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平成 24 年 8 月 29 日 

報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

 

芸術の秋！デザインとアートの街六本木、東京ミッドタウンで“デザインとあそぶ” 

「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012」 
注目は世界で活躍する建築家、谷尻誠 氏が設計した山型の木製ジャングルジム 

10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日） 
 

今年、開業 5 周年を迎えた東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、平成 24 年 10 月 26 日（金）

から 11 月 4 日（日）まで、秋のデザインイベント「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012」（東京ミッドタウン 

デザインタッチ 2012）を開催いたします。 

 

2012 年のテーマは「デザインとあそぶ」。“デザイン”という存在を堅苦しく考えず、身近な遊びや日常生活

の中で楽しみながらデザインに触れ、感じてもらう様々なコンテンツを、東京ミッドタウン全域で実施します。 

 

メインコンテンツは、東京ミッドタウンが注目する若手デザイナーが集う、芝生広場の「DESIGN TOUCH 

Park」。大きな山の形をした巨大なジャングルジムを中心に、大人も子供もデザインに触れ、楽しむことができ

る“デザインとあそぶ”広場です。注目は、建築家・谷尻誠 氏が、日常子どもたちが遊ぶ公園のジャングルジ

ムを建築的にアレンジした「MOUNTAIN GYM」。高さ約 4 メートル、直径約 10 メートルの大きな山のような木

製のジャングルジムは、昼は子どもたちの遊び場に、夜は闇に浮かぶオブジェとして驚きと感動を与えます。 

 

その他にも、日本を代表するデザイナーが東京ミッドタウン内店舗のショッピングバッグをデザインする企画

など、様々なかたちでデザイン、アートに触れ、楽しむことができる 10 日間です。 

 

＜Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012 主なコンテンツ＞ 
 DESIGN TOUCH Park ： 

巨大な山型の木製ジャングルジムを中心に、週末にはデザイナーが直接教える 

クリエイティブワークショップや屋外トークショーを開催 

 

 デザインショッパーコレクション ： 

東京ミッドタウンにあるインテリア店舗のショッピングバッグを、 

日本を代表するデザイナーがデザインしたコラボレーション企画 

 
 INADA Stone Exhibition・JAGDA Kasama Exhibition ： 
5 年目を迎える稲田御影石と日本を代表するグラフィックデザイナーとの 

コラボレーション企画。今年新たに実施する笠間焼をキャンバスにした 

新企画では、参加型の投票イベントも実施 

 

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100 

  
     

 

イメージ（昼） 

イメージ（夜） 
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「INADA Stone Exhibition」 
「JAGDA Kawara Exhibition」・「JAGDA Kasama Exhibition」 

10/26（金）～11/4（日） ミッドタウン・ガーデン 【→p7】 

 

日本の伝統工芸品とデザイナーがコラボレーションした、触れて楽しめる作品展示。 

また、「JAGDA Kasama Exhibition」ではお客様からの人気投票を受付。 

 

Tokyo Midtown Award 
2012 

授賞式・受賞作品展示 
授賞式：10/26（金） 

受賞作品展示：  

10/26（金）～11/25（日） 

プラザ B1F メトロアベニュー 

【→p6】 

 

11/25（日）まで受賞作品を展

示。また 10/26（金）には授賞

式も行う。 

DESIGN TOUCH Park 
10/26（金）～11/4（日） 芝生広場 【→p3～4】 

※Park Workshop は 10/27（土）・10/28（日）、Park Stage は 11/3（土）・11/4（日）のみ開催 

 

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012 のメインコンテンツ。 

大人も子供もデザインに触れ、楽しむことができる“デザインとあそぶ”広場。 

建築家、谷尻誠氏が設計した巨大な山型ジャングルジムを中心に、週末にはクリエイターが教える

クリエイティブワークショップや、デザイナー・クリエイターによるトークショーも開催。 

ミッドタウン・タワー 

ミッドタウン・ 

イースト 

ミッドタウン・ 

ウェスト 
プラザ 

ガーデン 
テラス 

Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012 
イベントラインナップ（同時開催イベント含む） 

芝生広場 

ガレリア 

デザインショッパー 
コレクション 

10/26（金）～11/4（日） 

ガレリア 【→p5】 

 

