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"artless" is an independently owned global
branding agency, based in Tokyo and Kyoto, Japan.
Founded by Shun Kawakami in 2001. We are
focusing on the art & design based advertising
and branding projects, and we are operating
in the global marketplace.

artless Inc. は、東京と京都を拠点にグローバルに活動

Our activities are in the visual communication
and the language of design; Branding and
design consulting, logo & identity, graphic, web,
user interface, video, motion graphics, product,
installation, interior, sign design and architecture.

活動領域は、多岐にわたり、企業やブランドのロゴアイ
デンティティ、広告キャンペーンの企画デザイン、グラ
フィック、ウェブ、タイポグラフィ。映像やモーショング
ラフィック。インスタレーション、エキシビション、空間
演出、サインデザイン、インテリア、そして、建築に至るまで
多様な専門知識や経験を持つスペシャリストと共に一気
通貫したデザインディレクションを行い、カテゴリーを
越えた活動を続けています。
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关于我们

company information:
company name
artless Inc.
株式会社 artless
president and ceo
Shun Kawakami
川上シュン

stock information
10,000,000 JPY
year of establishment
2001

We form a creative team in accordance with each
new project. Our collective brings a new perspective
to all projects from our global network. The team
includes creative directors, art directors, graphic
designers, interactive designers, architects, interior
designers, product designers, photographers,
fashion stylists, hair and make up artists, musicians,
composers, painters, calligraphers, flower designers,
chef and food directors.
We don't differentiate between art, architecture,
design, digital and other forms of communication.
A diverse challenge extends across different
disciplines, providing us with an experience that
broadens our point of view.
We are based in Tokyo and Kyoto,
but always operate globally.

Shun Kawakami
founder/conductor of design/artist

するグリエイティブ・エージェンシーです。

アートやデザイン視点からの「デザイン思考」とマーケ
ティングやポジショニングなど「ビジネス思考」を組み合
わせ、次の時代を見据えたクリエイティブ表現やブラン
ディングを行います。

私たちは、東京と京都を拠点に活動していますが常に
グローバルかつ、バイリンガルに活動し、また、クライア
ントワークだけでなく、アートワークの制作、エキシビション
の主催やグループショーの参加、アーティスト・キュレー
ションといったアート活動も積極的に行っています。
アートやデザインを「ヴィジュアル・ランゲージ」と
捉え、国境や言語 を越え、思考や理念といった「目に
見えない概念」を表現する「ビジュアル・コミュニケーシ
ョン」の姿勢を軸に活動しています。
川上 シュン

founder / conductor of design / artist

ar tless Inc. 是一个面向全球范围的独立艺术设计
公司，我们将总部设立在东京，并在京都设立分部。
我 们以艺 术 和 设 计 作 为 创 作 的 基 本 理 念,将“ 设 计
思 维 ”与“商业思维(市场战略及定位)”结合,创造出
了新时代的创新理念及服务品牌。
我们涉及领域包括：品牌设计、平面设计、广告及宣传
企划、网页设计、字体设计、APPS 、UI 、视频及动态
图形、装置、陈列、空间演出、空间导视、室内装饰以及
建筑等。我们具有经验丰富的专业团队和完善的服务
体系,能够为用户提供跨领域的设计指导和服务。
我们虽然工作于东京和京都,但同样也面向全球并且
在多国开展 服 务。我 们不仅能 够为客户提 供 相 应的
设 计策 划,还积极地进行艺术创作、创办展览以及参
加团队交流等活动。
我们利用艺术、设计、建筑、数字和其他形式之间的
沟通关系,跨领域的去挑战，去获得更广阔的视野。
川上 俊

founder/conductor of design/artist
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2015
The Webby Awards (US)
“The 19th Annual Webby Awards” the Websites:
Corporate Communications category.
[Nomination] 10 SOUNDS OF LIFE SCIENCE
-

2012
iF: International Forum Design Hannover
(Germany) “huug” –balance of light and shadow
[Brand Design & Product Design]
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award

2018
Red Dot Winner (Germany)
Shortlist : QM weather. (Product Design)
ICONIC AWARDS 2018 / INNOVATIVE
ARCHITECTURE (Germany)
[best of best] MIST Hot Spring Hotel
(Brand identity)
[best of best] artless craft tea & coffee / Café
SDA Award 2018 (Japan)
[Gold] MIST Hot Spring Hotel
[Bronze] hotel koé tokyo
Topawards Asia (Japan)
[FOOD | Outstanding in Functionality
(Theme “LINES")]
Package Design for Satoyama Jujo -Hot pepper &
Miso / Natural Honey/ Butterbur bud & Miso
2017
DFAA – Design For Asia Award 2017
(Hong Kong)
[Merit Award] hotel kanra kyoto
(Branding, V.I., Signages)
[Merit Award] artless craft tea & coffee
(Branding / Interior design)
The One Show (US)
Shortlist : 10 SOUNDS OF LIFE SCIENCE
(Branding / Website & Music)
2016
DFAA – Design For Asia Award 2013
(Hong Kong)
[DFA Bronze Award]
HOTEL RISVEGLIO AKASAKA
(Branding / V.I. / Sign design / Graphic & Web)
NY TDC - The Type Directors Club (NY)
[Nomination] SVEGLIO AKASAKA
(Branding / V.I. / Sign design / Graphic & Web)
-

