボレー

ハーマンミラー ポスター展「Then x Ten」

Herman Miller will exhibit designers’ collaboration posters from then, and present modern
artists and designers entitled “Then x Ten”.

DYSON

イチロのイーロ「コドモのコロロ」

会場：アルフレックスショップ東京

ションによるポスターは、ハーマンミラーのデザインヘ
リテージを浮き彫りにする。

クリスマスの森
withドナ・ウィルソン for KIDS!!

会期：11月1日（木）- 11月6日（火）

Herman Miller
ハーマンミラー社の過去と現在のポスターを集めた展

cast-japan.com

RINN+Fabric
<RINN Chairと5組のクリエイター展＞

Craig & Karl
Eames Hang-It-All, 2012

学と教育」といった要素を取り込んだ玩具となってい

会期：10月30日（火）- 11月7日（水）
会場：アクシスギャラリー

www.hermanmiller.co.jp

最先端のサイクロン テクノロジーを取り入れた掃除

TEL 03 5992 4611
www.skagen.com

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天中止

11.03 SAT - 11.04 SUN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天時会場変更

10.26 FRI - 11.04 SUN

会場: インテリア＆デザイン各店舗

10.26 FRI - 11.08 T H U

会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

10.26 FRI

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺
15

パークステージ

Park Stage

多彩なトップ・クリエイターを講師として招き、彼
らのクリエイターとしての感性や作品制作に対
する裏話を語るトークイベントを開催。一流クリ

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン

エイターの感性をダイレクトに体感できる。

TIMETABLE（一部抜粋）
11月3日（土）
11:00 「デザインショッパーコレクション」トークセッション
青木克憲×新村則人×松下計×永井一史

17:00 デザクリ討論会「デザインと遊ぶ、建築で遊ぶ」
谷尻誠×天野譲滋

WEB: www.tokyo-midtown.com/jp/designtouch/2012

The prominent creator s will hold t alk
sessions.

11月4日（日）

今年で6年目を迎えるTokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012が、10月26日（金）か

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

13:00 「六本木未来会議」公開インタビュー

ら11月4日
（日）
まで開催される。
本展は、
インテリアやグラフィック、
プロダクトはもちろ
ん、音楽やフードといった文化を形成するもの全てを「デザイン」と捉え、東京ミッドタ
ウン全域を会場に日常生活を豊かに
「デザインとあそぶ」
をテーマにしたイベントだ。

時間: 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00（各1時間）
※先着順（入退場自由）、無料

11:00 「世界のデザインと日本のクリエイティビティ」

東京デザイン イベントガイド

15

30

15

30

会場: 明治神宮外苑絵画館前

10.30 TUE - 11.05 MON

会場: 明治神宮外苑絵画館前
会場: 明治神宮外苑絵画館前

15

31 1

メイン会場: 東京ミッドタウン・ホール

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館１階の２会場 本館5階の1会場

10.24 WED - 10.30 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 銀座スタイルシンプリーハート

10.31 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 Gスペース

10.30 TUE - 11.04 SUN

KARIMOKU NEW STANDARD
SCENES/KARIMOKU NEW STANDARD

10.30 TUE - 11.05 MON

1

会場: ギャラリーROCKET

会場: EYE OF GYRE / GYRE 3F

15

31 1

15

10.31 WED - 11.4 SUN

30

OTHER
IFFT / Interior Lifestyle Living

会場: 東京ビッグサイト 東ホール5・6

10.17 WED - 10.19 FRI

田中一光とデザインの前後左右

09.21 FRI - 2013.01.20 SUN 会場: 21_21 DESIGN SIGHT

DESIGN HEART 2012
東京ミッドタウン・デザインハブ第36回企画展
「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学の
デザインコレクションと教育」

10.16 TUE - 10.21 SUN

会場: Gallary Lebain

10.05 FRI - 11.04 SUN

会場: design hub

ハーマンミラーポスター展
「Then x Ten」

10.03 WED - 12.24 MON

会場: 東京オペラシティ アートギャラリー

型掃除機「DC46」が発売された。32個のサイクロンを
2 層に配列した構造で、ひとつひとつのサイクロンが
最大 360,000Gもの強力な遠心力を生み出し、微細

hhstyle.com

10.30 TUE - 11.07 WED

会場: アクシスギャラリー

なホコリを空気から分離することができる。

り発表したPolder限定仕様が国内初披露される。
アメ

11.01 THU - 11.06 TUE

会場：アルフレックスショップ東京

10.30 TUE -

会場：hhstyle.com青山本店

10.30 TUE - 11.06 TUE

会場：Niessing TOKYO

RINN+Fabric

オランダ人デザイナー、Hella Jongeriusが Vitra社よ

「RINN Chairと5組のクリエイター展」

hhstyle.com
Hella Jongerius
「Maharam Polder」特別展示

リカのMaharam社で自らデザインしたテキスタイルを
用いた、世界で限定100台のリミテッドエディション。

DYSON JAPAN
TEL: 0120 295 731
www.dyson.co.jp

Designer from the Netherlands, Hella Jongerius
from Vitra announced to show, Polder limited
edition for the first time in Japan. With her very
own textile design from Maharam, only 100 will
be available worldwide.

