東京のど真ん中で楽しむクリエイティブ FeS

TOKYO DESIGNERS WEEK 2014
10 月 25 日（土）～ 11 月 3 日（月・祝） 明治神宮外苑絵画館前

天才万博
東京デザイナーズウィーク
クリエイティブの天才たちが神宮の森に集う
続々天才登場予定
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多くのアーティストからリスペクトされる天才歌手朝崎郁恵が日本のこころを唄う４夜出演
片桐仁（ラーメンズ）、小林賢太郎（ラーメンズ）、にしのあきひろ（キングコング）、安野モヨコ、永井一史を
はじめ天才クリエイター達 50 人の競演「北斎漫画インスパイア展」
若い天才クリエイターの卵達が競う ASIA AWARDS (ヤング展・学校作品展)
あっと驚く天才ロボットクリエイター展&ナイト（高橋智隆、明和電機 他）
日本発の世界 700 都市で開催されるペチャクチャナイト。天才パネラー１０人登場
KIMONO のデザインに挑む天才たち（ロス・ラブグローブ、コシノジュンコ、真鍋大度ほか）
天才建築家 13 組(伊東豊雄、隈研吾ほか)による「建築模型とその提案書展」＆フォーラム
天才デザイナー60 組によるプロ展（川上元美、エマニュエル・ムホーほか）
天才万博 よしもと若手芸人＆音楽（主催 DA×ホームレス小谷 MC キングコング西野亮廣）
ウルトラテクノロジスト集団

チームラボ代表 天才猪子寿之

宇宙兄弟・ドラゴン桜などヒットを生み出した天才編集者佐渡島庸平
1000 人バーベキュー主催の当代一の天才ホリエモン
TV 番組「TDW.tv 茂木健一郎の発想の種 IMAGINE」の MC、天才脳科学者茂木健一郎、清川あさみ
日本の天才ハンドメイド作家が集う Creema 共同主催、TDW ハンドメイドマーケット！
J-WAVE 主催あの天才 VJ ハロウインパーティ
天才アカデミー賞作家 くまモン・RED-U35 の小山薫堂
原宿 Kawaii を牽引するアートディレクター天才増田セバスチャン
現代のピカソ ブラジル出身天才ヴィック・ムニーズ
天才卓球少女 × 天才浅葉克己 真剣勝負
天才万博オーディション開催

● 東京国際映画祭と連携 天才海外映画監督作品を特別上映
● マルセルワンダース、佐藤可士和など国内外 29 名の天才クリエイターによる大風呂敷展（西武渋谷店）
＜報道関係者からのお問い合わせ・取材依頼＞
DESIGN ASSOCIATION NPO 企画広報 小宅・安藤 http://www.tdwa.com/
TEL:03-3470-7699・080-3550-7699

FAX:03-3470-7705 MAIL:oyake@wakusei.com

TOKYO DESIGNERS WEEK 2014 概要
デザインアソシエーション NPO（所在地：東京都港区南青山 理事長：川崎健二）は、29 年目となる企業やデザイ
ナー、アーティスト、学生が、それぞれのクリエイティブを発表する 総合クリエイティブのイベント「TOKYO
DESIGNERS WEEK 2014」を 10 月 25 日（土）から 11 月 3 日（月・祝）の 10 日間にわたり約 10 万人を集めて東
京・明治神宮外苑絵画館前にて開催します。今年で明治神宮外苑絵画館前での開催は 10 周年を迎えます。

名称
テーマ

： ABLE&PARTNERS TOKYO DESIGNERS WEEK 2014
： Creative FeS 天才万博
（おもしろくて、新しくて、価値観を変える様な様々なジャンルの天才たちが登場。）
日時
： 10 月 25 日（土）～ 11 月 3 日（月・祝） (10 日間)
11:00−21:00（最終日 20:00 まで）
場所
： 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 2-3 明治神宮外苑絵画館前
動員数 ： 12 万人（予定）
（2013 年実績 109.518 名人）
料金
： ＜当日入場券＞大人一般：3,000 円 大学生 2,000 円、高校生 1,500 円、中学生 1,000 円
＜前売り券＞大人一般：2,500 円
＜割引＞
親子割（小学生以下のお子様と一緒に来場いただけると）当日 3000 円→2000 円 両親 6000 円→3000 円