日本を代表するデザイナーが

インテリア店舗とショッピング

バッグでコラボレーション。 

 

「田中一光とデザイン 
の前後左右」 

9/21（金）～2013/1/20（日） 

21_21 DESIGN SIGHT 

【→p8】 

DESIGNTIDE TOKYO 2012 
10/31（水）～11/4（日） 

東京ミッドタウン・ホール 

【→p8】 

「ムサビのデザイン 武蔵野美術大学

のデザインと教育」 
10/5（金）～11/4（日） 

東京ミッドタウン・デザインハブ 

【→p8】 
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Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2012 のメインコンテンツである「DESIGN TOUCH Park」は、都心の

広大な芝生の上に、これからの日本を担う若手デザイナーが集い、つくりあげる広場です。巨大な山型

ジャングルジムを中心に、週末はクリエイターが直接教えるクリエイティブワークショップやデザイナー・ク

リエイターの生の声を聞くことができるトークイベントなどを開催し、大人も子供もデザインに触れ、楽しむことが

できる“デザインとあそぶ”広場を展開します。 

 

注目は、2010 年のミラノ・サローネ、東芝インスタレーションで一躍注目を集めた若手建築家、谷尻誠氏が

手がける昼夜で全く別の顔を覗かせるジャングルジム、「MOUNTAIN GYM」。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心に溢れた今までにない遊具が登場します。 

また、期間中の週末には若手クリエイターが直接教える、大人も楽しめるワークショップ「Park 

Workshop」や、国内を代表するデザイナー・クリエイターを招いた、芝生の上の無料トークイベント「Park 

Stage」など、多彩なコンテンツを用意。年齢、性別を問わず、誰もが楽しめるデザインイベントです。 

 

 

【期 間】  10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日） 

※「Park Workshop」は 10 月 27 日（土）、10 月 28 日（日）、「Park Stage」は 11 月 3 日（土）、 

11 月 4 日（日）に開催します 

【場 所】  ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 

【料 金】  無料 

【主 催】  東京ミッドタウン 

 

 

 

☆ MOUNTAIN GYM （マウンテン ジム／谷尻 誠） 
 

昼夜で演出が変化し、子供から大人まで楽しむことができる、

全く新しい山型の木製ジャングルジム。 

昼は子供が登ったり、中を潜ったりしながら楽しむ、遊具としての巨大なジャングルジムが姿を現します。

夜は闇に浮かぶデザインオブジェとして驚きと感動を与えます。また、ジャングルジムにはパイプを使った電

話が設置してあり、ジャングルジムの色んな場所から声が聞こえる遊び心溢れる仕掛けとなっています。設

計は、2010 年のミラノ・サローネなどで国内外から注目を集める建築家、谷尻誠氏が担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN TOUCH Park  （デザインタッチ パーク） 

【担当作家コメント】 

東京ミッドタウンの芝生広場に大きな山の様なジャングルジムを出現させます。登る体験だけでなく、潜ることやくぐる

ことなど、中での体験も考えた構成になっています。夜には照明を照らすことで、シンボルのような存在を芝生広場

に浮かび上がらせます。外や中、昼や夜、様々なシーンで起こる全ての体験こそが、MOUNTAIN GYMの魅力だと

思います。子供から大人まで、年齢を問わず楽しめる空間を東京ミッドタウンに作り出すことを考えています。 

 谷尻誠／建築家 

1974 年生まれ。広島県出身。2000 年 suppose design office 設立。 

これまで手掛けた住宅は 60 件を超え、商業空間、会場構成、プロダクトと仕事の範囲

は多岐に渡る。代表作に 2008 年、2009 年 DESIGN TIDE TOKYO の会場構成、2010

年東芝ミラノ・サローネインスタレーション LUCESTE などがある。 
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☆ Park Workshop（パーク ワークショップ） 
芝生広場にテントを設置し、子どもから大人まで楽しむことができる、クリエイティブワークショップを開催。創