Hella Jongerius「Maharam Polder」特別展示

Niessing TOKYO

「Aura-gold comes to live展」

デザインイベントの情 報は下記で随 時更新中

www.japandesign.ne.jp/

会場：hhstyle.com青山本店

広告に関する
お問い合わせ

www.hhstyle.com

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

DESIGNTIDE
TOKYO 2012

日時: 10月30日（火）- 11月5日（月）
会場: 明治神宮外苑絵画館前

日時: 10月31日（水）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン・ホール エクステンションエリア: 都内各所

WEB: www.tdwa.com

※エクステンション会場の会期、時間、料金は各会場により異なります

桐山登士樹×長沢忠徳

10.30 TUE - 11.5 MON

会期：10月30日（火）〜

発行 : 株式会社 JDN www.japandesign.ne.jp/

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

31 1

10.30 TUE - 11.05 MON

Marimekko
MARIKISKA IN TOKYO

THE PEOPLE by KISHIN

サイクロン テクノロジーを搭載した初のキャニスター

FOSSIL JAPAN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

10.27 SAT - 10.28 SUN

篠山紀信展 写真力

機で確固たる地位を確立するDYSONより、32ルート

Standing in the frontline of the industry, DYSON is
leading the market with the cyclone technology.
The new vacuum, DC46 has 32 Route Cyclone
Technology and 32 cyclones are structured in two
layers. Each of the cyclone creates 360,000G of
p ower f ul c entr i f uga l for c e , a n d s ep a r ate s
microscopic dust from the air.

10.26 FRI - 11.04 SUN

FREE

TIDE EXTENSION

頼。新たなアプローチによる個性豊かな世界観を凝縮

ブランド名の由来となった、デンマーク・ユトランド半島の最北端にある小さな漁村「スカーゲン」は、ま

30

会場: 東京ミッドタウン

10.31 WED - 11.04 SUN

案された新しい知育玩具 STOCS 。子どもの独創的
ら、ロープ使いの有効性を基盤に「構成と創造」
「科

15

TIDE EXHIBITION / TIDE MARKET /
TIDE TABLE / TIDE FOCUS

Don Ervin
Herman Miller, 1961

多くの愛好家を増やし続けている。

NOVEMBER

31 1

10.26 FRI - 11.04 SUN

1

DESIGNNTIDE TOKYO
2012

arflex

練されたデザインと、時を刻む道具としての機能美を追求した超薄型の腕時計は、グローバルな規模で

15

10.30 TUE - 11.05 MON

会期：10月24日（水）- 11月6日（火）

www.niessing.jp

11

OCTOBER

1

Holiday: Wed

SKAGEN
1989年に創業したデンマークのライフスタイル・ブランドSKAGEN DESIGNS（スカーゲン デザイ

10
1

03-3836-8300
ad@japandesign.ne.jp

DESIGN
@TOKYO
2012
MAP

千駄ヶ谷
Yoyogi

WEB: designtide.jp

JR中央線

JR Chuo Line

Sendagaya

代々木

デザイン で検索

信濃町

都営大江戸線

Toei Ōedo Line

Shinanomachi

椿昇×長嶋りかこ

17:00 デザクリ討論会「石巻工房参加デザイナー

※スケジュールに変更がある場合があります

たちが語る、復興にデザインができること」

※雨天の場合、会場変更の可能性があります

石巻工房・芦沢啓治×天野譲滋

他

PROFILE: 織咲誠 1965 年生ま

聖徳記念絵画館

「信濃町駅」より徒歩5分
● 都営大江戸線

Meiji Memorial Picture Gallery

千代田線
れ、埼玉県出身。桑沢デザイン研究

● JR中央・総武線

Kokuritsu-kyōgijō

Kita-sando

This year marks the 6th year for Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012,
exhibiting interior, graphics and products showing various forms of design.

MEIJI JINGU GAIEN

国立競技場

北参道
原宿

Tokyo Metro
Chiyoda Line

明治神宮前

Harajuku

「国立競技場駅」より徒歩5分
● 東京メトロ銀座線・半蔵門線

Meiji-jingumae

● 都営大江戸線

所卒業後、
マコト・オリサキインター

「青山一丁目駅」より徒歩10分

ワークス研究所設立。
インターデザ

インテリア、プロダクト、建築、グラフィック、ファッションなど、ジャンルを超えた

デザインタッチ パーク

MOUNTAIN GYM（夜）

DESIGN TOUCH Park

東京ミッドタウンの広大な芝生広場を会場に、日本の新鋭クリエイターが作り上げる広場「DESIGN

TOUCH Park 」。中心には、建築家・谷尻誠が手がけた巨大な山型のジャングルジム「 MOUNTAIN
GYM」が登場。昼は遊び場として、夜はアート・オブジェとして、建築家ならではのデザイン性や遊び

デザイン ショッパー コレクション Designers Collaborated Shopping Bag

企業や個人クリエイター、学生、団体が、クリエイティヴィティとテクノロジーを軸

東京ミッドタウンのインテリア・デザイン店舗18店と日本を代表するデザイナー9名がタッグを組み、

に、各々の感性を発表するデザイン& アートの祭典 TO K YO D E S I G N E RS

イベント期間限定のオリジナルショッピング・バッグを制作するコラボレーション企画。

WEEK 2012が、10月30日（火）から11月5日（月）の7日間に渡り東京・明治神宮

Creators collaborated with stores at Tokyo Midtown’s interior shops to create limitededition shopping bags.

子供まで幅広い層に、より身近にデザインに触れ、感じ、楽しみ、刺激を与えられ

外苑絵画館前にて開催される。今年は「Hello Design」をスローガンに、大人から
るイベントとなっている。今回は、江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲からイン

青木克憲×Idea Digital Studio、in Touch／新村則
人×MUJI、Sfera／勝井三雄×Idea Digital Code、

スパイアされた約100 作品を一同に集めた作品展や、日本の代表的な建築家によ

菱 屋カレンブロッソ／永井 一史× I D É E S H O P 、

る「建築模型展」、過去最多参加校を記録した「学校作品展」、国内外の若手アー

L I B E C O H O M E ／ワビサビ× F l a g s h i p 2 12

ティストが出展する「TDW-ART」など、多彩なコンテンツが用意されている。

心が溢れる遊具となっている。

KITCHEN STORE 、ファーバーカステル／左合ひと

At Tokyo Midtown’s Garden, DESIGN TOUCH Park will be built on this vast grass square.
Architect Makoto Tanijiri will construct a massive jungle gym in a shape mountain,
“MOUNTAIN GYM”. It is a playground during the day, and an art monument at night.