TOKYO DESIGNERS WEEK 2014 コンテンツ

建築模型とその提案書展（特別企画展）
日本を代表する 13 組の建築家の建築模型と普段見ることができない提案書を集めた特別企画展を開催します。
トップの建築家が
に建築プレ

えたアイディアが集約された「提案書」と

現

された「建築模型」を同時に展

ンテーションを紹介します。個性あふれる建築プレ

とともに、若手の建築家や建築を学

することで、

ンテーションは、来場者の感性を刺激する

学生にエールを送ります。

実行委員会

：伊東豊雄、隈研吾、川崎健二、越智茂樹

参加建築家

：石上純也、o+h、シーラカンス アンド アソシエイツ、妹島和世、谷尻誠、名和晃平、
マウントフジアーキテクツスタジオ、藤本壮介、藤森照信、平田晃久、山本理顕

特別協賛

清水建設株式会社

協賛 オートデスク株式会社

Photo byTaishi Hirokawa、Tomoki Hirokawa ／Hair&make by carrie HM ／fashion design by

■出版「建築模型とその提案書」
今回参加する建築家 13 組が手掛ける建築における「建築模型」と「提案書」
と建築家へのインタビューを１冊にまとめた総数 240 ページにわたる本を
出版します。こちらは、会場内でも購入いただけます。

※メディア登録いただいた皆様には、ご来場の際１冊プレ ント ⇒⇒
＜メディア登録フォーム＞
http://www.tdwa.com/press_release/press_entry/press_entry.html

■建築家フォーラム開催
建築家×特別ゲストによるトークセッション
トークテーマは建築家がゲストと話してみたいこと。
建築を様々なゲストと多角 な視点で語り合うクリエイティブなトークセッション
を繰り広げます。
＜10 月 27 日（月）＞
伊東豊雄、大西麻貴・百田有希、谷尻誠、名和晃平、藤本壮介、山本理顕
＜10 月 28 日（火）＞
石上純也、隈研吾、原田真宏・原田麻魚、平田晃久、藤森照信
※特別ゲスト未定
会場：TOKYO DESIGNERS WEEK 2014 会場内
フォーラム参加料金：1 日 1,000 円

特設ドーム

※別途 TDW 入場券が必要となります。

■けんちく 操（ワークショップ）
「けんちく

操」とは、建物の形を身

でマネをするものです。

今までとは違った建築の見方を楽しみながら

を動かします。

子どもから大人まで万国共通で楽しめるこの

操を会場で開催します。（日時未定）

Koshiro Ebata

北斎漫画インスパイア展（特別企画展）
19 世紀後半にヨーロッパ美術に幅広い影響を与えたジャポニズム。
モネ、ホイッスラー、セザンヌ、ゴッホなど名だたる芸術家達が浮世絵を題材にした作品を残しています。そのジャ
ポニズムのきっかけとなったのは葛飾北斎の「北斎漫画」と言われており、北斎の不朽の名作「富嶽三十六景」とな
らんで彼の版本の代表作と賞されています。 今回はその「北斎漫画」にインスパイアされた様々なジャンルのトップ
クリエイター50 名による作品の競演です。前回の伊藤若冲感性インスパイア展を上回る自信の企画展です。

＜参加クリエイター＞
青木克憲／浅葉克己／安齋肇／安野モヨコ／EDP graphic works／井筒啓之／伊藤桂司／稲葉英樹／犬山紙子／Integral Vision
Graphics（馬場 隆之）／ウエノ★アモーレ★ヒロスケ／有働幸司(FACTOTUM)／HDMI／ 江幡 晃四郎／OHGUSHI／小川かなこ
／奥下和彦／角田陽太／葛西薫／片桐仁（ラーメンズ）／川上俊／ 菊地敦巳／きたざわけんじ／KITAJICO／木村タカヒロ／グエ
ナエル・ニコラ／串野真也／賢者（小山隼人）／小林賢太郎（ラーメンズ）／佐野研二郎／紫舟／信濃八太郎／JUNOSON／SU（RIP
SLYME）／スタジオクロコダイル／須藤カンジ／五月女ケイ子／高橋キンタロー／田中千絵／津村耕佑／永井一史 ／永井裕明 ／
中塚翠涛／ にしのあきひろ（キングコング）／橋本夕紀夫／浜田武士／菱川勢一／堀江貴文／堀畑裕之・関口真希子（matohu）
／松永真／宮田翔／山崎若菜／レオン・ヘンキ