りながらデザインを楽しむ、まさにデザインを五感で楽しむワークショップです。 

様々なジャンルの若手デザイナーが芝生広場に集結し、自身の作品の制作方法を伝授します。 

 

 

【期   間】  10 月 27 日（土）、28 日（日） 

【時   間】  11：00～17：00（予定） ※雨天中止 

【場   所】  ミッドタウン・ガーデン 芝生広場 

【料   金】  無料  

※ワークショップにより、材料費をいただきます 

【主   催】  東京ミッドタウン 

 

 

 

 ワークショップ例（予定） 

・Stone painting（石に絵を描こう！） 
普段気にも留めていなかった石というものを見つめなおし、石そのものの

特徴を活かしたデザインペインティングを施すことで、ペーパーウェイトや

オブジェとして生まれ変わらせるワークショップ 

 

・メモリアルブローチワークショップ 
古着や家に眠る布やリボンなどを持ちより、お互いに材料を交換しながら

自分のオリジナルブローチをつくる「メモリアルブローチ」のワークショップ 

 

 

 

☆ Park Stage（パーク ステージ） 
多彩なトップクリエイターを講師に招き、芝生の上で繰り広げられるトークイベント。一流のデザイナーやク

リエイターたちの感性を直接、感じることができる貴重な機会です。仕事に対する価値観や作品制作の裏話

まで、たっぷりお話いただきます。 
 

【期   間】  11 月 3 日（土）、4 日（日） 

【時   間】  11：00／13：00／15：00／17：00／19：00 

  各回 1 時間程度  

  ※雨天の場合、会場変更の可能性があります 

【場   所】  ミッドタウン・ガーデン 芝生広場  

【人 数】  50 人程度（先着順） 

【料   金】  無料 

【主   催】  東京ミッドタウン 

【協   力】  GEORGE CREATIVE COMPANY 

【出 演 者】  谷尻誠（建築家）×天野譲滋（デザインビジネスプロデューサー） 

椿昇（現代美術家）×長嶋りかこ（アートディレクター） 

武蔵野美術大学 他 

 

 

 

昨年の様子 

メモリアルブローチ イメージ 
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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人がコラボレーションし、

店舗オリジナルのショッピングバッグを遊び心あふれるデザインで制作します。Tokyo Midtown DESIGN 

TOUCH 期間中のみ、東京ミッドタウン店だけで手に入る、限定ショッピングバッグです。 

 

 

【期   間】  10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日） 

【主   催】  東京ミッドタウン 

 

※各店舗で 2,000 円（税込）以上、お買い上げいただいた方に、先着順で配布します 

※なくなり次第、終了となります 

 

 参加デザイナー×店舗一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デザイナー紹介（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜インテリア店舗コラボレーション企画＞ 
デザインショッパーコレクション 

参加デザイナー

青木克憲　氏 Idea Digital Studio in Touch

新村則人　氏 MUJI Sfera

勝井三雄　氏 Idea Digital Code 菱屋カレンブロッソ

永井一史　氏 IDEE SHOP LIBECO HOME

ワビサビ Flagship 212 KITCHEN STORE ファーバーカステル

左合ひとみ　氏 遊中川 箸長

河口洋一郎　氏 TIME&STYLE MIDTOWN Nicolai Bergmann Sumu

松下計　氏 itoya topdrawer SAYA

藤代範雄　氏 WISE・WISE tools STYLE MEETS PEOPLE

コラボレーション店舗

永井 一史 

1961年生まれ。1985年多摩美術大学卒業後、博報堂入社。 

2003年、㈱HAKUHODO DESIGN 設立。主な仕事に、サントリー『伊右衛

門』、資生堂『企業広告』などがある 

新村 則人 

松永真デザイン事務所を経て、95年新村デザイン事務所設立。 

主な仕事に、資生堂・無印良品、エスエス製薬など。 

また、JAGDA新人賞、ニューヨークADC銀賞、ブルノ国際デザインビエン

ナーレ金賞、東京ADCなどを受賞している。 
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東京ミッドタウンのコンセプトである“「JAPAN VALUE（新しい日本の価値・感性・才能）」を創造・結集し、世界