MIDTOWN 、Nicolai Bergmann Sumu／松下計

PROFILE: 谷尻誠 1974 年生まれ、広島出身。2000 年に suppose design office 設立。住宅や商業空間、

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）

会場構成、プロダクトと仕事の範囲は多岐に渡り、国内外でも注目されている建築家。

※各店舗で2,000円（税込）以上、お買い上げの方に先着順で配布します

み×遊中川、箸長／河口洋一郎×TIME&ST YLE
×itoya topdrawer 、SAYA ／藤代範雄×WISE・

WISE tools、STYLE MEETS PEOPLE

青木克憲
Idea Digital Studio

ワビサビ
Flagship 212 KITCHEN STORE

Companies, creators, students and organizations gather to exhibit variety
of unique design creations that can be sensed but also entertaining, stimulating. The show will be held for 7 days based on Creativity& Technology.

独創的なデザインやアイデア、テクノロジーを集結／発表する場 DESIGNTIDE
レードし合い、新たなデザイン価値の構築を目指している。また、これまで会場自
体も作品として見せるために、建築家やプロダクト・デザイナーといったさまざま

※なくなり次第、終了となります

日時: 10月27日（土）、28日（日）
Workshops will be held by upcoming young creators at the

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

DESIGN TOUCH Park, that can be enjoyed by all age ranges.

世界のデザイン賞 いろいろ
Display of Award Winning Designs from the World

発信し続ける街を目指す一貫としてスタートしたTokyo Midtown Award。
アートとデザインの両部門、
計

1,318点の応募作品の中から14点の作品を選出。イベント期間中に受賞作品の発表、展示、授賞式を開催。

Along with Tokyo Midtown’s concept of “JAPAN VALUE”, total of 1,318 projects were
submitted. 14 award-winning works will be announced and displayed. Come check out
the talents of next generation.

受賞作品発表・授賞式

のデザイン・グッズと共に展示。
期間中には店舗独自のイベントも開催。

点からデザインの力を信じ、普遍的な価値の思索、提案、実践により社会貢献を志
すインターデザイン・アーティスト織咲誠を招聘し、パートナーの多摩美術大学プ
ロダクトデザイン研究室と共に会場構成を手がける。

Creators in interior design, product, architecture, graphic, and fashion
with their unique design and idea has gathered at DESIGNTIDE TOKYO
2012. The multi-disciplined contents will show the new way of seeing
design to its next level.

参加店舗: MUJI, Idea Digital Code, Flagship 212 KITCHEN STORE etc.
協力: 公益財団法人 日本デザイン振興会（JDP）

富士山グラス

節電球
（2011 東京ミッドタウン特別賞）

Spiral

渋谷

青山Francfranc
AOYAMA Francfranc

Shibuya

CIBONE 青山

外苑前

Gaiemmae

青山一丁目

Aoyama-itchome

根津美術館
Nezu Museum

● 東京メトロ日比谷線
「六本木駅」より地下通路にて直結
※車椅子・ベビーカーにてお越しの場合、

4a出口より地上からお越しください。
● 東京メトロ千代田線
「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
● 東京メトロ南北線

CIBONE Aoyama

「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

hhstyle.com 青山本店
hhstyle.com Aoyama

乃木坂

代官山 T-SITE
Daikanyama T-site

Nogizaka

代官山

Daikan-yama

あらゆる生き物の「神気」
（ 神の気）を捉え、日本美術史における花鳥画の最高傑作と評される
「動植綵絵」を描いた江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲。今回、建築家やインテリア、ファッ
スパイアされた作品を制作。期間中、約100点のアートワークが発表／展示される。

Works influenced by the great Edo-period painter, Ito Jakuchu. The exhibition will
include inspired works produced by famous designers and artists from various
fields. More than 100 artworks will be exhibited.

建築模型展

Shane Hurt & Queenie Yehenala

TIDE EXHIBITION

TIDE MARKET

DESIGNTIDE TOKYO の中核コンテンツ。

実際にデザイナー本人と交流しながら、新鮮

デザイナーによる新しいアイデアと作品が

でユニークなプロダクトを購入できる出会い

発 表／展示される 。国 内 外 のデザイナー 、

のマーケット。デザイナーにとって単なる展

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺

国内を代表する50名の建築家の軌跡を集めた大規模な模型展。第一線で活躍する建築家の代

まる、またとない機会となっている。

同時にできる貴重な場所。

The core content of the DESIGNTIDE
TOK YO, domestic and international
designers will be presenting with the
new innovative ideas.

This is a market for people to actually be
able to purchase products. Meet and
greet designers personally, meanwhile
this is a place to explore and research.

※DESIGN TOUCH 期間中に一般投票で人気作品
を選出する「オーディエンス賞」も実施

な感性を体感できる展示会。

50 architects gather to each show architectural models. Those that have been
working in the frontline will exhibit their works of the past, present, and future.