＜参

TOKYO DESIGNERS WEEK 2012

伊藤若冲感性インスパイア作品展 ＞

TOKYO DESIGNERS WEEK 2012 年開催で一番の人気コンテンツ
あらゆる生き物の「神気」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「動植彩絵」を描いた江戸時代
の超絶技巧の絵師 伊藤若冲。国内外のあらゆるジャンルのトップクリエイターが、現代のアートやデザインに多大な
る影響を与えた伊藤若冲にインスパイアされた作品を展

。 豪華メンバーによる斬新な作品は大好評でした。

ASIA AWARDS「ヤングクリエイター展」と「学校作品展」
総合クリエイティブアワード「ASIA AWARDS」この国際アワード（デザイン部門・アート部門・ファッション部門・
ミュージック部門）を通じ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 に集めます。

テーマ：「MY AVANT-GARDE」
クリエイティビティの本質は前進である。
ASIA AWARDS のテーマは MY AVANT-GARDE。ビートルズ、ローリングストーンズやレディー・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す。

※最終プレ ンテーション審査は 10 月 30 日（木）ＴＤＷ会場内の特設ドームで開催します。
審査 13:00～17:00 表彰式とパーティー 17:00～
※メディアの方は最終審査に参加いただけますので、下記までお問い合わせください。
デザインアソシエーション白井

TEL:03-3470-7699

メール：shirai@wakusei.com

ヤングクリエイター展
30 歳以下の世界の若手のクリエイターが対象となる、ヤングクリエイター展。
今年はデザイン／アート／ファション／ミュージックの 4 部門に分けを展開し
ます。各部門の一次審査で選抜された 10～15 作品が展 され、会期中にグラ
ンプリを決定します。
① デザイン部門
審査委員長：佐藤可士和（アートディレクター/クリエイティブディレクター）
田川欣哉（takram design engineering 代表）、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)、
藤本壮介（建築家）、森田恭通（GLAMOROUS co., ltd/デザイナー）

② アート部門
審査委員長：今村有策（トーキョーワンダーサイト館長）
家村佳代子（ARTS LAB TOKYO ディレクター）、猪子寿之(チームラボ代表)、清川あさみ（アーティスト）、名和晃平（彫刻家
/SANDWICH ディレクター）、ヤノベケンジ（現代美術作家、ウルトラファクトリーディレクター）

③ ファッション部門
審査委員長：生駒芳子（ファッションジャーナリスト）
坂部 三樹郎（ファッションデザイナー）、伏見京子（スタイリスト）、ミーシャ・ジャネット（ファッションディレクター、ジャ
ーナリスト）、山縣良和（ファッションデザイナー）

④ ミュージック部門
審査委員長：渋谷慶一郎（音楽家）、藤田琢己（J-WAVE ナビゲーター）

学校作品展
過去最多の国内外の学校 54 校が参加する学校作品展。各学校がデザイン・クリエイティブ力を競い合い、
会期中に学校賞と学生賞のグランプリを決定します。

大阪芸術大学／岡山大学／九州産業大学／九州大学／京都芸術デザイン専門学校／京都工芸繊維大学／京都精華大学／慶応義塾大学大学院／建築
学生サークル♭／静岡文

芸術大学／芝浦工業大学／首都大学東京／城西国際大学／女子美術大学／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／崇城大学／宝塚大学 新宿キャンパス／多摩美術大学／千葉大学／デジタルハリウッド大学大学院／東海大学／東京
工芸大学／東京造形大学／東京デザイナー学院／東京デザイン専門学校／東京電機大学／東京理科大学／東洋大学／東洋美術学校／常葉大学／名
古屋芸術大学／日本工業大学／日本大学／町田・デザイン専門学校／武蔵野大学／武蔵野美術大学／ものつくり大学／横浜美術大学／早稲田大学
／リール国

建築大学（フランス）／Esmod International（フランス）／El Cal（フランス）／Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem

（イスラエル ）／University of Arts London（イギリス）／東明大学（韓国）／Kyung il unversity（韓国） ／National Cheng Kung University
（台湾）／Centro Integral de Moda y Estilo（メキシコ）／Tokyo International School（日本）

プロ展
国内外のプロクリエイターによる個展形式の展 。インテリア・
プロダクトジャンルだけではなく、ファッション／テキスタイル
／写真／映像／グラフィック／アートなど様々なクリエイティブ
ジャンルで活躍するプロクリエイターの作品が発表されます。
＜参加クリエイター＞
青木亮作/治田将之、阿武優吉、arianna vivenzio ochobags、伊坂 重春、岩倉 榮利、井上広一、岩岡竜夫＋渡邉光、エマニュエ
ルムホー、往蔵 稲史仁、川上元美、河端 伸裕、鹿野敬子、加藤良次、笠原 英里子、北村隆浩、小早川 梓、駒田健治、佐藤賢幸、
渋谷 竜司、shunsudo / Franero、鈴木 功、多田慎太郎、多田羅 景太、高橋良爾、田中 孝、手島領、TEA CEREMONY、冨貫功
一、知足院 美加子、中井伸一郎、並木紀之、成田伝寿、中島真範、登 豊茂男、橋田規子、服部隼弥/山田梨紗、林 茂樹、藤木 淳
藤原誠人、本多真美、洞田和園、町田ひろ子、山口 光、柳澤 豊、ヤマウチ マサヒロ、米本昌史、吉田 真也

Creative Life 展

テーマ：「Lifestyle ＆ Technology」
企業、ブランド、デザイナーが企業とデザイナーが新しいデザインやアイディアを発表するエリアです。
インスタレーションからデザイングッズの購入まで最先端のデザインに触れられます。
アマナｘマチルダ／エイブル／越前屋+Llc.2K54DESIGN/家

デザイン研究所／革製品技能試験／呉竹／心景庭（こけにわ）／コ

スモサウンド／サブウェイ／シマト工業 x znug design／シモンズ／所作
らい研究所／スリーエム ジャパン／西武・そごう／積水ハウス／蝉 semi／

Shosa／スペース／唐吉設計規劃有限公司／すまいみ
ロバイ

ロ／台湾デザインセンター／東京デザイナ

ーズ学院／中愛／ディジー／東北新社×シフトブレイン／トウメイ／東洋インキ／日経 BP／日本皮革産業連合会／ハートフルジ
ャパン／灰一／帆風／飛騨産業／ふく江／フィル／フレル／プロネスト／ミッドフィールダー／みるくる／モニュエルジャパン／
吉井

宏／ラシンク・ニンジニア／RITA 藤田／リビングファーム／ルノー・ジャポン／RINN／ワコム／24° Studio／A&M

Accessories／ADBRAIN PRODUCT PROJECT／Aimez le

style／aquvii／Bangkok Rag Cie／VeeShoo

中伝毛織／Bilateral

／C+MSI Laboratory／Chiikka／CrownClown／cucco／DaiTai／DIC グラフィックス／Dynamite Brothers Syndicate／EDP
graphic works／ekoD Works／FLOW Jewelry／FONTHIP STUDIO LTD.,PART.／Formes／free mind airlines.／Hat Hat
FUKADA ／ HIILO ／ INDELART ／ Jake Dyson Products ／ JK FOCTORY CO.,LTD ／ KAIST ／ Kangaroomstudio ／
KOANDRO.COM ／ Kun Shan University Arts ／ LITTLE RAYMOND ／ Mansion Co., LTD. ／ Mario Sabljak Design ／
Martin&Ocean／MATATABI／mk／my niJi／neurowear／noconoco ／NTT ドコモ／Originovelty ／Picture Finders Ltd,.／
PLANT COMMUNICATOR 「PIXI」、LIGHTING CANDY／POS+／POTPURRI／PYRA／QuaintDesign／ROOTOTE／Sa'Bella
design／sacamo／SCHEMA／Southern Taiwan University of Science and Technology LIN CHIA-CHUN Design Studio／
sparkloud／studio Fumor／tente／TiC TAC／TOKYO TRADING／TWOTONE／Yumiko Itoyama