2014
GOOD DESIGN AWARD 2014
Satoyama Jujo – artwork
Singapore Design Award 2014
Satoyama Jujo – artwork
2013
DFAA – Design For Asia Award 2013
(Hong Kong)
[DFA Silver Award]
NANAMIYA – brand Logo & package design
[DFA Bronze Award] 10 TEN
[DFA Award 2013 Merit Winner] huug 001
The One Show (New York) :
[GOLD PRIZE] design and paper engineering
(Brand Design & Package)
The Tokyo Typo Directors Club 2013
(Tokyo TDC) : [Nomination]
GOOD DESIGN AWARD 2013 (Japan)
[Nomination]
SDA AWARDS 2013 (Japan)
Sign Design Award :
[First Prize] & [Jun Aoki Prize]
DSA Award (Japan)
Japan Design Space Association Award :
[Gold Prize]
-

CREATIVITY INTERNATIONAL AWARDS : 41st
annual
Print &Packaging Competition :
ISETAN | the stage & show window “bokusho”
new year 2011
2011
The Tokyo Type Directors Club
Annual Award 2011 [Nomination]
Package Design for
ELLTOBTEP ISSEY MIYAKE
Display Design Awards 2011
(the Japan Display Design Association)
ISETAN : Show Window “boku-sho”
2010
CANNES LIONS
International Advertising Festival
"GOLD Prize" (Design Lions)
Corporate or Brand Identity /
Broadcast Design & Graphics
D&AD
THE BEST ADVERTISING AND DESIGN
IN THE WORLD (UK)
Awards 2010 : TV & Cinema Communications
Vuoden Huiput (Best of the Year) :
"Shortlist" (Finland)
-

2009
NY ADC : Young Gun 7 / Judge
NY TDC55 - The Type Directors Club (NY) :
Print [Packaging] (New York)
The Tokyo Type Directors Club
Annual Award 2009
JAGDA Graphic Design in Japan 2009
Package Design for ISSEY MIYAKE INC.
-
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architect partners

client list

Department of ARCHITECTURE Co.,Ltd.
Intentionallies
Klein Dytham architecture (KDa)
NAO TANIYAMA & ASSOCIATES
PUDDLE Inc.
Studio YY
SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.

Abahouse International
Adobe Japan
AKQA (UK)
Apple Japan
ASAHI WOODTEC CORPORATION
Audi Japan
Avex Trax
B&B Italia
Barneys NewYork
Beacon Communication, Inc.
Bolan Group Ltd. (Italia)
Bridgestone Corporation
Bvlgari
Cartier
CCC
Central China (China)
Chateau Pesquie (France)
Cosmo Communications, Inc.
D.Brain Co.,Ltd.
DDB Japan
Dentsu Inc.
Designart Tokyo
Docomo
Doutor Coffee
Fast Retailing Co.,Ltd
Ford Japan
Four Seasons Hotel
FTC Skateboarding (SF/US)
Google Japan

info@artless.co.jp.
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Hakuhodo Inc.
Heiwa Paper
Herman Miller Inc.
Roppongi Hills Club
Hong Kong Design Centre (Hong Kong)
IdN magazine
ISETAN Co.,ltd.
ISSEY MIYAKE Inc.
JAGDA: Japan Graphic Designer Association, Inc.
Jiyujin
JL design (Taipei)
JVC Entertainment Networks, Inc.
JWT Japan
Levi Strauss Japan K.K.
Mackintosh Japan
Mandarin Oriental Hotel Group
Mccann Erickson Japan Inc.
McCann Worldgroup Japan
Microsoft
Mitsubishi Estate Co.,Ltd.
Musuta Ltd. (Helsinki / Finland)
New Material Research Laboratory Co., Ltd.
New World Records
Nike Japan Corp.
Nikon Corporation
NTT Communications
NTT Urban Development Corporation
Orange and Partners Co.,Ltd.
Phaedo (China)