Toei Bus

国立新美術館
The National Art Center Tokyo

東京ミッドタウン
Tokyo Midtown

Tokyo Metro
Hibiya Line

POS+

示販売だけではなく、マーケット・リサーチが

表作や現在進行形プロジェクト、過去の幻の模型などが発表される。建築のプロフェッショナル

都営バス（都01）

日比谷線

メーカー、バイヤー、ジャーナリストの目に留

プラザ B1F メトロアベニュー展示スペースにて展示
（2008 審査員特別賞）

Tokyo Metro
Hanzomon Line

Omote-sando

「六本木駅」8番出口より直結

TOTO GALLERY MA

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

Architectural Models Exhibition

※受賞作品は、10 月 26 日（金）〜11月 25 日（日）に

日時: 10月26日（金）- 11月8日（木） 会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

表参道

Tokyo Metro
Ginza Line

Tokyu Denentoshi Line

● 都営大江戸線

半蔵門線

な分野で活動するクリエイターが会場デザインを創作してきた。今年は、独自の観

日時: 10月26日（金）16:30 - 17:30
※当日の様子はUstreamで配信。
詳細は公式HPにて

Award winning designed products from the world will be displayed at Tokyo Midtown.

銀座線

東急田園都市線

ション、グラフィックなど、さまざまなジャンルで活躍するトップ・クリエイターが伊藤若冲にイン

東京ミッドタウンのコンセプト
「JAPAN VALUE
（新しい日本の価値・感性・才能）
」
を創造・結集し、
世界に

グッドデザイン賞
（日本）
をはじめ、
世界のデザイン賞を受賞したプロダクトを 一堂に集め、
店舗イチオシ

Tokyo Midtown

JR山手線

Tokyo Midtown Award 2012

時間: 11:00 - 17:00 ※雨天中止

東京ミッドタウン

TOTOギャラリー・間

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

Park Workshop

Keio Inokashira Line

TOKYO 2012。展示作品はもちろん、多彩なコンテンツを通して、各々の思考をト

Ito Jakuchu Inspired Kansei Exhibition

パークワークショップ

Tokyo Metro
Fukutoshin Line

京王井の頭線

JR Yamanote Line

MOUNTAIN GYM（昼）

副都心線

イン・アーティストとして活動中。

長嶋りかこ／アートディレクター

e

椿昇／現代美術家

東急

谷尻誠／建築家

Tok y 東横線
u To
y o ko
Lin

青木克憲／アートディレクター

明治神宮外苑

中目黒

Naka-meguro

恵比寿
Ebisu

六本木ヒルズ

広尾

Roppongi Hills

森美術館

Hiro-o

東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan
Museum of Photography

Mori Art Museum

ギャラリー ル・ベイン

六本木
Roppongi

AXIS

東京ミッドタウン・デザインハブ
Tokyo Midtown Design Hub

サントリー美術館
Suntory Museum

21_21 DESIGN SIGHT
富士フイルムフォトサロン
FUJIFILM SQUARE

Gallery le bain

南北線

Tokyo Metro
Namboku Line

六本木一丁目
Roppongi-itchome

EVENT CALENDAR

Niessing

ISETAN

バウハウスの流れを汲んだモダンジュエラー、ニー

伊勢丹新宿店は「VOICE OF MATERIAL」をテーマ

シング。10月30日（火）より、ドイツの権威あるデザ

に、今年もDESIGNTIDEのエクステンションに参加。

イン賞 red dot design award 2011の受賞を記

フランス・バカラ社と組み、アーティストとのコラボに

念した新 作「 A u r a 」のコレクション 、A u r a g o l d

より はじまり

c o m e s t o l i ve 展を開 催 。また 、会 期中 11月 3 日
（土）、4 日（日）15 時から、レッドからグレーに変化

パークワークショップ

未来 を表現した「Baccarat

パークステージ

催。その他、スウェーデンの陶芸家Lisa Larson 展な

直営店へ訪れてみよう。

Aura gold comes to live 展 10月30日（火）- 11月6日（火）

デザインタッチ パーク

デザイン ショッパー コレクション

ど企画展も多数開催される。詳しくはwebで。

ム・カクテルが提供される。ぜひこの機会に青山の

※10月31日（水）は定休
※11月3日（土）、4日（日）15:00〜 ウェルカム・カクテルサービス

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

〜はじまりから未来まで〜」と題し、３つの会場で開

する美しいグラデーションをイメージしたウェルカ

Drawing from the flow of the Bauhaus is the
modern jeweler, Niessing. Aura gold comes to
li ve ex hibi tion w ill b e held on 10/3 0 ( Tue)
celebrating for its award at red dot design award
2011. Come and join us at the store in Aoyama,
for a welcome cocktail of red to grey color gradation on the 11/3 (Sat) and 11/4 (Sun) from 3pm.

現在

Niessing TOKYO
東京都港区南青山5-10-1 二葉ビル1階

5-10-1 Minami-aoyama Futaba Bldg. 1F,
Minato-ku, Tokyo
定休日: 水曜日

Isetan in Shinjuku under the theme of “VOICE OF
MATERIAL” will be part of DESIGNTIDE extension. Together with Baccarat, France has collaborated with prominent designers to show beginning, present, and future at the exhibition titled,
“BACCARAT CRYSTAL IS LUMINOUS BEING”
held at 3 locations. Also, other exhibitions such as,
Swedish ceramic artist, Lisa Larson’s exhibition
will be held. Visit the web for more information.