(2014.8.29 現在)

CHINTAI×DESIGN ASSOCIATION
<<TOKYO MERRY-GO-ROUND>> by ASAMI KIYOKAWA
TOKYO らしさと現代の和をテーマに制作されたメリーゴーランド。清川あさみを中心に様々なクリエイターの
アイディアが詰まった作品です。今年４月に開催されたミラノサローネで注目を集めて以来、日本初公開となり
ます。
＜企画・デザイン＞
清川あさみ（アーティスト）
＜メリーゴーランド制作:＞
川本尚樹（プロダクトデザイナー）
テラミチケンイチロウ（メリーゴーランド作家）
＜映像制作＞
WOW、 シナプティックデザインズ
＜出演＞
PIPPI（ダンサー）
＜衣装＞
江幡晃四郎（ファッションデザイナー）

特別企画 スーパーマテリアル展
これからの日本の未来を支えるスーパーマテリアル（優れた建材・素材）を展 します。
株式会社岡村製作所／大日本印刷株式会社／株式会社 TTN コーポレーション／東洋ステンレス研磨工業株式会社＆日本鐵板株式
会社／株式会社トッパンコスモ

特別企画 スーパーリノベーション展
一般社団法人リノベーション住宅推進協議とコラボレーションし、「暮らしのデザインは自由で、何者にも縛ら
れない(仮)」をコンセプトに「リノベーション・ワンダーランド!(仮)」を展開します。近年注目が高まっている
リノベーションの魅力、面白さを伝えます。

スーパーロボット展
TOKYO DESIGNERS WEEK 初のクラウドファンディング企画
テクノロジー+デザインを軸に、人々の生活を豊かにするようなライフスタイル提唱型
のロボットを集めます。
クラウドファンディングで広く開催資金を募集しており、出資者が参加しロボット ク
リエイターと交流する「ROBOT NIGHT」を開催します。最先端のテクノロジーを語
るロボットフォーラムやパフォーマンス、ワークショップなど
も実施予定。
＜参加クリエイター＞
A-Lab／高橋智隆／明和電機／山口典子

他多数

コンテナ展
貨物用コンテナを再利用した TDW 発のオリジナルコンテンツコン
テナ展。 コンテナという独

した空間で来場者との参加型のイン

タラクティブアートや、空間全 を彩るインスタレーション、プロ
ジェクターを駆使したメディアアートまで、ここでしかできない展
で来場者を魅了します。
＜出展社＞
CHINTAI／ドラフト／ピラミッドフィルムクアドラ／多摩美術大学／東北新
社／YKBX
＜CHINTAI アーティストコンテナ＞
YOY／KAPPES／C−DEPOT／白根昌和+宮崎沙綾／望月俊孝／Leonard WONG／江幡晃四郎／落合陽一ほか

TDW ART FAIR
タグボートとデザインアソシエーションは、昨年に引き続き、アーティスト
によるアートフェア "TDW ART FAIR" を開催します。今年は、前後期合
わせて約 100 名のアーティストが参加する予定です。見るだけではなく、
アート作品購入も可能なエリアです。

ハンドメイドマーケット
今年 2 年目を迎える TDW ハンドメイドマーケット。昨年に引き続き、2
万人のクリエイターが集うクリエイターズマーケット"Creema"とタッグ
を組みます。
今回は、青空の下で販売するマルシェスタイル。TOKYO DESIGNERS
WEEK 中央会場のメインストリートを彩ります。手作りかつクオリティの
高い、世界に１点のアイテムを購入することができます。

designboom mart TOKYO 2014
今年 10 年目を迎える TDW 恒例の人気コンテンツ「designboom mart」
。
ミラノのコンペティションウェブサイト designboom が、世界中からセ
レクトしたクリエイターが参加します。クリエイタ―と直接のコミュニケ
ーションを楽しみながら、作品を買うことが出来るエキサイティングな展
即売会です。