Plan do see
PMQ (Hong Kong)
Prime Minister of Japan Office
Sakakura Associates, Inc.
Shinkenchiku
Sony
Sony Music
Starbucks Japan
STRIPE int’l
Takami Holdings
Takeo Paper
Taro Horiuchi
The Conran Shop
Toto Ltd.
Toyota
UDS Ltd.
Urban Research
V&A: Victoria and Albert Museum (UK)
Volkswagen Japan
Waterford Wedgwood Japan
Wieden+Kennedy Tokyo
WOW Inc.
YCAM : Yamaguchi Center for Arts and Media
Yagi Tsusho Ltd.
and more...
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clients. Our creative work addresses such details as
typography, motion graphics and sound, resulting in
advertisements that will make a lasting impression

web design

photo

We develop all kinds of websites using avant-garde
interface and interactive designs. Websites as
corporate and brand statures play an increasing vital
role in the current marketplace. At artless Inc.,
using advanced programming techniques,
we promote networking to create an interactive
website that enables client communication.
As well as providing websites of refined creative
expressions, we focus on usability, contents,
operation, support for on-line PR/communication
and direction. Our website designs, which have
fully spoken for national institutions, industries and
brands, have received numerous awards, earning
global recognition for artless Inc.

We take high-quality photographs and videos for
advertisements, printed material and websites.
Visual images are one of the most important
contents that determine the quality of a design.
At artless Inc., our first-class photographers will
shoot visual images essential for high-quality design.

packaging

Logical and yet sensitive and inspiring concept
writing and copywriting are among the services
we offer. We also edit, rewrite and reorganize
contents to refine existing websites, flyers and
advertisement texts.
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branding
Making full use of our global network, we conduct
research of potential markets, both in and out of
the country, and start by building a vision/direction
of the brand. Then by creating a visual image that
includes design tone, logo, typography and image
color, we develop a core philosophy for the brand.
We also refine the totality of the brand image, seeing
to specific items and issues such as stationery,
printed material, film production, website and other
digital media, a comprehensive PR consultation that
includes advertising, design of boutiques and shops,
as well as interior and signage designs. We not only
enhance brand value of existing brands, but offer
our expertise to new and upcoming brands that are
preparing to launch into the market as well.

architecture + interior + sign design
We design and engage in artistic direction for
offices, boutiques, displays and all types of exterior
and interior space. At artless Inc., we collaborate
with architects and interior designers to create
a comprehensive design that covers building
structures to details of signage, etc., integrating our
creative direction to achieve a total and feasible
image. We have rendered our services in creating
original space for hotels, art museums, galleries,
shops and other commercial facilities as well as for
events and exhibitions.

visual identity

graphic design

We offer corporate and brand consulting through
design. Enhancement of corporate value is carried
out by recreating the current visual image which
includes design of corporate logo, selection/
production of typography, design formats and color
selection. Our experts will give advice/support to
the designing of office building, its interior,
website and various printed material to forming
a comprehensive corporate identity.

Operating in a realm that embraces both art and
design, we are capable of producing a wide variety
of graphic designs and engage in the total direction
from editing to publishing. Our printing skills
range from traditional printing techniques, such as
letterpress printing and silk screens, to designs
using state-of-the-art printing techniques. We also
work with handwritten designs and manual binding
that give a one-of-a-kind tone and texture, as well as
with innovative designs that overturn common
conception of bookbinding.

Our packaging designs are committed not only to
the visual details of paper, material and texture,
but also to how they appeal to the senses and are
received by anyone who actually holds them in their
hands. Needless to say, the designs are carefully
made in tune with the brand image and display
environment. Packaging tailored to serve
the brand image is sure to capture the impulse of
your clients. We have experience in designing
a wide variety of packaging for fashion products/
items, food, watches, etc.
video + motion graphic

advertising + pr
product design + ui
Our talented staff creates advertisements with
eloquent and powerful messages that clearly set
our clients apart from their competitors. Unique
advertisements applying our wealth of knowledge
and experience, together with the most advanced
digital technology and innovative ideas, are key
to success in any market. Our strength lies in our
ability to link up with other media that open doors to
cross-media promotions and communication with

We create products based on ideas inspired by
graphic and interactive designs. Designs embodying
high quality visual images and typography have
resulted in unique products. Digital devices such
as cell phones, UI, interior, lighting, clocks/watches,
fashion including shoes/wear/textile, paper and ink
with special attention to texture are among
the products that we have experience in producing.

We produce videos with striking and innovative
images that are artistic in nature. The most effective
and suitable voice and image is chosen for each
respective media including broadband, TV, Internet,
cell phones. The number of awards including
the Cannes International Advertising Award proves
that our visual images are globally understood
beyond language barriers.

sound + music
In collaboration with artists from many other fields,
we design the most appropriate and inspiring sound
for advertisements, movies, websites, etc.
copywriting
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ブランディング

