
TOKYO DESIGN WEEK 2016  
TOKYO AWARDS 
学校作品展 
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EVENT 

TV 

PRODUCE 

BOOK 

WEB 

世界4都市で行われるTOKYO DESIGN WEEK。 
ミラノ、NY、ロンドン、東京で日本のクリエイティブを発信 

クリエイターネットワーク を活かしたデザインプロデュース。 ク
リ エイターのマッチングからクリエイティブ制作、イベントプロ
デュース、キャスティングなど企業のクリエイティブ活動をサ
ポート 

クリエイティブ TV 番 組 :TOKYO DESIGNERS 
WEEK.tv 茂木健一郎 の発想の種 IMAGINE。ゲス
トとのクリエイティブトークやイベント との連動
企画を中心に番組を構成。 

毎年のイベントを網羅した記録集 ALL 
RECORDSを出版。 TV 番組に出演し
たクリエイターの 発想の種をまとめ
たBOOKなどを発刊。 

ウェブサイトを始め、SNS、オウンド メ
ディア、メールマガジンなど、さまざまな形
でイベントやデザイン情報を発信。 

Business 

facebbok :104,298 twitter :14,483 Mail Magazine :85,000 

BS日テレ：毎週月曜日23:00-23:54 
MC：茂木健一郎、市川紗椰 
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今年で30周年を迎えるクリエイティブの祭典、TOKYO DESIGN WEEK。デザイン・アート・
ミュージック・ファッション、4つのジャンルから、企業、ブランド、デザイナー、学校がそれ
ぞれのクリエイティブを発表。 
 
業界のみならず、大人から子どもまで楽しめる、最先端のクリエイティブイベントとして 
12日間開催。約10万人の来場を記録しました。 

TOKYO DESIGN WEEK 2016 
開催日：（前期）2016年10月26日(水）- 31日（月） 
    （後期）2016年11月2-日（水）- 7日（月） 
     ※11月1日（火）終日閉場 
時間：11:00〜21:00（最終日は20:00まで） 
会場：明治神宮外苑絵画館前 
来場者数：106,321名(2015年） 

    主催：TOKYO DESIGN WEEK株式会社 /  Design Association NPO     後援：経済産業省、東京都、J-LOP    特別協賛：ABLE＆PARTNERS 



2016年 コンテンツ一覧 



2015年 会期風景 



TOKYO AWARDS 
学校作品展 概要 



■TOKYO AWARDS 学校作品展 概要 

※作品規定 
・TDW2015 会期以降の制作で、 

「製品化されていない」「ウェブ・新聞・雑誌・デザインコンペ及びその他学内等
で公表していない」未発表作品であること。 
・ヤングクリエイター展、学校作品展の同作品のエントリーはできません。 
※学校賞規定 
・学校賞：学校作品展に参加し、優秀作品をつくった学校に与えられる賞です。 
※学生賞規定 
・学生賞：学校作品展に参加し、優秀作品をつくった学生与えられる賞です。  
・必須条件：個人または3 名以内のユニット。ただし、1 校1 作品の場合は学生
賞の対象になりません。 

テーマ Pairs (ペアーズ) 

ジャンル ジャンル不問 

参加対象 専門学校・大学・大学院および学生 

展示スタイル 屋外：20㎡（D4m×W5m) ・屋内：8㎡（D2m×W4m×H2.4m)から選択 

展示作品数 1ブース：10作品以内 

TOKYO AWARDS各賞 

グランプリ 賞金50万円・トロフィー/学校賞・学生賞 各1作品 

セミグランプリ 賞金30万円・トロフィー/学校賞・学生賞 各2作品 

入選・入賞 賞状/各該当学校・学生 

海外部門賞 賞金10万円・トロフィー/海外出展学校の中から。 

企業賞 賞金10万円・トロフィー/TOKYO AWARDS 全作品の中から。 

TOKYO DESIGN WEEK で開催される TOKYO AWARDSは ヤングクリエイター展 デザイン・アート・ファッション・ミュージック、学校、学生の6部門で構成さ
れる総合クリエイティブ国際アワード です。これまで6,000組以上のクリエイターを送り出してきました。2015年のヤングクリエイター展は4部門合わせて357組、
学校作品展は国内・海外合わせて56チーム231作品が出展されました。TDW会期中は会場審査が行われ、各部門グランプリ、セミグランプリを決定します。 





デザイン部門 
審査委員長 
 
 
 
 
 
 
 
