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TOKYO DESIGNERS WEEKを29年間に渡って主催する、デザインの運動体「DESIGN ASSOCIATION NPO」では、	
昨年に引き続いて総合クリエイティブアワード第二回「ASIA AWARDS」を開催いたします。世界の、アジアの躍動す
る	

若手クリエイター達のエナジーをTOKYOに集め、 TOKYOから世界へと発信していくインターナショナル・クリエイ
ティブ・	

アワードがASIA AWARDSです。	
	
TOKYO DESIGNERS WEEKでは、学生作品展やヤングクリエイター展を中心に、これまで6000組以上の国内外の	

若きクリエイターを世界に送り出して参りました。「継続は力なり」の言葉どおり、TDWの卒業生たちは、フリーランス
で	

活躍するだけでなく、多種多様な企業やブランド、団体でクリエイティブ力を発揮しています。	
	
ASIA AWARDSを設立し継続的に運営していく事で、より一層若手クリエイターが世に羽ばたく環境を整えていきた

いと思っています。本年より、デザイン・アート・音楽・ファッションの４部門においてアワードを実施して参ります。	
門戸を広げることで、様々なジャンルのヤングクリエイターに対して、機会を提供していきたいと強く願っております。	
	

日本、アジア、そして世界のクリエイティブ産業の育成および成長、活性のために、本アワードにご賛同を賜り、	
支えて頂きたく存じます。クリエティブ産業の幹を太くするためには、各企業のご協力は不可欠でございます。	

是非、本アワードをご一緒に創りだしていくパートナーとしてご参画をお願い申し上げます。	

企業賞パートナーのお願い	

デザイン部門委員長　　佐藤可士和	
ファッション部門委員長　 生駒芳子	
アート部門委員長　　　　　今村有策	

ミュージック部門委員長　亀田誠治	
	

　　	



ASIA AWARDS 2014　THEME	

ＭＹ  ＡＶＡＮＴ-ＧＡＲＤＥ

ＡＲＴ

ＤＥＳＩＧＮ

ＭＵＳＩＣ

ＦＡＳＨＩＯＮ

世界のＤＥＳＩＧＮ　ＷＥＥＫとネットワークする世界初の4部門のヤングクリエイターアワード	
	

クリエイティビティの本質は前進である。ASIA AWARDS のコンセプトはアヴァンギャルド。	

ビートルズ、ローリングストーンズや今のレディー・ガガがそうだったように	
新しい創造は社会変革を引き起こします。そんなクリエイティブティを募集します。	



WORLD DESIGN WEEK SUMMITの開催   11月2日 ＠六本木ヒルズ	

ASIAAWARDS審査委員	

６０を超える世界各都市で開催されている「Design Week」と連携した活動を展開。主要都市のDESIGN WEEKオーガナイザーを
TDW2014に招聘し、世界ＤＷサミット・ＤＷライブプレゼンテーション・展示などを実施します。発祥のＴＯＫＹＯを中心にクリエイティブ
ネットワークを創っていきます。世界各都市の関係者は、ＡＳＩＡAWARDSの各部門の審査員も務めます。	



TDW.EVENT（国内）	
TOKYO	

クリエイティブ発想テレビ番組茂木健一郎
のIMAGINE「TOKYO DESIGNERS 
WEEK.tv」（毎週月曜・BS日テレで放送
中）TDWイベントと連動企画を中心に	
番組を構成。	

29年目を迎え、毎年秋に明治神宮外苑に
て開催される日本最大級のクリエイティブ
イベント「TOKYO DESIGNERS WEEK」。
デザイン・アート・ミュージック・ファッション
の４本柱で展開。	

TDW、TV番組、デザインコンサルティング
や　デザインとアートのニュース等、DAの
活動を発信するTOKYO DESIGNERS 
WEEKの全記録をまとめたALL RECORDS
を出版。	