建築／インテリア／サインデザイン

ウェブ

写真

世界各地に広がるネットワークを活用しつつ、国内外で
のマーケットの可能性を共に探り、ブランドのビジョン
と方向性を確立致します。デザイントーン、ロゴ、タイポ
グラフィー、イメージカラー等のヴィジュアルイメージを
明確にすることで、ブランドの核心を築き上げて行き
ます。ステーショナリーや印刷物、映像制作、ウェブサイ
ト等のデジタルメディア、広告制作等の総合 PR コンサル
ティングの他、ブティックやショップの建築、インテリア
及びサインデザインなどまで幅広く対応致します。既存
のブランド価値の向上はもちろん、まだ具体的なイメージ
の固まっていない新 規ブランドの立ち上げも一から
サポート致します。

artless Inc. は数多くの建築家やインテリアデザイナ
ーとパートナーシップを結び、建物からインテリア、そ
して、サインデザイン等のディティールまで一貫した
トータルデザインを行っています。建築及びインテリア
デザインと、グラフィックデザインを空間で融合させ
ることで隙のないクリエイティブディレクション、そし
て、ブランドデザインを実現します。ホテル、ミュージ
アム、店舗やカフェ等の商業施設からイベントやエキ
シビションなど、個性的な空間演出を手がけています。

前衛的なインターフェースデザインとインタラクティブ
デザインで、各種ウェブサイトの制作を行います。日々
重要性を増すウェブサイトは、企業やブランドの顔とし
てイメージ構築の中心的役割を担っています。artless
Inc. は時代に沿ったデザインとプログラミングで、イン
タラクティブなウェブサイトを提案致します。またクリ
エイティブ表現に留まらず、ユーザビリティを考えた
サイト構 築を行い、コンテンツ制作やウェブサイトの
運営、またオンライン PR ／コミュニケーションのコン
サルティング、ディレクションまで承ります。

広告や印刷物、ウェブサイトなど、各媒体に掲載する優
れた写真や映像を撮影致します。写真やビデオは、デザ
インのクオリティを左右する重要なコンテンツの一つ
です。artless Inc. では卓出したフォトグラファーが、クオ
リティの高いデザインに不可欠な写真やビデオの撮影
を行います。
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グラフィックデザイン
パッケージ

デザインによる企業／ブランドコンサルティングを行い
ます。ロゴ、タイポグラフィーの選定／制作、各種デザイン
フォーマットの制作、カラーディレクション等によりブ
ランドイメージを視覚的表現で再構成し、企業価値の
向上を図ります。各種印刷物、ウェブサイト、オフィスの
建築やインテリアデザインまで、総合的に企業のアイデ
ンティティ構築をサポート致します。

アートとデザインの境界を跨ぐビジュアル表現で様々な
グラフィックデザインを行い、編集から印刷まで全体の
ディレクションを行います。活版印刷やシルクスクリーン
など古典的な印刷技術から先進の印刷技術を駆使した
デザイン、また、ハンドクラフトな独特の風合いを持つ
デザインから前衛的な斬新なデザインまで、様々なアイ
ディアを用い、オリジナリティのあるデザインを提供しま
す。タイポグラフィー等のディティールへの拘りと、見た
目だけでなく、手にした時の質感までも意識したきめ
細やかなデザインは、世界各国の賞を受賞しています。

広告／PR

プロダクトデザイン／ UI

アートとデザインを基軸に様々な知識に基づいた先鋭的
なアイディアと最新のデジタルテクノロジーを駆使した
クリエイティブ表現で、独自の広告表現を生み出してき
ました。様々なメディアとリンクしたクロスメディアな
プロモーションアイディア。タイポグラフィー、グラフィ
ック、フォト、映像やモーショングラフィック、サウンドな
どまで一貫してヴィジュアルをオーガナイズするクリエ
イティブ表現で記憶に印象的に残るコミュニケーション
デザインを行っています。

グラフィックデザインやインタラクティブデザインの着想
をベースとした様々なプロダクト制作を行います。タイポ
グラフィーとヴィジュアル表現を閉じこめたデザイン
は唯一無二の独創的なプロダクトを生み出してきまし
た。デジタルデバイス、UI ､インテリア、照明、時計、シ
ューズ／ウェアとテキスタイル等、質感まで拘り抜いた
紙やインクのプロデュース、多岐に渡るプロデュースを
しています。

ヴィジュアル・アイデンティティー

紙、素材、質感など、視覚だけでなく手にとる人の触感
まで意識したパッケージデザインを行います。もちろ
ん、ブランドイメージとの統一感や商品が置かれる環境
とのデザイン連 動も充分考慮に入れています。明確
かつ強烈なブランドイメージを持ち、見た人が思わず
手に取りたくなる、そんなパッケージを提案致します。ファ
ッション、食品と時計等、様々なパッケージングをデザイン
してきました。
映像／モーショングラフィック
アートの要素を持ち、記憶に残るクリエイティブなビジ
ュアル表現と動きで映像制作を行います。ブロードバ
ンド、テレビ、インターネット、携帯電話等の各種メディア
を意識し、それぞれに最適な表現を提案しています。言葉
の壁を乗り越え、全ての人に伝わるグローバルな映像
表現は、カンヌ国際広告祭金賞等の様々な賞を受賞
してきました。