佐藤可士和 
（クリエイティブディレクター） 

 
審査員： 
田川欣哉（takram design 

engineering代表） 

中村勇吾（ウェブデザイナー） 

藤本壮介（建築家） 

森田恭通（GLAMOROUS co., 

ltd） 

株式会社ウッドワン/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/ 
        セキスイデザインワークス株式会社/株式会社そごう・西武/株式会社CHINTAI  

【ヤングクリエイター 展】 

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） 

 
審査員 
家村 佳代子（ART LAB 

TOKYO ） 

猪子 寿之（チームラボ代表） 

清川 あさみ（アーティスト） 

野口 英治 （営業企画室 文化・

動員催事部 シニアーオフィサー） 

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） 

 
審査員 
坂部 三樹郎（ファッションデザイ

ナー） 

廣川玉枝（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） 

ミュージック部門 
審査委員長 
 
 
 
 
 
 
 
VERBAL 
 (m-flo / PKCZ® / TERIYAKI BOYZ®)  

 
審査員 
大沢伸一  
 (Shinichi Osawa) 

☆Taku Takahashi  
 (m-flo, block.fm) 

武村八重子  
 (ピアニスト） 

学校・学生部門実行委員長 

 
 
 
 
 
 

田淵 諭（多摩美術大学） 
 

【学校作品展 】 

■ TOKYO AWARDS 学校作品展 審査方法 

賞名 学校賞/学生賞 

1次審査 免除（担当教員の指示のもと提出とみなす為） 

会場審査 
（最終審査） 

審査員：TOKYO AWARDS 各部門審査委員会、プロ展出展者、企業賞パートナー 

審査期間：会期中（後日 日程確定） 

審査方法：出展学生による場内プレゼンテーションによって、各審査員が投票 

表彰式：審査期間以降の会期中（後日 日程確定） 

2015年パートナー企業 

実行委員 
岩岡竜夫（東京理科大学） 

内山雄介（東京工芸大学） 

地主広明 （東京造形大学） 

中山定雄（静岡文化芸術大学） 

原寛道（千葉大学） 

平野雄介（総合学園ヒューマンアカデミー東京校） 

細田彰一（日本工業大学） 

本多忠房（デジタルハリウッド大学大学院） 

松本宏行（ものつくり大学） 

森野晶人（崇城大学） 

※2016年1月現在  

※審査内容については変更の可能性もございますので、 
詳細は8月開催予定の出展者説明会時にご案内させていただきます。 



【展示目的】 

TDW 

学生の作
品プレゼン
テーション
の場 

学校のPR 

国内学校・
海外との学
校・学生交

流 

リクルート 

海外展と 
の連動 

会期中、作品審査員として、TDWに出展のプロクリエ
イターや企業賞パートナー、各国大使館など、多くの人
が会場を回り、審査をします。また、会期中訪れる10 
万人の来場者に対しての作品を見てもらうことができ、
さまざまな関係者へプレゼンテーションが可能です。 

TDW では外部への発
信も強化しております。
WORLD DESIGN 
WEEK参加国や120 社
を超える出展企業,100 
名以上の参加クリエイ
ター、その他世界のク
リエイティブを支える
方々に対し、出展学校
の情報などをイベント、
メディアや本などを通
じて発信します。 

これまで学校作品展には、世界中から述べ
150 校以上のクリエイティブを学ぶ学校
が参加し、6000人を超える学生たちが作
品を作ってきました。国やジャンルを超え
て参加する学生たちが、会期を共にする事
で学生同士の交流が生まれます。また、イ
ベント期間中には学生が中心となったワー
クショップや学生パーティーなどもあり、
展示以外の行事の中で情報交換や交流がで
きます。 

TDW には毎年130 社を超える企業の 
出展あります。会期の中でコミュニ
ケーションを図ることができ、就職や
企業研究としてご活用頂けます。また、
企業賞パートナーを中心として、作品
を通じ直接的に企業から学生へと交流
する場を提供しております。 

世界のデザイン
ウィークと連弩し
ながら展開する海
外展にて、TOKYO 
AWARDS 2016の
各グランプリ、セ
ミグランプリ、 
企業賞を受賞した
作品を紹介します。 



■屋外スペース  

 
 

  