TOKYO DESIGNERS WEEK	

ＴＤＷ　　　　　　　　　　　　　　　　	
TOKYO DESIGNERS WEEKは、デザインの運動体「DESIGN ASSOCIATION NPO」が展開するデザイン活動の総称ブランドです。	
29年目を迎える秋のデザイナーズウィークとテレビ番組、出版・WEBと連動しながら、春にミラノサローネイベントと年間を通して、	

４本のプログラムが有機的かつ立体的に連動することで発信力を高めていきます。	

また、海外６０都市で開催されているＤＥＳＩＧＮ　ＷＥＥＫと連携を図り、	
ＴＤＷでＷＯＬＲＤ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＥＥＫ　ＳＵＭＩＴ(11月１日）開催し、クリエイティブネットワークを強化していきます。	

世界各国のデザインウィークとの連携を深め	
るなかで2014年からクリエイティブの本場、	
ミラノとロンドンで東京デザイナースウィークを	
開催。日本のクリエイティブ、クリエイターを	
世界に発信。	

TV番組の主コンテンツである発想の種「IMAGINE」	
クリエイターたちの発想の種を	

まとめたBOOKを来春発刊予定。	

2014年来場者目標	
120,000人	

※2013年109,518人	

平均接触率　1%	
およそ　1,000,000人	

2015年MILANO動員目標	
100,000人	

※2014年90,523人	

TDW.EVENT（海外）	
MILANO／LONDON	

TDW.tv	
テレビ番組	

TDW.BOOK	
WEB＆出版	



TOKYO DESIGNERS WEEK in	

LONDON	

世界のクリエイティブハブ都市「ロンドン」でロンドンデ
ザインフェスティバルが、毎年９月に開催されていま
す。クリエイティブ産業がＧＤＰの20%を越えるクリエイ
ティブ先進国で、TOKYOを掲げて、DESIGN ART 
MUSIC FASHIONの４本柱でエキジビションを開催。	

TOKYO DESIGNERS WEEK in	

TOKYO	

2014年10月25日（土）～ 11月3日（月・祝） 	
前夜祭・プレスプレビュー　10月24日（金)予定	
会場：東京青山　神宮外苑絵画館前	
来場者数： 12万人　（※109.518名/2013年実績）	
	
29年目を迎える総合クリエイティブ・フェス。DESIGN ART 
MUSIC FASHION の４本柱をゆるやかに横断し、融合させ
たインターナショナルなクリエイティブイベント。企業、団体、
大使館、メディア、学校、クリエイター、ミュージシャンが参
加し、展示やライブなど様々なプレゼンテーションの競演
を10万人を越える高感度な来場者に向けて行います。	

2015年9月17日（木）～9月20日（日）予定	
会場：TENT LONDON　TrumanBrewery	
来場者数：35,000名（※33,000名/2013年実績）	

TOKYO DESIGNERS WEEK in	

MILANO	

TOKYO DESIGNERS WEEKは、7年ぶり3回目となるミラノ
サローネに参加。「日本のクリエイティブ＆文化輸出」を掲
げ、プロダクトから建築、音楽、メディアアート、和食からラ
イススタイル、古典文化に至るまで幅広いコンテンツ展開
のもと、伝統と無秩序が混ざり合う"いまの東京クリエイ
ティブ"を体感できる総合エキシビション。	

2015年4月14日（火）ー4月19日（日）	
前夜祭・プレスプレビュー　4月13日（月）	
会場：ミラノトルトーナ地区  Padiglione Visconti	
来場者数：10万人　（※90,523名/2014年実績)	