世界のデザイン賞 いろいろ

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

ISETAN DESIGN WEEK
『VOICE OF MATERIAL』

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

www.isetan.co.jp/design

建築模型展

TEL: 03 3499 1868

ン）。
「美しいデザインで高品質の製品はリーズナブルな価格で製作されるべきだ」という信念に基づ

STOCS

Arflex Japanでは、藤森泰司デザインによるRINN
チェアのシートカバーをmina perhonen、安東陽子
ほかファブリックに造詣の深いクリエイター5 組に依

き、コペンハーゲン出身のシャーロットとヘンリック夫婦によって設立された。北欧らしいシンプルで洗

オランダの建築家Bram van den Haspelにより考

Baccara t〜はじまりから未来まで〜

したチェアを発表する。

Lisa Larson展 -Swedish Ceramic Artist-

な想 像力を生み出す場所を創りたいという想いか

A modern furniture brand, Ar flex Japan has
selected 5 creators from various fields to design
textile for RINN chair designed by Taiji Fujimori.
The designed textiles will enable seeing the
chair from different perspectives.

るで絵画のように美しく神秘的な魅力を放つ地として多くの北欧の知識人に親しまれている土地。ス

る。世界中の子どもが人種や言葉、文化を超え、アイ

カーゲンの製品に多く用いられるブルーのダイアルは、大海原に太陽が反射し、街中が青暗い光で満

デアを繋ぎ合わせることができる唯一無二のアイテ

たされる「ブルーアワー」と呼ばれる現象をイメージしたものだ。2011年、ドイツの red dot design

ムとして、キッズデザイン賞 2012の優秀賞を受賞。

awardを受賞した「809XLTBN」もそんなブルーをまとった疾走感溢れるデザインとなっている。北欧
の力強い自然からインスピレーションを受けた男性的なスタイルが人気のモデルだ。

Founded in 1989 is Demark’s lifestyle brand, SKAGEN DESIGNS. The belief to produce
“Quality products designed with style should be affordable and not exclusive to luxury
brands”, Henrik and Charlotte Jorst has successfully distributed globally.
The brand name derived from a small village, far north coast of Denmark. This remarkable
place “Skagen” is a place where pure natural beauty can be seen in a setting of white sandy
beaches and beneath crisp blue skies in marks the meetings place of two great seas.
Awarded at red dot design award in 2011 is “809XLTBN” that excels to provide inspiration
from the powerful nature, fit for its manly style.

Invented by an architect, Bram van den Haspel
from the Netherlands is the new educational
tool, STOCS. Supporting the growth of a child’s
creativity and imagination, the activity to play
with the rope s enable a s the ba sis to build
composition and creativity; science and education. Kid’s design award for excellence in 2012.

CAST JAPAN
TEL: 03 5835 1943
stocs.jp

覧会「Then x Ten」。イームズやジラードほか、それぞ

www.arflex.co.jp/rinn

れの時代に活躍してきたデザイナーとのコラボレー

ハーマンミラー ポスター展「Then x Ten」

Herman Miller will exhibit designers’ collaboration posters from then, and present modern
artists and designers entitled “Then x Ten”.

DYSON

イチロのイーロ「コドモのコロロ」

会場：アルフレックスショップ東京

ションによるポスターは、ハーマンミラーのデザインヘ
リテージを浮き彫りにする。

クリスマスの森
withドナ・ウィルソン for KIDS!!

会期：11月1日（木）- 11月6日（火）

Herman Miller
ハーマンミラー社の過去と現在のポスターを集めた展

cast-japan.com

RINN+Fabric
<RINN Chairと5組のクリエイター展＞

Craig & Karl
Eames Hang-It-All, 2012

学と教育」といった要素を取り込んだ玩具となってい

会期：10月30日（火）- 11月7日（水）
会場：アクシスギャラリー

www.hermanmiller.co.jp

最先端のサイクロン テクノロジーを取り入れた掃除

TEL 03 5992 4611
www.skagen.com

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天中止

11.03 SAT - 11.04 SUN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 ※雨天時会場変更

10.26 FRI - 11.04 SUN

会場: インテリア＆デザイン各店舗

10.26 FRI - 11.08 T H U

会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

10.26 FRI

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺
15

パークステージ

Park Stage

多彩なトップ・クリエイターを講師として招き、彼
らのクリエイターとしての感性や作品制作に対
する裏話を語るトークイベントを開催。一流クリ

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン

エイターの感性をダイレクトに体感できる。

TIMETABLE（一部抜粋）
11月3日（土）
11:00 「デザインショッパーコレクション」トークセッション
青木克憲×新村則人×松下計×永井一史

17:00 デザクリ討論会「デザインと遊ぶ、建築で遊ぶ」
谷尻誠×天野譲滋

WEB: www.tokyo-midtown.com/jp/designtouch/2012

The prominent creator s will hold t alk
sessions.

11月4日（日）

今年で6年目を迎えるTokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012が、10月26日（金）か

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

13:00 「六本木未来会議」公開インタビュー

ら11月4日
（日）
まで開催される。
本展は、
インテリアやグラフィック、
プロダクトはもちろ
ん、音楽やフードといった文化を形成するもの全てを「デザイン」と捉え、東京ミッドタ
ウン全域を会場に日常生活を豊かに
「デザインとあそぶ」
をテーマにしたイベントだ。

時間: 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00（各1時間）
※先着順（入退場自由）、無料

11:00 「世界のデザインと日本のクリエイティビティ」

東京デザイン イベントガイド

15

30

15

30

会場: 明治神宮外苑絵画館前

10.30 TUE - 11.05 MON

会場: 明治神宮外苑絵画館前
会場: 明治神宮外苑絵画館前

15

31 1

メイン会場: 東京ミッドタウン・ホール

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館１階の２会場 本館5階の1会場

10.24 WED - 10.30 TUE

会場: 伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

10.24 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 銀座スタイルシンプリーハート

10.31 WED - 11.06 TUE

会場: 銀座三越8階 Gスペース

10.30 TUE - 11.04 SUN

KARIMOKU NEW STANDARD
SCENES/KARIMOKU NEW STANDARD

10.30 TUE - 11.05 MON

1

会場: ギャラリーROCKET

会場: EYE OF GYRE / GYRE 3F

15

31 1

15

10.31 WED - 11.4 SUN

30

OTHER
IFFT / Interior Lifestyle Living

会場: 東京ビッグサイト 東ホール5・6

10.17 WED - 10.19 FRI

田中一光とデザインの前後左右

09.21 FRI - 2013.01.20 SUN 会場: 21_21 DESIGN SIGHT

DESIGN HEART 2012
東京ミッドタウン・デザインハブ第36回企画展
「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学の
デザインコレクションと教育」