サウンド／ミュージック
各ジャンルの多様なアーティストとのコラボレーション
により、広告や映像、ウェブサイトなど各媒体に最適な
サウンドを提供致します。また artless Inc. のセレクション
CD の販売も行っています。
コピーライティング
論理的かつ感性豊かなコンセプトライティング、コピ
ーライティングを行います。洗練された文章に書き換
え、コンテンツ整理、編集、リライティング等も行って
います。
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品牌设计

平面设计

网站设计

摄影

有效利用向世界各地扩展的互联网 , 共同探索国内
外市场的可能性 , 建立品牌理想的发展方向和明确
设计调性、logo 、字体设计、品牌颜色等的视觉形象的
设计, 去构建品牌核心。除了办公用品和印刷物、映像
制作、 网 站 等 的 数 字 媒 体、广 告 制 作 等 的 PR 咨 询
以外, 同样也在商店的建筑，室内装饰以及空间导视
等有广泛地应对。不仅可以提高现有的品牌价值 ,也可
以为建立一个新品牌提供支持。

我们通 过艺术 和设计的跨界视觉表现 , 进行各种各
样的平面设计 , 以及从排版到印刷整体的指导。熟练
运 用从活版印刷和丝网印刷等古典印刷到先进印刷
的设 计。我 们 也会 从手工 感 独 特风 格 的 设 计 到 前卫
设 计 中产 生各种 各 样的 创意 , 提 供 具有独 创 性的
设 计。不仅拘泥于字体设计等看得到的地方 , 对于触
摸的质感也同样重视。我们也多次获得国际奖项。

以前卫的界面设 计 和交 互设 计 , 进 行各种网站的制
作。网 站作 为企 业和品 牌 的 门面 , 担 负着构 筑 形 象
中心 的 作用，变 得 越 来 越 重 要。我 们 通 过设 计 和 编
程 , 能 够 提 供 交 互性网 站 设 计 的方 案。并且不仅停
留 在创 意表 现 , 同 样 考虑可用 的 网 站 的 建 设 , 内 容
制 作 和网站运营。我们同样也受理在线 交 流的咨询
和指导。

我 们 能 够 进 行广告 和印刷 物、网 站 等 , 各种 媒 介 中
使 用的摄 影和影像作品制作。摄 影和视频 是 提高影
像设 计质 量的重 要内容之一。我 们 拥 有杰出的 摄 影
师 , 能够提供高质量设计中不可或缺的照片和影像。

建筑 / 室内设计 / 空间导视

包装设计

提供企业 / 品牌咨询。logo 设计、字体设计的选定
和制作、各种设计格式的制作、色彩指导等以及品牌
形象视觉表现的再设计，以便提高企业价值。我们能够
在各种印刷品、网站设计、建筑和室内设计上综合性
地为构筑企业的独特性提供指导于支持。

我 们 和许 多建 筑师、室内设 计师 建 立了紧密的 合 作
关系 , 进行从建筑到室内设计、空间导视等细节的总体
设计。实现建筑和室内设计和平面设计在空间中融合
的 无 间 隙 的 设 计 , 并 实 现 品 牌 设 计。能 够 着手 于从
酒 店 , 美术馆 , 店铺 和咖 啡厅等商业设 施 到活 动 和
展览等的个性化空间演出。

我们对包 装设计的追求不仅 重视视觉 , 同样也重视
触感 , 关注纸、素材、质感等。我们也会充分考虑与
品 牌 形 象和 放 置商品 的 环境 设 计 的 统 一 感 和联动
性 , 制作明确又强 烈的品 牌 印象 , 使 人们不假 思索
的选 择它。设计范围涵盖了时尚、食品、手表等 各种
各样的包装。

广告 / PR

产品设计 / UI

影像 / 动态图形

通 过以艺术和设计知识为基础的先端 创意和新的数
字技术的创意表现 , 产生自己独特的广告表现。以及
各种 媒体 相 连 接 的 媒体整合。并且能 够 制 作由字体
设计、平面设计、摄影、视频和动态图形、声音等组合
成的创意表现 , 从而达到让人印象深刻的设计交流。

以图形设计和交互设计的构思为基础进行各种各样
的产品制作。在字体设计和视觉表现的设计中产生出
具有独创性的产品。涉及到多方面的制作，例如数字
设备、UI、室 内、照 明、手 表、衣 物 纺 织 品 和 质 感 性
创作等 , 并不拘泥于纸张和墨水的使用。

我 们 能 制 作 具有 艺 术元 素 , 令人记忆深刻 的 创意视
觉表 现 和动 态设 计。提 供 适 用于电视 和互联网手 机
等 媒体使 用的方案。我 们 的影像作品也曾跨 越 语言
的障碍传递给很多人，并且获得了戛纳国际广告节金
奖等各种奖项。
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视觉·特性

声音 / 音乐
我们与各种 各样的艺术家的合作 , 提 供 广告和影像
和 网 站 等 媒体 的 音乐、音 效 等 制 作。同 时也会发 售
精选 CD。
文案
我 们 能 够 提 供 具有逻 辑 性 又不失 感 性的 文 案 指导。
也能 够 提供对精炼 过的文章进 行内容整理、编辑 和
改写等服务。

artless Inc.