＜LONDON DESIGN FESTIVAL
＞	

＜TOKYO DESIGNERS WEEK＞	 ＜MILANO SALONE＞	

2014年10月	 2015年4月	 2015年9月	

TOKYO DESIGNERS WEEK	
ＡＳＩＡ ＡＷＡＲＤＳの海外展開　　　　　　　　　　　　　　　　　	



ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ 組織	

設立代表発起人　	

浅葉克己	
アートディレクター	

実行委員長	

川崎健二	
ＤＡ理事長	

伊東豊雄	
建築家	

実行副委員長	

佐藤茂	
エイブル＆パートナーズ	

森浩生	
森ビル	

喜多俊之	
工業デザイナー	

小山薫堂	
放送作家／脚本家	

委員長	

川上元美	
デザイナー	

田淵諭	
多摩美術大学	

建築学部長	

①４部門 実行委員　②メディア審査員　③企業賞パートナー企業　④各国大使館　⑤世界のDESIGN WEEKのオーガナイザー	

実行委員会	

ＤＥＳＩＧＮ	 ＡＲＴ	 ＦＡＳＨＩＯ
Ｎ	

ＭＵＳＩＣ	 学生作品展	
委員長	 委員長	 委員長	 委員長	

地主広明（東京造形大学）	

廣瀬大祐（コロンビア大学）	

松本宏行（ものつくり大学）	

平野雄介（ヒューマンアカデミー）	

飯田佳樹（町田・デザイン専門学校）	

本多忠房（デジタルハリウッド大学大学
院）	

委員	 委員	 委員	 委員	

隈研吾	
建築家	

佐藤可士和	
アートディレクター	

今村有策	
トーキョー	

ワンダーサイト	

館長	

生駒芳子	
ファッション	

ジャーナリスト	

田川欣哉（takram） 

中村勇吾（ウェブデザイナー） 
藤本壮介（建築家） 
森田恭通（デザイナー）	

家村佳代子(ARTS	  LABTOKYO	  
ディレクター) 
猪子寿之(チームラボ) 
清川あさみ(アーティスト)	

ヤノベケンジ(現代美術家) 
名和晃平(彫刻家)	

伏見京子（スタイリスト）	

坂部三樹郎（ファッションデザイナー） 

山縣良和（ファッションデザイナー） 

ミーシャ・ジャネット（ファッションディレク
ター）	

最終審査員　（各部門最終ノミネート者が総勢80名の審査員に直接プレゼンテーションするプラットな公開審査）	

細田彰一（日本工業大学）	

原寛道（千葉大学）	

中山定雄（静岡文化芸術大学）	

岩岡竜夫（東京理科大学）	

内山雄介（東京工芸大学）	

亀田誠治	

音楽プロデューサー	



ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ	

ＤＥＳＩＧＮ	
実行委員長	 佐藤可士和　クリエイティブディレクター	

委員	

博報堂を経て「SAMURAI」設立。	
主な仕事に国立新美術館のシンボルマークデザイン、

ユニクロのブランドクリエイティブディレクションなど。
慶應義塾大学特別招聘教授。著書「佐藤可士和の超

整理術」ほか。	

田川欣哉　　takram design engineering 代表	 藤本壮介　建築家	

デザイン・エンジニアリングという新しい手法で、ソフトウェアから
ハードウェアまで幅広い製品のデザインと設計を手掛ける。 主なプ

ロジェクトに、トヨタ自動車「NS4」 、NTTドコモ「ドコモメール」、無印
良品「MUJI NOTEBOOK」などのUI設計・デザインなどがある。グッ

ドデザインアワード、コクヨデザインアワード、 ダイソンデザインア

ワードなどの審査員を歴任。2007年Microsoft Innovation Award 最
優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞多数。	

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。2000年藤本壮
介建築設計事務所を設立。2014年フランス・モンペリエ国際設計競技

最優秀賞受賞。2013年ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオ
ンを設計。主な作品は、House N(2008年)、武蔵野美術大学図書館

(2010年)、House NA(2011年)他。	
	

中村勇吾	

ウェブデザイナー／インターフェースデザイナー／映像ディレクター	

ウェブサイトや映像のアートディレクション／デザイン／プログラミン
グの分野で横断／縦断的に活動を続けている。	

森田恭通　デザイナー/GLAMOROUS co., ltd.代表　	

1967年大阪生まれ。GLAMOROUS co., ltd.代表。2001年の香港プロジェ
クトを皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、上海など海外へも活躍の場を広