に発信し続ける街”を目指す活動の一環として、今年で開催 5 回目を迎えた「Tokyo Midtown Award」。今年も

＜アートコンペ＞＜デザインコンペ＞の 2 部門を設け、次世代を担うアーティスト・デザイナーの発掘・応援を目

的として、幅広く作品を募集しました。 

＜アートコンペ＞＜デザインコンペ＞総計 1,318 点の応募作品の中から、計 14 作品を選出。「Tokyo 

Midtown DESIGN TOUCH」期間中に、受賞作品の発表、展示、授賞式を実施します。 

 

 

 Tokyo Midtown Award 2012 受賞作品発表・授賞式 
【日  程】 10 月 26 日（金） 16：30～17：30（予定） 

【場  所】 プラザ B1F アート作品「意心帰」周辺 

※当日の様子は Ustream で配信します 

 

 Tokyo Midtown Award 2012 受賞作品展示 
【展  示】 10 月 26 日（金）～11 月 25 日（日） 

プラザ B1F メトロアベニュー展示スペース 

※一般投票で人気作品を選出する「オーディエンス賞」も実施します 

 

 

Tokyo Midtown Award 2012 概要 
【応募資格】  個人またはグループ、国籍不問（審査期間、 

  展示準備期間に日本在住または滞在していること）、 

  応募書類提出時点で 39 歳以下の方 

【賞   金】  総額 955 万円（制作補助金含む） 

【主   催】  東京ミッドタウン 

 

＜アートコンペ＞ 
【審 査 員】 児島やよい、清水敏男、土屋公雄、中山ダイスケ、八谷和彦 
【協 力】 TOSHIO SHIMIZU ART OFFICE 
【テ ー マ】 「都市」 

 グランプリ（100 万円）、準グランプリ（50 万円） 各 1 点、入選 4 点 

 

 

＜デザインコンペ＞ 
【審 査 員】  小山薫堂、佐藤卓、柴田文江、原研哉、水野学 

【協 力】 東京ミッドタウン・デザインハブ 

【後 援】 Hong Kong Design Centre 
【テ ー マ】  「安心」 

  グランプリ（100 万円）、準グランプリ（50 万円）、優秀賞（30 万円） 各 1 点 

  審査員特別賞（5 万円） 各 5 点 

 

※グランプリ受賞者を、香港で開催される「Business of Design Week 2012」（12/3～12/8）へご招待します 

※過去の受賞作品・概要は、WEB サイトをご参照ください。＜http://www.tokyo-midtown.com/jp/award/＞ 

 

昨年の様子 

Tokyo Midtown Award 2012 受賞作品発表・展示 



7 

 

 

 INADA Stone Exhibition （イナダ ストーン エキシビション） 
日本有数の最高級ブランド石材、稲田御影石（産出地：茨城県笠間市）と日本を代表するグラフィックデザイナ

ーとのコラボレーション企画。5 回目を迎えた今年は、芝生広場の広場と連動し、例年より“触れる”“遊ぶ”ことに

こだわった作品が多数生まれました。見るだけではなく、実際に触って楽しんでください。 

 

 

 【期 間】 10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日）  

 【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 通路 

 【参加作家】 勝井三雄、永井一史、松永真、森本千絵、新村則人 

  藤代範雄 他 

【主 催】 （社）日本グラフィックデザイナー協会茨城地区・ 

       稲田石材商工業協同組合 

【協   力】  東京ミッドタウン 

 

 

 

 JAGDA Kawara Exhibition （ジャグダ カワラ エキシビジョン） 
古代より受け継がれてきた茨城県石岡市の八郷瓦を使って、JAGDA 所属デザイナーが作品を制作するコ

ラボレーション企画。日本古来の建築資材である瓦の魅力を伝え、地場産業の復興を図ります。 

デザイナー自ら彫刻することで、細かい表現も意図の通り、作品に表現しています。完成品はミッドタウン・

ガーデン遊歩道の水路に展示。瓦の素材感と水の輝きが作品をより一層引き立てます。 

 

