
東京ミッドタウン・デザインハブ（構成機関 : 公益財団法人日本デザイン振興会、社団法人日本グラフィック

デザイナー協会、武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ）は、設立 5 周年を記念する合同展として実施した「信

じられるデザイン」展の内容を収録した書籍『信じられるデザイン−この先の、デザインの可能性を見つめ

て−』を発刊します。発売日は 6 月 29 日（金）、東京ミッドタウン・デザインハブの会場および社団法人日

本グラフィックデザイナー協会の「JAGDA オンラインショップ」（http://shop.jagda.org/）で販売します。

 
発刊の経緯　　「信じられるデザイン」展は、51 名のクリエイターがデザインにおける信用をどのように考

えているかを発信する企画展として、3 月 30 日（金）から 6 月 17 日（日）まで開催しました。会期中に

25,000 名もの来場者を数えるとともに、ブログや SNS などでも話題となり、大きな反響を集めました。

とくに「展示された 51 名のメッセージを本でも読みたい」という声が多くの来場者から寄せられ、その声に

応えるかたちで、1,000 部限定での書籍化を決定しました。

書籍の注目ポイント　　デザインの展覧会でありながら、文字とイラストレーションを主体に情報を伝え話

題を呼んだ展示の雰囲気を再現するため、ブックデザインは会場デザインを手がけた ALL RIGHT GRAPHICS

が担当。表紙と本文用紙には展示に使用した「色上質紙」を採用し、書体はアートディレクターの葛西薫氏

が「信じられるデザイン」として挙げた精興社の明朝体を使用しました。51 名のクリエイターによるメッセー

ジテキストだけでなく、会期中に実施した全 4 回のトークショーの内容も収録し、まさに展示を誌上体験で

きる貴重な一冊となっています。

「信じられるデザイン」とは？　話題の展覧会が待望の書籍化！

書籍『信じられるデザイン』を部数限定で販売
51 名のクリエイターが考える 「信じられるデザイン」 を文章とイラストで表現

書籍『信じられるデザイン ーこの先の、デザインの可能性を見つめてー』

仕　様 　A5 判縦・146 ページ　1,000 円（税込）
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　　　　　イナー協会の「JAGDA オンラインショップ」（http://shop.jagda.org/）で
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※ビジュアルデータ、およびご希望の方に見本誌をご用意しています。下記、報道関係のお問い合わせ先までご連絡ください。

報道関係のお問い合わせ先 : 株式会社オズマピーアール
電話  03-3403-0282      FAX  03-3403-0280     担当 : 近江（オウミ）、木村、鈴木



［参考］東京ミッドタウン・デザインハブ「信じられるデザイン」展について

東京ミッドタウン・デザインハブの設立 5 周年を記念する合同企画として開催。「信

用とデザイン」をテーマとし、51 名のクリエイターが考える「信じられるデザイン」を、

イラストレーションとメッセージテキストで展示。デザインに関わりがある、さまざ

まなジャンルで活躍するデザイナー、建築家、写真家、研究者などが、デザインにお

ける信用をどのように考えているかを発信し、広く世の中に問いかけました。

参加クリエイター 51 名と「信じられるデザイン」一覧

浅葉克己  アルド・ロッシ設計の家

安積朋子  アームチェア モデルナンバー 406 黒のキャンバス 

  張り : アルバー・アアルト デザイン

五十嵐久枝  マッチ箱（小箱）

石田純子  『日本を楽しむ暮らしの歳時記』（春・夏・秋・ 冬の 

  四巻構成。'00 年 平凡社刊）の誌面デザイン

井口博美  東海道新幹線

上田壮一  ふゆみずたんぼ

筧 裕介  谷中銀座（東京都台東区）

葛西 薫  精興社の明朝体とその組版

勝井三雄  『光朝』の書体

河嶋隆司  自然の生態系

キャラメルマジン 回答なし

小牟田啓博  KDDI インフォバー A01

近藤康夫  なし

佐々木千穂  水銀式体温計

佐藤 卓  トイレのサイン

白石 学  TOTO ウォシュレット

陣内利博  都市インフラストラクチャーの維持管理と工夫

新村則人  新村水産 煮干しいりこ

須藤玲子  ゴルウエイ・ベイ・プロダクツ製 アランセーター

TsutomuTakahashi マッキントッシュ（OS）

田子 學  ブランドとしてのアップル／アウディ

田中正之  ベルリン・ユダヤ博物館 : ダニエル・リベスキンド 

  建築

津村耕佑  気泡緩衝材 プチプチ

寺山祐策  字書『字通』『字統』『字訓』白川静 編纂 平凡社刊

遠山正道  節電ポスター

十時啓悦  ハンス・ウェグナー  Y チェア

永井一史  MUJI  耐熱ガラス マグ

永井一正  グッドデザイン賞のマーク : 亀倉雄策 デザイン

長嶋りかこ  コム デ ギャルソン

長友啓典  雑誌『ゴロー』( 小学館刊 ) のグラビア「激写」

中原俊三郎  ミューチップ

中山ダイスケ JR グループ 新幹線

橋田規子  TOTO ネオレスト（節水型タンクレストイレ）

八谷和彦  トヨタ ハイエース

服部一成  『Moon-lite Cocktails』: 湯村輝彦 著  養父正一 構成 

  CBS ソニー出版 '79 年刊

濱口秀司  ポルシェ 911 GT3 4.0 RS（type 997）

原 研哉  毎日使っている飯茶碗

平野敬子  めし茶碗 : 森正洋 デザイン

廣田尚子  オムロン 体温計けんおんくん MC670：  

  柴田文江 デザイン

廣村正彰  手紙

福島 治  フェイスブックに代表されるソーシャルメディア

古堅真彦  マッキントッシュのデスクトップ GUI

参 甲斐健太郎 JR 九州 九州新幹線全線開業

  「祝 ! 九州」 キャンペーン

参 下山幸三 参   3_2_1_0

参 松尾伴大 バング & オルフセン

松井龍哉  アップル社という企業体、組織デザイン

松永 真  ティッシュペーパー『スコッティ』ボックス  

  のデザイン

望月 孝  キヤノン EOS-1 シリーズ

森山明子  フォトグラファー・石元泰博の写真／

　　　　　　 テキスタイルクリエーター・新井淳一の布

山崎 亮  カトリーナ・家具プロジェクト

米徳信一  信号機 

（50 音順・敬称略）

誌面イメージ