Future-Lab TOHOKU 特別企画展
フューチャーラボ東北（デザインアソシエーション NPO の文 庁採択事業）特別企画展
文

庁による平成 25、26 年度文 芸術の海外発信拠点形成採択事業として東北をアート、

ミュージック、デザインの力で支援するクリエイティブ・プロジェクト「フューチャーラ
ボ東北」の巡回展を開催します。会場では、世界の著名クリエイターを招いて、ワークシ
ョップや作品展 など行います。
<来日アーティスト>
ヴィック・ムニーズ（アーティスト）、クリス・ウェンライト（ロンドン芸術大学副学長）、ロビン・ジェンキンズ（デザイナー）、
キャシー・ミリケン（元ベルリンフィル教育プログラムディレクター）

着物×きもの×KIMONO Exhibition
日本独自の KIMONO を未来につなげ、その伝統の文

と技術のあらたな可

能性をクリエイティブの力で創り出していくプロジェクトのローンチイベン
トとして様々なジャンルのトップクリエイター９名による作品を展

します。

<参加クリエイター>
猪子寿之（チームラボ代表）、HDMI（メディアアートユニット）、清川あさみ
（アーティスト）、コシノジュンコ（ファッションデザイナー）、串野真也（ファッションデザイナー）、廣川玉枝（クリエイテ
ィブディレクター/ファッションデザイナー）、ミハラヤスヒロ（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）、
ロス・ラブグローブ（プロダクトデザイナー）
＜特別協賛＞

メルコ・クラウン・エンターテインメント

ドームイベント
会場内の特設ドームにて音楽イベントやトークイベントなど様々な イベ
ントを展開。

予定プログラム
■朝崎郁恵
奄美諸島で古くから唄い継がれてきた奄美島唄の唄者。千年、あるいはそれ 以上前
から唄われてきたともいわれる奄美島唄の伝統を守り、その魂を揺さ る声、深い言
霊は、世代や人種を超えて多くの人々に感動を届けています。朝崎さんをリスペクト
するゲストが登場します。
■天才万博 主催 DA×ホームレス小谷 MC 西野亮廣（キングコング）
一癖も二癖もある、ずば抜けた才能を感じさせる"天才"が TDW-DOME にやってきます。
よしもとの若手芸人からクリエイターまで今までの TDW にはなかったジャンルの天才とともに作る素敵な
時間をお楽しみ下さい。
■ペチャクチャナイト
PechaKucha Night はクライン ダイサム アーキテクツのアストリッド・クラインとマーク・ダイサムが東京
で始めたトークイベント。1 スライド 20 秒×20 枚＝6 分 40 秒の中で誰もがプレ ンテーションできるその
形式が愛され、現在では世界 700 以上の都市で開催されています。

特設ドームイベント （８月 27 日現在）
日程

午後

夜

2014/10/25

土

Creative FeS 天才万博(12:00～21:00)

2014/10/26

日

Creative FeS 天才万博(12:00～21:00)

2014/10/27

月

建築家フォーラム（13:00～16:00）

2014/10/28

火

建築家フォーラム（13:00～16:00）

2014/10/29

水

2014/10/30

木

2014/10/31

金

2014/11/1

土

Creative FeS 天才万博(12:00～21:00)

2014/11/2

日

Creative FeS 天才万博(12:00～21:00)

2014/11/3

月

ペチャクチャナイト（19:30～22:00）
ASIA AWARD 最終審査・授賞式
J-WAVE ハロウィンパーティ（予定）

RED-U35 授賞式

ワークショップ
学生やクリエイターによるワークショップを開催します。モノを創る楽しさ、
アイディアを表現する喜びを 験し、感性を育みます。
＜予定プログラム＞
・けんちく 操
・プロ展出展者によるワークショップ
・学校作品展参加の学生によるワークショップ約 30 校