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.
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Born in Fukagawa Tokyo in 1977.
Represents artless Inc. Kawakami has beenactively
involved in a wide array of creative endeavors
including design, art, branding, interactive, video,
product, installation, and space production.
Shun Kawakami has been energetically involved in
sponsoring exhibitions and projects in Japan and
overseas as well as curation while also submitting
his art works to different media.

1977 年、東京都深川生まれ。artless Inc. 代表。
「アートとデザイン」を横断的に考え、高度に洗練され
た「日本独自の美的理念」へ回帰しながらも、
「デザ
インとテクノロジー」との融合により生まれる新たな美
の形成を追求している。
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shun kawakami
川上 俊

member:
The Art Directors Club
(New York)
Japan Graphic Designers
Association
url:
www.shunkawakam1.jp
www.artless.co.jp
mail:
info@artless.co.jp
studio:
nakame gallery street j2 + 3
2-45-12 kamimeguro, meguro-ku
tokyo 153-0051, japan

In 2008, he was selected to participate in
the Kansei-Japan Design Exhibition" at Les Arts
Decoratifs (Musee du Louvre, Paris), sponsored
by the Ministry of Economy, Trade and Industry
to commemorate the 150th year of Japan-France
exchange. For this occasion, he produced a unique
art book. In 2010, he won the Gold Award at
the Cannes Lions International Advertising Festival
(video for a TV channel in Finland (ch4)). In 2010,
he selected to Tokyo Graphic Passport at Centre
Pompidou in Paris. In 2015, he was selected to
H&M kyoto opening visual artist, and also was
selected to Starbuck Shibuya Q-Front Store
renewal opening artist.
He has won several prestigious international
awards including NY ADC: Young Gun 6,
NY ADC, NY TDC, The One Show and London
International Award. Also in Japan, Kawakami has
won numerous awards including Tokyo TDC,
iF Design, Good Design Award and Tokyo
Interactive Ad Award. His professional membership
includes New York Art Directors Club (NY ADC),
Japan Graphic Designers Association Inc.

2000 年、「artless」として独立し「+81 magazine」等の
グラフィックデザインを中心に活動をスタート。2008
年、世界中の 30 歳以下の優れたアートディレクター 50
名を選出する「NY ADC：Young Gun 6」を受賞、翌年
の 2009 年は審査員も行い、同年、日仏交流 150 周年
記念事業として経済産業省が主催するパリ／ルーブル
宮内「装美術館」での「感性展」（印刷部門）に選出
されアートブックを制作展示。2010 年にはフィンラン
ドの TV 局（ch4）の為に制作した映像作品が「カンヌ
国際広告祭」( Cannes Lions International Advertising
Festival) で金賞を受賞。2011 年年始、新宿伊勢丹の
ショーウィンドウ／ VMD（ビジュアルマーチャンダイ
ジング）を担当。本館とメンズ館の計 21 面に及ぶウ
ィンドウと、本館一階「The Stage」のアートディレクシ
ョン及びグラフィックワークを制作。2012 年デザイン
界におけるオスカー賞を自称し、世界的に最も権威
のあるデザイン賞の一つ。ドイツ・ハノーファーを拠
点とするアワード「iF: International Forum Design
Hannover (Germany)」を受賞。同年、CREATIVITY
INTERNATIONAL AWARDS 41st annual も受賞 。
2013 年、ONE SHOW DESIGN（NY）ゴールドペンシ
ル／金賞、アジアを代表するデザインアワード「DFAA
Design For Asia Award 2013 (Hong Kong)」を受賞
し、また国内でも、東京 TDC、グッドデザイン賞、SDA
AWARDS 2013、DSA Award - Japan Design Space
Association Award (GOLD PRIZE 日本空間デザイン
賞 優 秀 賞 ) を受 賞。2014 年 H&M Kyoto の オ ープ
ニングアーティストに選出されグラフィックアート作
品を制作。2015 年 Web 界のアカデミー賞と称される
The Webby Award を受 賞。同 年、スター バックス
Shibuya Q-Front 店のリニューアルに際し、壁面の
全体のアートワークを担当。
その他、ポンピドゥセンター、ミラノサローネ、TENT
LONDON DMY（ベルリン）、BODW（香港 ) シンガ
ポールデザインフェスティバル、上海デザインビエン
ナーレ等、国内外でのエキシビションやフェスティバルに
も参加。NY ADC、D&AD、The One Show、 London
International Award 、NY TDC、Tokyo TDC、グッド
デザイン賞 と Tokyo Interactive Ad Award 等、国内
外で多数の受賞歴を持つ。