 

 【期 間】 10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日） 

 【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 小川エリア 

 【参加作家】 青木克憲、新村則人、荒木優子、藤代範雄 他 

【主 催】 （社）日本グラフィックデザイナー協会茨城地区 

【協   力】  東京ミッドタウン 

 

 

 

 

 JAGDA Kasama Exhibition （ジャグダ カサマ エキシビジョン） 
「INADA Stone Exhibition」、「JAGDA Kawara Exhibition」に続き、今年、新たに実施する日本の伝統工

芸とグラフィックデザイナーとのコラボレーション企画。茨城県笠間市を産地とする「笠間焼」をキャンバスに

見立て、日本を代表するグラフィックデザイナーが思い思いのデザインを記していきます。 

期間中はミッドタウン・ガーデンの小川エリアに展示すると共に、お客様がお気に入りの作品に用意された

コインを入れ、人気作品を選ぶ新たな試みを実施します。 

 
 
 【期 間】 10 月 26 日（金）～11 月 4 日（日）  

 【場 所】 ミッドタウン・ガーデン 小川エリア 

【主 催】 （社）日本グラフィックデザイナー協会茨城地区 

【協   力】  東京ミッドタウン 

 

その他、期間中に東京ミッドタウンで行われるデザインイベント 
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 「田中一光とデザインの前後左右」 
日本を代表するグラフィックデザイナー田中一光（1930～2002）は伝統の継承から未来の洞察、東と西の

国々との交流など、田中自身の言う「デザインの前後左右」を見すえたアートディレクターでもありました。 

本展覧会では貴重な作品とアーカイブから田中一光の発想の広がりと表現の着地するさまを多彩にとりあ

げます。 

 
 

【期  間】 9 月 21 日（金）～2013 年 1 月 20 日（日） 

  （火曜及び 12 月 27 日～1 月 3 日は休館、 

    但し 10 月 30 日、12 月 25 日は開館） 

 【時  間】 11:00～20：00（最終入場は閉館 30 分前まで） 

 【場  所】 21_21 DESIGN SIGHT 

 【料  金】 一般 1,000 円、大学生 800 円、中高生 500 円 

   小学生以下無料 ※15 名以上は各料金から 200 円割引 
 
※詳細は 21_21 DESIGN SIGHT の Web サイト 

（http://www.2121designsight.jp）をご参照ください 

 
 
 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」 

武蔵野美術大学 美術館・図書館に所蔵されている 4 万点を超えるデザインコレクションから、1950 年代

から 70 年代までの 30 年間を、のべ 130 点に及ぶポスター、椅子、雑誌という時代を色濃く反映する媒体を

通して見つめなおします。 

 

 

【期  間】 10 月 5 日（金）～11 月 4 日（日） 

 【時  間】 11:00～19：00 

 【場  所】 東京ミッドタウン・デザインハブ 

 【料  金】 無料 

 
 
 DESIGNTIDE TOKYO 2012 （デザインタイド トーキョー 2012） 

今年で8年目を迎えるデザインイベント。インテリア、プロダクト、建築、ファッションなど幅広い分野の厳選

された作品やアイデアが集結します。 

生活をよりよくするために続いてきたデザインという行為は、それが社会に向かっている以上、単純な形の

問題に収束することはできません。目指すのは、形を生み出す源泉である思考そのものを発表し、対流させ

て、あたらしい思考と形が生まれること。デザインタイド トーキョーは「思考をトレードする場」です。 

 

 

 【期  間】 10 月 31 日（水）～11 月 4 日（日） 

【時  間】 11:00～20:00（最終入場時間19:30） 

【場  所】 東京ミッドタウン・ホール（メイン会場） 

【料  金】 1日：1,500円（学生1,000円） 

会期中 3日：3,000円（学生2,000円） 

※学生割引は要学生証提示 

 

※詳細は DESIGNTIDE TOKYO の Web サイト 

（https://designtide.jp/）をご参照ください 