■屋内スペース  

【学校】4m×5m(20㎡)の場所渡し 

【学校】2m×4m(8㎡)のスキームブース 

※出展例 

※出展例 

■展示場所： 屋外スペース /屋内スペース から自由選択  



※会場デザイン等の都合上、変更になる場合がございます。 

展示イメージ（20㎡） 

 展示スペース  収容作品数  出展料金 

【学校】D4m×W5m(20㎡)の場所渡し  10作品以内（参加学生数不問） 
 会員費 100,000円（寄付 5,000円/会員料 95,000円（無税）） 
 出展費 200,000円（外税・スペース毎） 

①学校が２ブース出展したい場合 → 100,000 円( 会員費)+432,000 円( 出展費200,000 円×２) ＝ 532,000 円 
②同学校名だが担当教員が違う場合 → A 学校A 教員100,000 円( 会員費)+216,000 円( 出展費) ＝ 316,000 円 
                 A学校B教員100,000円(会員費)+216,000円(出展費) ＝ 316,000円 
③ 1 学校で屋外・屋内同時に出展したい場合 → 100,000 円( 会員費)+216,000 円( 屋内出展費)+216,000 円( 屋外出展費) ＝ 532,000 円 

【参加形態・出展料金（屋外）】 
屋外でのダイナミックな展示が可能。 
昼と夜と違う顔を見せることがで来ます。（雨天対策必須） 

・ （10 作品以上展示したい場合） 1 作品あたり 2 万円追加（サイズ拡張方法応相談）  
・6 作品以上は1 ブース追加料金発生   
・1 会員費3 ブースまで追加可  

・会場地面：アンカーボルトの打ち込み、穴掘り等の禁止。 
・作品高さ：上限3m 以内 

【注意事項】 

【出展例】 

【ブース追加】 

屋外スペース展示 



展示イメージ（8㎡） 

【参加形態・出展料金（屋内）】 

※会場デザイン等の都合上、変更になる場合がございます。 

細かな造作やメディアアート作品等の屋内向け作品展示に推奨。 

 展示スペース  収容作品数  出展料金 

【学校】D2m×W4m×H2.4m(8㎡)のスキームブース 10作品以内（参加学生数不問） 
 会員費 100,000円（寄付 5,000円/会員料 95,000円（無税）） 
 出展費 200,000円（外税・スペース毎） 

①学校が２ブース出展したい場合 → 100,000 円( 会員費)+432,000 円( 出展費200,000 円×２) ＝ 532,000 円 
②同学校名だが担当教員が違う場合 → A 学校A 教員100,000 円( 会員費)+216,000 円( 出展費) ＝ 316,000 円 
                 A学校B教員100,000円(会員費)+216,000円(出展費) ＝ 316,000 円 
③ 1 学校で屋外・屋内同時に出展したい場合 → 100,000 円( 会員費)+216,000 円( 屋内出展費)+216,000 円( 屋外出展費) ＝ 532,000 円 

・ （10 作品以上展示したい場合） 1 作品あたり 2 万円追加（サイズ拡張方法応相談）  
・6 作品以上は1 ブース追加料金発生   
・1 会員費3 ブースまで追加可  

・床の耐荷重：300㎏ /㎡ 
・防災上、小間の1 辺の長さの1/2 以上解放。 

【注意事項】 

【出展例】 

【ブース追加】 

▪サイド/バック：パネル（システムパネル：黒）▪床：リースカーペット（グレー、カーペット無しも選択可能） 
▪パラペット：システムパネル  ▪学校名板 ：スチレンボード  【基本装飾】 

屋内テントブース展示 



学校作品展 
屋外 

会場ゾーニング 



■TOKYO AWARDSスケジュール 

出展 
エントリー締切 

6月30日 
 
 

出展費 
振込締切 

8月31日まで 

各種データ 
締切 

9月上旬 

出展説明会 
8月下旬 

 

コンセプトシート 
提出 

7月31日 
 
 
 

【提出目的】 
展示作品のイメージ把握の為。 
※審査には一切影響致しません。 
 
【提出形式】 
・提出内容：写真、グラフィック、
手書きラフなど、イメージ画像1
枚以上。 
・提出データ：PDFにてご提出下
さい。 
 
 

 

【提出情報】 
・出展形式 
・正式出展学校名（日/英/フリガナ） 
・出展学部学科名（日/英） 
・出展チーム名（日/英） 
・担当教員名（日/英） 
・参加生徒名（日/英） 
・ブース展示タイトル（日/英） 
・展示コンセプト（日100字/英200字） 
・WEB用 学校ロゴ（サイズ：72dpi、584 × 584px   
 / 提出形式：JPG、PNG、GIF） 
・紙用 学校ロゴ（サイズ：350dpi、50mm×50mm   
 / 提出形式：JPG、TIFF、PNG、AI） 
・作品審査表（作品数・各作品タイトルの記入。） 