10.16 TUE - 10.21 SUN

会場: Gallary Lebain

10.05 FRI - 11.04 SUN

会場: design hub

ハーマンミラーポスター展
「Then x Ten」

10.03 WED - 12.24 MON

会場: 東京オペラシティ アートギャラリー

型掃除機「DC46」が発売された。32個のサイクロンを
2 層に配列した構造で、ひとつひとつのサイクロンが
最大 360,000Gもの強力な遠心力を生み出し、微細

hhstyle.com

10.30 TUE - 11.07 WED

会場: アクシスギャラリー

なホコリを空気から分離することができる。

り発表したPolder限定仕様が国内初披露される。
アメ

11.01 THU - 11.06 TUE

会場：アルフレックスショップ東京

10.30 TUE -

会場：hhstyle.com青山本店

10.30 TUE - 11.06 TUE

会場：Niessing TOKYO

RINN+Fabric

オランダ人デザイナー、Hella Jongeriusが Vitra社よ

「RINN Chairと5組のクリエイター展」

hhstyle.com
Hella Jongerius
「Maharam Polder」特別展示

リカのMaharam社で自らデザインしたテキスタイルを
用いた、世界で限定100台のリミテッドエディション。

DYSON JAPAN
TEL: 0120 295 731
www.dyson.co.jp

Designer from the Netherlands, Hella Jongerius
from Vitra announced to show, Polder limited
edition for the first time in Japan. With her very
own textile design from Maharam, only 100 will
be available worldwide.

Hella Jongerius「Maharam Polder」特別展示

Niessing TOKYO

「Aura-gold comes to live展」

デザインイベントの情 報は下記で随 時更新中

www.japandesign.ne.jp/

会場：hhstyle.com青山本店

広告に関する
お問い合わせ

www.hhstyle.com

TOKYO DESIGNERS
WEEK 2012

DESIGNTIDE
TOKYO 2012

日時: 10月30日（火）- 11月5日（月）
会場: 明治神宮外苑絵画館前

日時: 10月31日（水）- 11月4日（日）
会場: 東京ミッドタウン・ホール エクステンションエリア: 都内各所

WEB: www.tdwa.com

※エクステンション会場の会期、時間、料金は各会場により異なります

桐山登士樹×長沢忠徳

10.30 TUE - 11.5 MON

会期：10月30日（火）〜

発行 : 株式会社 JDN www.japandesign.ne.jp/

Tokyo Midtown
DESIGN TOUCH 2012

31 1

10.30 TUE - 11.05 MON

Marimekko
MARIKISKA IN TOKYO

THE PEOPLE by KISHIN

サイクロン テクノロジーを搭載した初のキャニスター

FOSSIL JAPAN

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

10.27 SAT - 10.28 SUN

篠山紀信展 写真力

機で確固たる地位を確立するDYSONより、32ルート

Standing in the frontline of the industry, DYSON is
leading the market with the cyclone technology.
The new vacuum, DC46 has 32 Route Cyclone
Technology and 32 cyclones are structured in two
layers. Each of the cyclone creates 360,000G of
p ower f ul c entr i f uga l for c e , a n d s ep a r ate s
microscopic dust from the air.

10.26 FRI - 11.04 SUN

FREE

TIDE EXTENSION

頼。新たなアプローチによる個性豊かな世界観を凝縮

ブランド名の由来となった、デンマーク・ユトランド半島の最北端にある小さな漁村「スカーゲン」は、ま

30

会場: 東京ミッドタウン

10.31 WED - 11.04 SUN

案された新しい知育玩具 STOCS 。子どもの独創的
ら、ロープ使いの有効性を基盤に「構成と創造」
「科

15

TIDE EXHIBITION / TIDE MARKET /
TIDE TABLE / TIDE FOCUS

Don Ervin
Herman Miller, 1961

多くの愛好家を増やし続けている。

NOVEMBER

31 1

10.26 FRI - 11.04 SUN

1

DESIGNNTIDE TOKYO
2012

arflex

練されたデザインと、時を刻む道具としての機能美を追求した超薄型の腕時計は、グローバルな規模で

15

10.30 TUE - 11.05 MON

会期：10月24日（水）- 11月6日（火）

www.niessing.jp

11

OCTOBER

1

Holiday: Wed

SKAGEN
1989年に創業したデンマークのライフスタイル・ブランドSKAGEN DESIGNS（スカーゲン デザイ

10
1

03-3836-8300
ad@japandesign.ne.jp

DESIGN
@TOKYO
2012
MAP

千駄ヶ谷
Yoyogi

WEB: designtide.jp

JR中央線

JR Chuo Line

Sendagaya

代々木

デザイン で検索

信濃町

都営大江戸線

Toei Ōedo Line

Shinanomachi

椿昇×長嶋りかこ

17:00 デザクリ討論会「石巻工房参加デザイナー

※スケジュールに変更がある場合があります

たちが語る、復興にデザインができること」

※雨天の場合、会場変更の可能性があります

石巻工房・芦沢啓治×天野譲滋

他

PROFILE: 織咲誠 1965 年生ま

聖徳記念絵画館

「信濃町駅」より徒歩5分
● 都営大江戸線

Meiji Memorial Picture Gallery

千代田線
れ、埼玉県出身。桑沢デザイン研究

● JR中央・総武線

Kokuritsu-kyōgijō

Kita-sando

This year marks the 6th year for Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012,
exhibiting interior, graphics and products showing various forms of design.