げ、インテリアに限らず、グラフィックやプロダクトといった幅広い創作活
動を行なっている。2011年にはプロダクトデザイン会社「code」も設立。	



ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ	

　　ART	

今村有策　　トーキョーワンダーサイト館長	ART部門実行委員長	

清川あさみ　アーティスト	

猪子寿之　チームラボ	

名和晃平　彫刻家	

委員	

家村佳代子	

国内外の若手クリエーターの人材育成、国際文化交流、
そして領域横断で実験的なプロジェクトを推進するアー

トセンターＴＷＳの館長。国際的な人脈を通して日本の
みならず世界中で芸術文化のアドバイザーとして活躍し

ている。2001年から12年間、東京都参与として東京都の

新しい文化政策を推進した。　	

2001年東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラ
ボ創業。サイエンス・テクノロジー・アート・デザインの境界

線を曖昧にしながら、WEBからインスタレーション、ビデオ
アート、ロボットなど、メディアを超えて活躍中。	

糸や布を素材とした作品や写真に刺繍を施すなど、手わ
ざを生かした独特な手法で作品を製作するアーティスト。

美術作品の他に衣装、映像、広告など様々な分野に活動
の場を広げ広い年齢層にファンを持つ。	

京都造形芸術大学准教授、2009年京都伏見区に立ち上げ
たクリエイティブプラットフォーム「SANDWICH」ディレクター。

ビーズ、プリズム、発泡ポリウレタン、シリコーンオイルなど
様々な素材とテクノロジーを駆使し、彫刻の新たな可能性を

拡げている。	

ART LAB TOKYO ディレクター	

東京芸術大学大学院卒。トーキョー・ワンダー・
サイト（TWS）のプログラムディレクターとして長

年、国内外の美術、音楽、デザイン等ジャンル
を超えたアーティストの発掘、育成、キュレー

ション、新作プロデュース更にアジア、中東、欧

州、世界各地のアート・インステューションと協
働し異文化間対話、新しい創造教育、アート制

作をアーティスト・レジデンスをベースとして総
合的に行い、世界を代表するアート・プラット

フォームを築く。	

幼少のときに体験した大阪万博の跡地、すなわち「未来の
廃墟」を創作活動の原点と位置づけ、サブカルチャーによる

造形美と物語性とを巧みに織り交ぜながら、ロボットや生活
必需品などの大型機械彫刻を制作。東日本大震災後、希

望のモニュメントとして、防護服のヘルメットを脱いだ6ｍの

子ども立像《サン・チャイルド》を発表。	

ヤノベケンジ　　現代美術家　	

委員	

委員	

委員	委員	



ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ	

ＦＡＳＨＩＯＮ	
生駒芳子　ファッションジャーナリスト	

実行委員長	

ファッション・ジャーナリスト。VOGUE, ELLE,マリ・
クレールの編集を経て、ファッション、アートから

社会貢献、クール・ジャパンまでプ展覧会、プロ
ジェクトの立ち上げ、編集・執筆に携わる。

JFW（東京ファッションウィーク）コミッティ。	

委員	

山縣良和　ファッションデザイナー	

伏見京子　スタイリスト	 坂部三樹郎　ファッションデザイナー	

2005 年セントラルセントマーチンズ美術学校卒業。	
2007 年リトゥンアフターワーズ設立。	

また、ファッション表現の実験、学びの場として、「ここの
がっこう」を主宰。	

東京都出身。エスモード・ジャポン夜間部卒業。マガ
ジンハウス『anan』よりスタイリストとして活動開始。	

2006年アントワープ王立芸術アカデミーファッション科マス
ターコース卒業。東京から世界に発信できるあたらしいジェン

ダーを提案。	

ミーシャ・ジャネット　ファッションディレク

ター	米国ワシントン州生まれ。文化服装学院でファッションを勉強
するために2004年来日。ファッションブログ『東京ファッションダ