【エントリー情報】 
・学校名 
・出展スペース形式 
・その他連絡先など 
 



イベントスタッフ 



2015年 学校作品展 
 
2015年で14年目を迎える「学校作品展」は、国内外47校56チームが参加しました。会場内の屋外スペースと屋内テントにて各学校の作品
を展示。第3回目を迎える総合クリエイティブ国際アワード「ASIA AWARDS 学校作品展」(※ 現TOKYO AWARDSとしてデザイン・ク
リエイティブ力を競い合い、世界中の学校から「School of ASIA」、「Student of ASIA」を決定しました。 

【参加学校】 
ICSカレッジオブアーツ/大阪芸術大学 メディアアートチーム/大阪芸術大学 3Dポケット/九州産業大学/九州大学/京都芸術デザイン専門学校 インテリアデ
ザインコース/京都芸術デザイン専門学校 ビジュアルデザインコース/京都精華大学 建築学科/京都精華大学 プロダクトデザイン学科/桑沢デザイン研究所/
建築学生サークル♭/静岡文化芸術大学/芝浦工業大学 建築系学科共同グループ/芝浦工業大学 デザイン工学部/首都大学東京/城西国際大学/女子美術大学/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 東京メディア芸術学部/多摩美術大学 建築チーム/多摩美術大学 インテリアチーム/千葉工業大学/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 TPU DESIGN/東京工芸大学 ソフトウェアデザイン研究室/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/日本工業大学 建築学科＋生活環境デザイン学科/日本工業大学 モ
ノ創りデザイン工房＆有志学生/日本大学 理工学部 親水工学研究室/日本大学 生産工学部創生デザイン学科/日本電子専門学校 グラフィックデザイン学科/
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/早稲田大学大学院/(五十音順)  
 ESMOD ParisEwha Womans UniversityEwha Womans UniversityKorea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)LASALLE College 
of the Arts, SingaporeNational Taipei University of EducationCIME MODANational Cheng Kung UniversityTomas Bata University in ZlinDaegu 
University （ABC順） 

学校賞グランプリ（CHINTAI賞） 
東洋大学「心衣 –Kokoromo-」 

海外学校賞グランプリ 
Tomas Bata University In Zlin（チェコ）  

「 Pairs in Squares」  

学校賞セミグランプリ 
女子美術大学「遊波動」 

学校賞セミグランプリ 
日本大学生産工学部創生デザイン学科 

「ぶんしんのじゅつ！！ 」 

学校賞セミグランプリ 
静岡文化芸術大学 「Kyomei」 

海外学生賞グランプリ 
ESMOD Paris（フランス)/ 
 Li Xiamuzi  

「SILVER DOT FEVER」 

学生賞 
セミグランプリ 
武蔵野美術大学/ 太田 琢人  
「NEGRO」 

学生賞グランプリ（CHINTAI賞） 
九州大学/ 西村愛望、中島弥姫  
「とーっとーと？」 

学生賞セミグランプリ 
千葉大学/ 鈴木晴賀、原田桃実  

「PinBox」 



2015年 企業賞 

株式会社ウッドワン賞 
日本大学 理工学部親水工学研究室 
「一瞬亭 茶事到来」 

シモンズ株式会社賞 
城西国際大学 
「Botanic」  

清水建設株式会社賞 
早稲田大学大学院  
「 『たたむ、たたみ』」 

株式会社スペース賞 
東洋大学 
「心衣 –Kokoromo-」 
 

株式会社 そごう・西武賞 
女子美術大学 
「遊波動」 

セキスイデザインワークス株式会社賞 

Tomas Bata University In Zlin（チェコ）   
「 Pairs in Squares」 

株式会社コーセー賞 
芝浦工業大学 デザイン工学部 
「Line Shadow」 



2015年 学校作品展会場の様子 



■過去学生作品展参加校一覧 (国内外 計140校) 
 