MEIJI JINGU GAIEN

国立競技場

北参道
原宿

Tokyo Metro
Chiyoda Line

明治神宮前

Harajuku

「国立競技場駅」より徒歩5分
● 東京メトロ銀座線・半蔵門線

Meiji-jingumae

● 都営大江戸線

所卒業後、
マコト・オリサキインター

「青山一丁目駅」より徒歩10分

ワークス研究所設立。
インターデザ

インテリア、プロダクト、建築、グラフィック、ファッションなど、ジャンルを超えた

デザインタッチ パーク

MOUNTAIN GYM（夜）

DESIGN TOUCH Park

東京ミッドタウンの広大な芝生広場を会場に、日本の新鋭クリエイターが作り上げる広場「DESIGN

TOUCH Park 」。中心には、建築家・谷尻誠が手がけた巨大な山型のジャングルジム「 MOUNTAIN
GYM」が登場。昼は遊び場として、夜はアート・オブジェとして、建築家ならではのデザイン性や遊び

デザイン ショッパー コレクション Designers Collaborated Shopping Bag

企業や個人クリエイター、学生、団体が、クリエイティヴィティとテクノロジーを軸

東京ミッドタウンのインテリア・デザイン店舗18店と日本を代表するデザイナー9名がタッグを組み、

に、各々の感性を発表するデザイン& アートの祭典 TO K YO D E S I G N E RS

イベント期間限定のオリジナルショッピング・バッグを制作するコラボレーション企画。

WEEK 2012が、10月30日（火）から11月5日（月）の7日間に渡り東京・明治神宮

Creators collaborated with stores at Tokyo Midtown’s interior shops to create limitededition shopping bags.

子供まで幅広い層に、より身近にデザインに触れ、感じ、楽しみ、刺激を与えられ

外苑絵画館前にて開催される。今年は「Hello Design」をスローガンに、大人から
るイベントとなっている。今回は、江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲からイン

青木克憲×Idea Digital Studio、in Touch／新村則
人×MUJI、Sfera／勝井三雄×Idea Digital Code、

スパイアされた約100 作品を一同に集めた作品展や、日本の代表的な建築家によ

菱 屋カレンブロッソ／永井 一史× I D É E S H O P 、

る「建築模型展」、過去最多参加校を記録した「学校作品展」、国内外の若手アー

L I B E C O H O M E ／ワビサビ× F l a g s h i p 2 12

ティストが出展する「TDW-ART」など、多彩なコンテンツが用意されている。

心が溢れる遊具となっている。

KITCHEN STORE 、ファーバーカステル／左合ひと

At Tokyo Midtown’s Garden, DESIGN TOUCH Park will be built on this vast grass square.
Architect Makoto Tanijiri will construct a massive jungle gym in a shape mountain,
“MOUNTAIN GYM”. It is a playground during the day, and an art monument at night.

MIDTOWN 、Nicolai Bergmann Sumu／松下計

PROFILE: 谷尻誠 1974 年生まれ、広島出身。2000 年に suppose design office 設立。住宅や商業空間、

日時: 10月26日（金）- 11月4日（日）

会場構成、プロダクトと仕事の範囲は多岐に渡り、国内外でも注目されている建築家。

※各店舗で2,000円（税込）以上、お買い上げの方に先着順で配布します

み×遊中川、箸長／河口洋一郎×TIME&ST YLE
×itoya topdrawer 、SAYA ／藤代範雄×WISE・

WISE tools、STYLE MEETS PEOPLE

青木克憲
Idea Digital Studio

ワビサビ
Flagship 212 KITCHEN STORE

Companies, creators, students and organizations gather to exhibit variety
of unique design creations that can be sensed but also entertaining, stimulating. The show will be held for 7 days based on Creativity& Technology.

独創的なデザインやアイデア、テクノロジーを集結／発表する場 DESIGNTIDE
レードし合い、新たなデザイン価値の構築を目指している。また、これまで会場自
体も作品として見せるために、建築家やプロダクト・デザイナーといったさまざま

※なくなり次第、終了となります

日時: 10月27日（土）、28日（日）
Workshops will be held by upcoming young creators at the

会場: ミッドタウン・ガーデン 芝生広場

DESIGN TOUCH Park, that can be enjoyed by all age ranges.

世界のデザイン賞 いろいろ
Display of Award Winning Designs from the World

発信し続ける街を目指す一貫としてスタートしたTokyo Midtown Award。
アートとデザインの両部門、
計

1,318点の応募作品の中から14点の作品を選出。イベント期間中に受賞作品の発表、展示、授賞式を開催。

Along with Tokyo Midtown’s concept of “JAPAN VALUE”, total of 1,318 projects were
submitted. 14 award-winning works will be announced and displayed. Come check out
the talents of next generation.

受賞作品発表・授賞式

のデザイン・グッズと共に展示。
期間中には店舗独自のイベントも開催。

点からデザインの力を信じ、普遍的な価値の思索、提案、実践により社会貢献を志
すインターデザイン・アーティスト織咲誠を招聘し、パートナーの多摩美術大学プ
ロダクトデザイン研究室と共に会場構成を手がける。

Creators in interior design, product, architecture, graphic, and fashion
with their unique design and idea has gathered at DESIGNTIDE TOKYO
2012. The multi-disciplined contents will show the new way of seeing
design to its next level.