SHOP ART WALK
今年の TDW は、街中のクリエイティブな SHOP をつなぐ SHOP 企画を実施します。東
京中のインテリアショップ、ショールーム、カフェ、ギャラリーなど、約 100SHOP が
参加して、アートをテーマに街を結んでいきます。若手現代アーティストの活動支援と
して、作家の作品を店頭で展 し、来場者が購入することができます。
さらに、SHOP に置かれるスタンプを集めることで、SHOP の豪華景品が抽選で当たる
スタンプラリーを実施し、CREATIVE FeS をより一層盛り上げていきます。
＜参加決定アーティスト＞
赤羽史亮、石川直樹、蛭子未央、加納俊輔、栗山斉、小橋陽介、斎藤陽道、
はまぐちさくらこ、山本努、渡辺豊、asato、Colliu、FUJIKAYO、ni_ka、他多数
＜協力＞アイランドジャパン、タグボート
＜参加 SHOP＞
＜六本木＞IMA CONCEPT STORE／ギャラリー間／スペイン大使館／リーンロ ＜原宿・表参道・外苑前＞アーキテクトカフェ青山／アクタス 青
山店／アニエスベー 青山店／ Art-U room／アフタヌーンティー・ティースタンド表参道／ifs 未来研サロン WORK WORK SHOP／ULTRA
SUPERNEW GALLERY／／On Sundays／カフェシェーキーズ外苑信濃町／カフェレストラン グリーンクレス／キャレモジ／gleen natural
store tokyo／crisscross／サングリア青山店／THE ROASTERY／Cinnamon's Restaurant 表参道店／JINS 原宿店／SLEEPSELECT AOYAMA
／デザインフェスタギャラリー原宿／NIESSING TOKYO／ハッセルブラッド・ジャパン ギャラリー／フォーナインズ 青山店／FLANNEL SOFA
東京ショールーム／PRISMIC GALLERY／Pretty Ballerinas AOYAMA／flor MARIPOSA／BOING／ボーコンセプト 南青山店／ポーランド大使館

／マニフレックス／メゾンエイブル／MoMA デザインストア／LA BOUTIQUE JUNKO KOSHINO／LIFE CREATION SPACE OVE／「リノベーシ
ョン EXPO JAPAN 2014」特設会場 the SAD CAFE／RUDEBOY CAFE&BAR／レストランセブンシーズ／ロイズ・アンティークス 青山＜渋谷＞
yinega／coutume／GONTRAN CHERRIER／西武渋谷店／ドルチカフェ シルクレーム／PARCO GALLERY X PARCO MUSEUM／8/hikarie／
MONKEY GALLERY／銀座 ART FOR THOUGHT／Ｏギャラリー&UP・S／GAT CAFE／Ｋ.ＩＴＯＹＡ／KH ギャラリー銀座／銀座柳画廊／gooz
cafe／小林画廊／相模屋美術店／the snack／ジャンセンギャラリー／至峰堂画廊／シモンズ日比谷ギャラリー／ノエビア銀座ギャラリー／
NORTHERN TERRACE DINER TOKYO／ミレージャギャラリー 靖山画廊／リクシルギャラリー／REIJINSHA GALLERY, Tokyo／＜日本橋・小
伝馬町＞ArchitectS Office／AGC studio／work × shop noya op／NIHONBASHI CAFEST フクモリ馬喰町店／＜新宿＞ギャラリー新宿座＜恵
比寿・中目黒＞ASPLUND／ateliers PENELOPE（アトリエペネロープ）＜赤坂＞サンゲツ東京ショールーム クレリア／PVC Design Award／
WORKAHOLIC

■TOKYO DESIGNERS WEEK 2014 サテライトオフィシャル企画「大風呂敷展」
会期：10 月 21 日（火）～11 月 3 日（月）
会場：西武渋谷店 A 館７階催事場
主催：西武渋谷店
協力：デザインアソシエーション NPO、むす美 by 山田繊維
＜参加クリエイター＞
浅葉 克己／安野モヨコ／井上嗣也／エアサイド日本／江幡晃四郎／奥下和彦／JUN OSON／カリムラシッド／喜多俊之／串野真
也／佐藤可士和／佐藤 卓／篠原ともえ／Gu Lei／TAKCOM／太刀川英輔／田中靖夫／チームラボ ／Chan Hwee Chong／
Terawat Teankaprasith／にしのあきひろ／ハイメ・アジョン／Piero Lissoni／廣川玉枝／ファンタジスタ 歌磨呂／fla & boo／
Ma Yansong／Marcel Wanders／増田セバスチャン／Rukkit Kuanhawate／WOW

＜報道関係者からのお問い合わせ・取材依頼＞
DESIGN ASSOCIATION NPO 企画広報 小宅・安藤 http://www.tdwa.com/
TEL:03-3470-7699・080-3550-7699

FAX:03-3470-7705 MAIL:oyake@wakusei.com