【国内参加校】ESMOD JAPON / ICSカレッジオブアーツ/ KIDI PERSONS /アートカレッジ神戸/スペースデザインカレッジ 東京校・京都校/デジ
タルハリウッド大学/トライ デントデザイン専門学校/ バンタン デザイン研究所 /ものつくり大学 /ルネサンスアカデミー/ 愛知県立芸術大
学 / 家具デザイン研究所 / 関西大学 / 関東学院大学 / 京都芸術デザイン専門学校 / 京都工芸繊維大学 / 京都嵯峨芸術大学 / 京都市 
立芸術大学/京都精華大学/京都造形芸術大学/玉川大学/九州産業大学/九州大学/熊本大学/桑沢デザイン研究所/慶應義塾大学/穴
吹デザイン専門学校/ 工学院大学/広島市立大学/国際アー ト&デザイン専門学校/国士舘大学/芝浦工業大学/首都大学東京/女子美術
大学/昭和女子大学/情報科学芸術大学院大学[IAMAS] /新潟デザイン専門学校/ 神戸芸術工科大学/杉野学園ドレスメー カー学院/成
安造形大学/静岡デザイン専門学校/静岡文化芸術大学/千葉工業大学/千葉大学/川島テキスタイルスクール/倉敷芸術科学大学/ 早稲
田大学/総合学園 ヒューマンアカデミー東京校/ヒュー マンアカデミー横浜校/多摩美術大学/大阪デザイナー専門学校/大阪教育大学/大
阪芸術大学/大阪市立デザイン教育研究所/ 大阪市立大学/大阪大学/拓殖大学/筑波大学/町田ひろ子アカデミー/ 長岡造形大学 / 東海
大学 / 東京デザイナー学院 / 東京デザイン専門学校 / 東京家政学院大学 / 東京工科大学 / 東京工芸大学 / 東京コミュニケーションアー
ト専門学校 / 東京造形大学 / 東京造形大学大学院 /東京大学/東京大学大学院/東京理科大学/東京藝術大学/東北芸術工科大学/東
北生活文化大学/ 東洋大学/東洋美術学校/日本デザイナー学院/日本デザイン専門学校/日本工学院専門学校/日 本工学院八王子専
門学校/日本工業大学/大阪芸術大学/日本大学/明治大学/梅花短期大学/ 飛騨国際工芸学園/フェリカ建築＆デザイン専門学校/町田・
デザイン専門学校/武庫川女子大学/武蔵野大学/武蔵 野美術大学/福岡大学/文化女子大学/宝塚造形芸術大学/北海道東海大学/ 名
古屋学芸大学/名古屋芸術大学/名古屋造形芸術大学/横浜美術大学/城西大学/筑波技術大学/崇城大学/日本女 子大学大学院 
【海外参加校】Centro Integral de Moda y Estilo (メキシコ)/ Changwon National University of KOREA (韓国)/Daegu University (韓
国)/Dankook University (韓国)/EDINBURGH COLLEGE OF ART(英国)/EWHA WOMANS UNIVERSITY (韓国)/ GRIFFITH UNIVERSITY (オーストラ
リア)/HONGIK UNIVERSITY (韓国)/ISTITUTO MARANGONI(イタリア)/KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) (韓国)/ 
KOLN INTERNATIONAL SCHOOL OF DESIGN (ドイツ)/KONGJU NATIONAL UNIVERSITY (韓国)/KOOKMIN UNIVERSITY (韓国)/ NOTTINGHAM 
TRENT UNIVERSITY (英国)/ QUEENSLAND COLLEGE OF ART, GRIFFITH UNIVERSITY(オーストラリア)/ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY RMIT (オー ストラア)/SEJONG UNIVERSITY ( 韓国 )/ SHIH CHIEN UNIVERSITY ( 台湾 )/SOONGSIL UNIVERSITY ( 韓
国 )/Staedelschule (ドイツ)/SUNGSHIN WOMEN‘S UNIVERSITY ( 韓国 )/THE SURREY INSTITUTE OF ART & DESIGN UNIVERSITY COLLEGE (英
国)/ University of Pennsylvania (アメリカ)/Yale University (アメリカ) /Academy of Arts & Design, Tsinghua University (中 国)/Bangkok 
University, School of Fine and Applied Arts (タイ)/ Chulalongkorｎ University (タイ)/Seoul National University College of Fine Arts (韓
国)/LASALLE College of Arts (シンガポー ル)/ Middle East Technical University, METU (トルコ)/National Cheng Kung University (台
湾)/National Institute of Design (インド)/Shenkar School of Engineering and Design (イスラエル)/ University of Dhaka (バングラデッ
シュ)/University of Saint Joseph, Faculty of Creative Industries (マカオ)/University of the Philippines College of Fine Arts (フィリピン)/ Wizo 
Design Academy The Neri Bloomfield School of Design (イスラエル)/Columbia University（アメリカ） 