イアリー』は4カ国語で配信し、独特的におしゃれな日本の宣伝
道として大注目を集める。	



各グランプリ作品は、ミラノサローネ2015 招待展示	

ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ 各賞	

　	
ＴＨＥ　ＹＯＵＮＧ　ＡＳＩＡ	
（ヤングクリエイター展）	

ＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＡＳＩＡ	
（学校作品展）	

ジャンル	 DESIGN	 ART	 FASHION	 MUSIC	 NONジャンル	

展示スタイル	 実物展示　　	
音源展示 

	
スペース展示	

参加条件	 U-30	 大学・専門・大学院生	

ASIA AWARDS	
各賞	

グランプリ　各ジャンル×１（100万円）	
セミグランプリ　各ジャンル×1（30万円）　 

海外部門賞全ジャンル×１（10万円）	

【学校賞】	

グランプリ×１（50万円）	
セミグランプリ×2（30万円） 
海外部門賞×１（10万円） 

	

【学生賞】	

グランプリ×１（50万円）	
セミグランプリ×3（10万円） 

海外部門賞１（10万円）	

企業賞	

企業賞	
※10万円一律	

各部門の中から1作品を選定していただきます。	
※賞金は企業賞パートナー100万円に含まれております。	

世界最大のデザインの祭典「ミラノサローネ」にて開催する	
ＴＯＫＹＯ　ＤＥＳＩＧＮＥＲＳ　ＷＥＥＫ　ｉｎ　ＭＩＬＡＮＯで優秀作品を展示します。	



ＭＩＬＡＮＯ ＳＬＯＮＥ 2014	

世界最大のデザインの祭典「ミラノサローネ」で開催する、TOKYO DESIGNERS WEEK in MILANOは、	
来場者90523名、来場メディアが650を超える人気会場に。ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ 2014の各グランプリ、セミグランプリ各各
社賞各社賞を世界から35万人のデザイン関係者、メディアが集う、2015年のミラノサローネに展示予定です。	

企業賞の展示	



世界のクリエイティブ育成をサポートして頂けるパートナー企業やブランドを募集します。	
本アワード実施のためには、賞金以外にも招聘費、会場費、運営費、設営費、輸送費、渡航費補助、事務局費用など、	
多額の経費が必要となります。各社の皆さまのご協力をお願い申し上げます。	

ＰＯＩＮＴ①	

より優秀な学生と、密接に交流し、リクルーティングに繋がる。	
クリエイティブに特化したアワードへの支援は、優秀な人材と直接交流ができ、人材の確保や企業PRにつなげることができます。	
AWARDを受賞した優秀で意識の高い人材へのリクルートや産学共同プロジェクトなどへ可能性が拡がります。	
	
ＰＯＩＮＴ②	

企業のCSRの一環。	

企業賞パートナー・プラン	

ASIA AWARDS会員費	 \1,000,000　(ASIA AWARD会員費となる為NPO法により消費税はかかりません）	

企業賞授与	 ヤングクリエイター及び学校作品展の展示の中から1つ選抜し、御社の企業賞としてアワードを授与	

企業賞賞金	   \100,000（会員費に含んでおります）	

特典	

①毎週月曜23:00～放送　BS日テレ 
「TOKYO DESIGNERS WEEK.tv茂木健一郎の発想の種IMAGINE」 
・特別番組放送 
・ASIA AWARDS特別CM作成 
②公式HPにて企業パートナー情報、及び受賞者紹介 

③公式イベントブックに企業パートナー情報記載 
④TDWイベント全記録集にて出版	
⑤ミラノサロネ2015に特別展示	

　審査	
（ＡＡパートナー企業）	

 
①企業賞の選定（10/25-28の期間にて審査：明治神宮外苑会場） 
②ASIA AWARDS 最終審査（ヤング展10/31 学生展11/1ライブプレゼン審査：明治神宮外苑会場） 
③受賞式：企業賞の授与（ 10/31　） 
	