参加店舗: MUJI, Idea Digital Code, Flagship 212 KITCHEN STORE etc.
協力: 公益財団法人 日本デザイン振興会（JDP）

富士山グラス

節電球
（2011 東京ミッドタウン特別賞）

Spiral

渋谷

青山Francfranc
AOYAMA Francfranc

Shibuya

CIBONE 青山

外苑前

Gaiemmae

青山一丁目

Aoyama-itchome

根津美術館
Nezu Museum

● 東京メトロ日比谷線
「六本木駅」より地下通路にて直結
※車椅子・ベビーカーにてお越しの場合、

4a出口より地上からお越しください。
● 東京メトロ千代田線
「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
● 東京メトロ南北線

CIBONE Aoyama

「六本木一丁目駅」1番出口より徒歩約10分

hhstyle.com 青山本店
hhstyle.com Aoyama

乃木坂

代官山 T-SITE
Daikanyama T-site

Nogizaka

代官山

Daikan-yama

あらゆる生き物の「神気」
（ 神の気）を捉え、日本美術史における花鳥画の最高傑作と評される
「動植綵絵」を描いた江戸時代の超絶技巧の絵師・伊藤若冲。今回、建築家やインテリア、ファッ
スパイアされた作品を制作。期間中、約100点のアートワークが発表／展示される。

Works influenced by the great Edo-period painter, Ito Jakuchu. The exhibition will
include inspired works produced by famous designers and artists from various
fields. More than 100 artworks will be exhibited.

建築模型展

Shane Hurt & Queenie Yehenala

TIDE EXHIBITION

TIDE MARKET

DESIGNTIDE TOKYO の中核コンテンツ。

実際にデザイナー本人と交流しながら、新鮮

デザイナーによる新しいアイデアと作品が

でユニークなプロダクトを購入できる出会い

発 表／展示される 。国 内 外 のデザイナー 、

のマーケット。デザイナーにとって単なる展

会場: プラザB1F アート作品「意心帰」周辺

国内を代表する50名の建築家の軌跡を集めた大規模な模型展。第一線で活躍する建築家の代

まる、またとない機会となっている。

同時にできる貴重な場所。

The core content of the DESIGNTIDE
TOK YO, domestic and international
designers will be presenting with the
new innovative ideas.

This is a market for people to actually be
able to purchase products. Meet and
greet designers personally, meanwhile
this is a place to explore and research.

※DESIGN TOUCH 期間中に一般投票で人気作品
を選出する「オーディエンス賞」も実施

な感性を体感できる展示会。

50 architects gather to each show architectural models. Those that have been
working in the frontline will exhibit their works of the past, present, and future.

Toei Bus

国立新美術館
The National Art Center Tokyo

東京ミッドタウン
Tokyo Midtown

Tokyo Metro
Hibiya Line

POS+

示販売だけではなく、マーケット・リサーチが

表作や現在進行形プロジェクト、過去の幻の模型などが発表される。建築のプロフェッショナル

都営バス（都01）

日比谷線

メーカー、バイヤー、ジャーナリストの目に留

プラザ B1F メトロアベニュー展示スペースにて展示
（2008 審査員特別賞）

Tokyo Metro
Hanzomon Line

Omote-sando

「六本木駅」8番出口より直結

TOTO GALLERY MA

伊藤若冲 感性インスパイア作品展

Architectural Models Exhibition

※受賞作品は、10 月 26 日（金）〜11月 25 日（日）に

日時: 10月26日（金）- 11月8日（木） 会場: ガレリア3F IDÉE前渡り廊下、プラザB1F TSUTAYA前

表参道

Tokyo Metro
Ginza Line

Tokyu Denentoshi Line

● 都営大江戸線

半蔵門線

な分野で活動するクリエイターが会場デザインを創作してきた。今年は、独自の観

日時: 10月26日（金）16:30 - 17:30
※当日の様子はUstreamで配信。
詳細は公式HPにて

Award winning designed products from the world will be displayed at Tokyo Midtown.

銀座線

東急田園都市線

ション、グラフィックなど、さまざまなジャンルで活躍するトップ・クリエイターが伊藤若冲にイン

東京ミッドタウンのコンセプト
「JAPAN VALUE
（新しい日本の価値・感性・才能）
」
を創造・結集し、
世界に

グッドデザイン賞
（日本）
をはじめ、
世界のデザイン賞を受賞したプロダクトを 一堂に集め、
店舗イチオシ

Tokyo Midtown

JR山手線

Tokyo Midtown Award 2012

時間: 11:00 - 17:00 ※雨天中止

東京ミッドタウン

TOTOギャラリー・間

Tokyo Midtown Award 2012 結果発表

Park Workshop

Keio Inokashira Line

TOKYO 2012。展示作品はもちろん、多彩なコンテンツを通して、各々の思考をト

Ito Jakuchu Inspired Kansei Exhibition

パークワークショップ

Tokyo Metro
Fukutoshin Line

京王井の頭線

JR Yamanote Line

MOUNTAIN GYM（昼）

副都心線

イン・アーティストとして活動中。

長嶋りかこ／アートディレクター

e

椿昇／現代美術家

東急

谷尻誠／建築家
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青木克憲／アートディレクター

明治神宮外苑

中目黒

Naka-meguro

恵比寿
Ebisu

六本木ヒルズ

広尾

Roppongi Hills

森美術館

Hiro-o

東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan
Museum of Photography

Mori Art Museum

ギャラリー ル・ベイン

六本木
Roppongi

AXIS

東京ミッドタウン・デザインハブ
Tokyo Midtown Design Hub

サントリー美術館
Suntory Museum
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Gallery le bain
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Tokyo Metro
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