1977 年出生于东京都深川。ar tless 品牌设 计 公司
代表人。
川 上 俊 贯 穿 于 “ 艺 术 和 设 计 ” 的 思 考 方 式 ,在 回 归
于“日本独特的美的理念”（以安土桃山时代为中心的
水墨画、障壁画、茶道、插花、环境艺术 和建 筑中提
炼出的审美意识）的同时又追求自2000 年以后,从迅
速 发 展的数字化中产生的设计和技术的融合出来的
新式美的理念。
川上俊的作品涉及到艺术、设计、影像、交互装置和
空间演出等很多方面。他从艺术和设计两方面向多方
面延伸，同时也在在国内外开展活动。
2000 年 , 川上俊作为 artless 的创办人而独立并且展
开了《+81 magazin》等以平面设计为中心的活动。
2008 年获 NY ADC Young Gun 6 全球 50 位最优
秀年轻设计师奖。并于 2009 年作为评委出席。2009
年川上俊被选中参加由经济贸易工业部主办的“巴黎
卢浮宫艺术装饰展”中的“感性展 （印刷部门）”，参与
制作并展示艺术书籍，以纪念日法交流 150 周年。
2010 年，为芬兰的电视台制 作 的影像作品 获“戛 纳
广告节”金奖。

2011年 初,担当新宿伊 势 丹的橱窗和 V M D (视觉 销
售)设计。主楼男士馆21项,涉及到橱窗、主楼一楼的
艺术指导及平面设计的制作。

2012 年,获 得世界上 最有权 威的设 计 奖 之一的德国
汉诺威 iF International Forum Design Hannover
奖。同年，获 Creativty International Awards: 41st
annual 。
2013 年，获 ONE SHOW DESIGN ( NY )黄金铅笔
金奖。同时,获得代表亚洲的设计奖 Design For Asia
Award 2013 Hong Kong 。同时也获得东京 TDC
优秀设计奖、GOOD DESIGN 奖、SDA AWARDS
2013 、DSA Award Japan Design Association
Award ( GOLD PRIZE 日本空间设计奖 - 优秀奖)。
2014年,作为 H&M Kyoto 的开业艺术家,并制作相关

平面作品。

2015年获得被称为Web 界的奥斯卡的奖 The Webby
Award 奖。同年,星巴克涩谷 Q-Front 店的开业之际

负责了墙面的艺术设计。

川上俊 也参加了柏林 Tent London D M Y 、蓬 皮杜
中心 、萨 洛内、新加 坡 设 计节、上 海 双年展 等,国内
外 的 展 览 和 设 计 节。拥 有纽 约 A D C 、D & A D 、T h e
One Show 、London International Award 、纽约
TDC 、东京 TDC 、Tokyo Interactive Ad Award 等多
数获奖经历。

artless Inc.

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.

scope of works

en

jp

ch

branding design
creative direction
graphic design
photography

DESIGNART is an organization and event founded
in 2017. The organization launched itself by initiating
a design & art festival spanning across different
areas of Tokyo called DESIGNART 2017.
Shun Kawakami, as one of the 6 co-founders
alongside with Akio Aoki (MIRU design),
Hiroshi Koike (NON-GRID / IMG SRC), Okisato
Nagata (EXS Inc.), Astrid Klein and Mark Dytham
(Klein Dytham architecture), designed the logo and
artless Inc. was in charge of building the identity
of DESIGNART.

DESIGNART ( デザイナート ) は、2017 に発足した

DESIGNART( 设 计 艺 术 ) 是 2017 年 成 立 的，设 计
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title

designart tokyo
branding + total design

DESIGNART’s first festival, DESIGNART 2017,
exhibited “purchasable arts” that visitors could bring
home – ranging from interior products, furnitures,
wearable arts to fine arts. About 200 creators
including renowned Pierre Charpin, participated
across 72 venues in Tokyo, and gained 42,500
visitors. Our responsibilities ranged from logo
design, stationeries design, content planning to
event ephemerals such as booklets, venue facades,
flyers, posters and badges.
Being an event with such wide range of exhibits and
artists, our approach to the identity was to make it
bold, identifiable, yet flexible and sophisticated at
the same time. We created a frame with changing
shape according to an object inside it, defining
the object as a DESIGNART – a piece that crosses
boundaries. The logo was seen across the city,
framing objects of different scales; a product, wall
to a scene. The logo was made recognizable with
definite graphic rules. The upper left corner was
kept 90°, and black & gold palette were used to
complement its well-established exhibitors such as
Louis Vuitton, while still being distinguishable.
We believe that the identity performed aesthetic
dynamism, while giving a strong character by being
instantly recognizable.