株式会社ウッドワン／有限会社エーエーエーコーポレーション／株式会社エイブル／株式会社コーセー／清水建設株式会社	
シモンズ株式会社／株式会社スペース／株式会社そごう・西武／株式会社CHINTAI／東京ガス株式会社／TOTO 株式会社	
東洋インキ株式会社／ミサワホーム株式会社／三井不動産レジデンシャル株式会社／株式会社三越伊勢丹／森ビル株式会社	

リアルスタイル株式会社	

ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ　2013	
企業賞パートナー一覧	



＜グランプリ＞	
工学院大学	
建築学部建築デザイン学科	

タイトル：ゆれる輪郭	
	
コンセプト：私たちの知る建築は　
強く堅牢だ。私たちに柔らかい
建築をつくることは可能だろうか。	
これは　光を透過し　風にそよぐ
建築である。	
	
	

企業賞	
エイブル賞	

	

＜セミグランプリ＞	
コロンビア大学	
スタジオX＆デジタルスタジオ	
タイトル：Soft-Kill Pavilion-X	
コンセプト：世の中に存在する多様
な課題に対し、インタラクティブな特
性を持つクリエイティブな力で解決
を試みています。	

企業賞	
シモンズ賞　そごう・西武賞	
森ビル賞	
	

＜セミグランプリ＞	
筑波大学創造的復興プロジェクト	
タイトル：やぐら/竈プロジェクト	
コンセプト：本プロジェクトは、芸術と
デザインの手法により震災後の新し
い生き方と価値を模索するものであ
る。	

＜入賞＞多摩美術大学　インテリアチーム、専門学校　桑沢デザイン研究所、総合学園ヒューマンアカデミー東京校　MYCON Factory、静岡文化芸術大学、筑波大学、宮原克人研究所	

ASIA AWARDS 2013　学校作品展　　　　【学校賞】	



＜グランプリ＞	
Sasivimol Chaidaroon（タイ） 	
	

学校名：Chulalongkorn　University 	
作品名：42 Degree: Glass jewelry 	

	
コンセプト：	
 光と液体の形状変化がこのジュエリーの
コンセプトです。 光は水に屈折し、反対側
から映る反射は虹に見える。 光は42度に
傾いている水に反射すると、虹が現れる。	

＜セミグランプリ＞ 	
熊谷隼人, 東由里恵, 梶田夏子, 西山
千加, 柴田ひかり 	
	
学校名：静岡文化芸術大学 	
作品名：かおはなび 	
	
コンセプト：世界中さまざまなイベントで、
花火が打ち上げられる事から、花火は
Fesのシンボル的存在、といえるのでは
ないでしょうか。この空間では、私たち
の顔が花火となって一斉に打ち上げら
れます。	

＜セミグランプリ＞	
 Kwanjit Chayapum（タイ）	
	
学校名：Chulalongkorn　University 	
作品名：	
Sprout: hydroponics set for domestic 	
	
コンセプト：この水耕野菜栽培セットは、	
特に自宅で自分のミニ農場を作成して
楽しむことが人々のために設計されて
います。野菜の種を含むすぐに植物エコ
カップはまた、非常に使いやすいです。	
解凍し、植物や野菜の成長を楽しむこと
が出来ます。	

＜入賞＞ 	
多摩美術大学　インテリアチーム　「紙形神棚」 九州大学　「Near Mail」 九州大学　「ママメモラップ」　日本工業大学　工学部機械工学科　「Quadric surface」 静岡文化芸術大学　「そよかげ」	

ASIA AWARDS 2013　学校作品展　　　　【学生賞】	



＜グランプリ＞	
GIANLUCA TRAINA （イタリア）	
タイトル：Portrait 360 | UnPortrait	

	
コンセプト：	
生地製造の美しさに魅了され、ワープ
とウェフトのコンセプト作りを皮切りに、
私は革新的で興味深いイメージを表現
するシステムを開発した。それは、色の
付いた紙の編み物による像であり、肖
像画である。また、それらは人であり、
精神の異常である。	

＜セミグランプリ＞高橋良爾／田中章愛 	
タイトル：DEW	
コンセプト：『線香花火のように儚いあかり』 
散る桜、線香花火、除夜の鐘。私たちは終
わりを告げるものに心を動かされる。その穏
やかで特別な時間を美しく再現した。 
「DEW」は、そのささやかな情感を光の雫に
例え、身近にする提案。静かに繰り返す生
成と消滅の光の鼓動。光の終わりとともに、
カタルシスが静かに訪れる。 今後も儚さを感
じる心が絶えないことを願って。	

＜セミグランプリ＞	
谷口靖太郎	
タイトル：fluidDial　時間を探す時計	
コンセプト：fluidDialは、インターアクティブなお
もちゃのような時計で、機構部分と液体反応に
よって時間を示す。フェロー液という液体は、時
計の針の目に見えない跡を辿り、時計張りの
磁界によって形を変える。ユーザーは、フェ
ロー液の反応によって時間を確認することが出
来ると同時に、液体と時計針の関わり合いを楽
しむことが出来る。こういった時間を示す方法
をデザインすることによって、fluidDialは時間の
流れという経験を生み出す。	

＜入賞＞Oded Gov　「Albumart - a music format」　、SITTICHAI NGAMHONGTONG、「FURNITURE & HOME DÉCOR」、岩木　誠　「実る服」、Shira Keret　「Monolith」、GIANLUCA TRAINA　、「PORTRAIT 360 | Unportrait」	

ASIA AWARDS 2013　　ヤングクリエイター展	



ＡＳＩＡ　ＡＷＡＲＤＳ　２０１３　　企業賞	

ウッドワン賞	
ミサワホーム賞	
専門学校　桑沢デザイン研究所	

「ハンドスカルプチャと二等分割」	

エーエーエーコーポレーション賞	
東京造形大学「Discape」	

エイブル賞	
工学院大学	
建築学部デザイン学科	

「ゆれる輪郭」	

コーセー賞	
Chulalongkorn University　	
「42 Degree: Glass jewelry」	

清水建設賞	
日本女子大学大学院	
宮晶子研究室	

「水たまりの空に、」	

シモンズ賞	
そごう・西武賞	
森ビル賞	

コロンビア大学	
建築学部スタジオX＆デジタルスタジオ　

「Soft-Kill Pavilion-X」	

スペース賞	
東京ガス賞	
多摩美術大学　インテリアチーム	

「さようなら用品　こんにちは用品」	

CHINTAI賞	
早稲田大学	
「Dancing on the Cubic Cloud」	

TOTO賞	
Zemer Peled（ゼメール・ペレット）	
（ヤングクリエイター展）	

東洋インキ賞	
九州大学「Let's」	

三井不動産レジデンシャル賞	
三越伊勢丹賞	
静岡文化芸術大学	

「つどい　TSUDOI」	

リアルスタイル賞	
多摩美術大学　「紙形神棚」	
	

	



TOKYO DESIGNERS WEEK 201３ 実績	
ASIA AWARDS　授賞式　	
■ASIA AWARDS設立発起人代表　；　　浅葉克己（アートディレクター）、伊東豊雄（建築家）	
■実行委員長　；　川崎健二（デザインアソシエーション理事長）	
■実行副委員長　；喜多俊之（株式会社 アイ・ディ・ケイ・デザイン研究所／デザイナー）、森浩生（森ビル株式会社 取締役副社長執行役員）、	
佐藤茂（株式会社エイブル&パートナーズ代表取締役会長）	
■メディア審査員	
生駒芳子（ファッションジャーナリスト）、岩渕貞哉（美術手帖 編集長）、下川一哉（日経デザイン 編集長）、高橋牧子（ファッションジャーナリスト）、松原 亨
（Casa BRUTUS 編集長）、宮智 泉（読売新聞 東京本社生活情報部長）	
■審査員	
池坊美佳（華道家）、潮田洋一郎（株式会社LIXIL 代表取締役会長）、加藤公敬（富士通株式会社／マーケティング改革プロジェクト室 SVP）、川上麻衣子（女
優 ／ ガラスデザイナー）、川上元美（デザイナー）、隈 研吾（建築家／東京大学教授）、小林武史（音楽プロデューサー）、小山薫堂（脚本家／放送作家）、佐
藤可士和（アートディレクター）、田淵諭（多摩美術大学教授） 、鶴田浩（リアルスタイル代表取締役社長）、根津公一（根津美術館 館長）、日比野克彦（アー
ティスト）、茂木健一郎（脳科学者）、諸永裕一（経済産業省 商務情報政策局 クリエイティブ産業課 総括補佐）、今村有策（トーキョーワンダーサイト館長）	
各国大使館、会員企業、プロ展出展クリエイター、学校作品展出展教員	
■大使館	
イスラエル大使館、米国大使館、台湾デザインセンター、バングラデッシュ大使館、タイ国大使館	
■企業賞パートナー	
株式会社ウッドワン、有限会社エーエーエーコーポレーション、株式会社エイブル、株式会社コーセー、清水建設株式会社、シモンズ株式会社、株式会社ス
ペース、株式会社そごう・西武、株式会社CHINTAI、東京ガス株式会社、TOTO株式会社、東洋インキ株式会社、ミサワホーム株式会社、三井不動産レジデン
シャル株式会社、株式会社三越伊勢丹、森ビル株式会社、リアルスタイル株式会社　（50音順）	



BS日テレ　毎週月曜日 23:00-23:54	
制作：BS日本、インタープラネッツ	
提供：エイブル＆パートナーズ	
　　　清水建設、シモンズ、そごう西武	

TOKYO DESIGNERS WEEK.tv	
茂木健一郎の発想の種　IMAGINE	

TV番組	

Youtubeの公式チャンネルにて配信	

発 想 の 種 を 探 る ク リ エ イ テ ィ ブ ト ー ク 番 組 「 T O K Y O 
DESIGNERS WEEK.tv」は、国内外のトップクリエイターとトー
クや国内外のデザイン＆アートニュースをお送りする感性創
造番組です。TOKYO DESIGNERS WEEK と連動したこのテレ
ビ番組では、会期前から会期後まで、TOKYO MILANO 
LONDONのＴＤＷイベントを総力特集致します。	

茂木健一郎	
脳科学者	

清川あさみ	
アーティスト	

TOKYO DESIGNERS WEEK20１4	
の会場のレポートや全出展者の	
作品を掲載したイベントの集大成	
となるAll recordsの本を出版予定。	

ＤＡメディア連携	

BOOK	

MC	

TOKYO DESIGNERS WEEK イベントに訪れる10万人を超える高感度生活者だけなく、BS全国放送テレビ番組やYOUTUBE、	

リニューアルしたTDW Web、そして世界ＤＥＳＩＧＮ　ＷＥＥＫネットワーク、そして公式ブック all recordsまで、様々なメディアと

連動し、伝播していきます。また、その他、テレビ、雑誌、ＷＥＢ、ラジオ、新聞へのパブリシティー活動を積極的に展開してい

きます。	

WEB	

www.tdwa.com	

リニューアルしたTDW
オフィシャルWEBサイ
トにて特集ページや
出 展 者 情 報 を 掲 載。
その他メルマガ、SNS
で構築したデザイン、
アートのネットワーク
を通じて世界へと発
信、拡散。	

13,570人	 15,000人	

21,000人	
メルマガ	
85,000人	

出展者紹介	