組織であり、デザイン＆アートフェスティバルの名称で
す。デザインという共通点を持ちながら、異なる分野を率
いる青木昭夫 (MIRU DESIGN)、
小池博史 (NON-GRID
IMG SRC)、永田宙郷 (EXS Inc.)、Astrid Klein、Mark
Dytham (Klein Dytham architecture) そして川上シュ
ン (artless Inc.) から成る 6 名が、発起人としてプランニ
ングからデザインまで手がけました。

‘DESIGNART’ を、
「デザインとアートの境界をまた
ぎ、日々の生活に感動を生むもの」と定義し、初回とな
る DESIGNART 2017 では、Pierre Charpin を含む約
200 のクリエイターが 72 箇所に参加、42,500 人の訪
問者が展示品である ’DESIGNART’ たちを楽しみまし
た。表参道をはじめ、外苑前、原宿、渋谷、恵比寿、中目
黒、広尾、代官山、中目黒、六本木と、開催エリアは広範
囲にわたり、まさに街全体をミュージアムとしたデザイン
とアートの祭典になりました。

artless は様々なクリエイターが参加する DESIGNART
のブランディング・グラフィックデザインを担当しまし
た。
「枠」で囲むことで、出展作品を「DESIGNART」と
定義する、可変式のダイナミックで力強いロゴは、黒とゴ
ールドを使ったストイックなカラールールのブランディン
グで、洗練さも掛け合わせています。紙媒体やグッズを
はじめ、壁面や柱など、様々の大きさで街中に使用され
たこのロゴは、出展作品に寄り添いながら、記憶に残る
アイデンティティとなりました。
異なった状況に対応できる、フレキシブルなロゴでありな
がら、
個性と洗練さを掛け合わせることで「DESIGNART」
の想いが強く伝わることを願ったブランディングです。

与艺 术节 的 名称。在 保 持 设 计 的 共 通 点 的 同 时，又
率 领 不 同 领 域 的 青 木 昭 夫（MIRU DESIGN），小 池
博 史（NON-GRID IMG SRC）， 永 田 宙 郷（EXS
Inc.），Astrid Klein，Mark Dytham（Klein Dytham
architecture），然后由川上俊组成了 6 位发起人，亲自
组织了这个从品牌到设计的设计艺术节。

DESIGNART 被 定 义 为“ 跨 越 设 计 和 艺 术 的 边

界，使 每 天 的 生 活 都 能 产 生 感 动 的 东 西”。最 初 的

DESIGNART 2017 包括著名的 Pierre Charpin 在内
的约 200 位创作者参与了东京 72 个场馆的活动，吸引
了 42500 名观众。举办区域以表参道为首，扩散到外

苑前、原宿、涉谷、惠比寿、中目黑、广尾、代官山、六
本木等地域，正是以整个街道为博物馆的设计和艺术
的活动。

artless 负责了 DESIGNART 的视觉设计。利用“框”来
包 围，将展 出 的 作 品 定 义 为 DESIGNART，可 变 式

的动态而有力的标志是使 用黑色 和金 色极简的颜色
规则，简洁又容易搭配。

能够对应不同的状况，既能够具有灵活性的 logo，又能
够将简洁和个性相结合，是 DESIGNART 想要传达的
品牌理念。

artless Inc.
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branding design + creative & art direction
sign system
graphic design / packaging design

We were in charge of branding and art direction
for “hotel koe tokyo”, which opened its doors in
February 2018 in the center of Shibuya, one of
Tokyo’s liveliest and busiest neighborhoods.
We worked in close collaboration with SUPPOSE
DESIGN OFFICE, the creative director, architect,
and interior designer of the hotel.

この度 artless Inc. は今年 2 月、東京・渋谷にオープ
ンした「hotel koé tokyo」において、クリエイティブ
ディレクション・建 築インテリアデザインを担当した
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hotel koé tokyo
brand design

As the branding director, we were tasked with
comprehensive design direction and consultancy
for a multitude of items and outputs across various
design disciplines. Starting with creating
the logo and building the visual identity, we created
graphic design elements including amenities and
menus,digital media such as the website and
promotional materials, as well as
the way-finding system and signages that
compliment the space, and even had a hand
in writing the brand concept.
“hotel koe tokyo” is a hotel complex in Shibuya,
Tokyo created by lifestyle brand “koe”, which we
were also in charge of branding. Focusing on
the core ideas; stay, fashion and music and food;
the space embodies the brand’s concept “new basic
for new culture”.
With a global perspective that incorporates
the hotel’s concept “now and future”, and “Japan
and the world”; our approach was to synthesize
traditional Japanese elements with the modern
sensibility of Shibuya, to create designs that pave
a way for a new culture. In creating the color,
layout and material schemes, we were inspired by
the Japanese notion of “wabi-sabi” inherent in
the “chashitsu (Japanese tea room)” design concept
of the guest rooms. Through careful implementation
of these core concepts, we were able to create
designs that are modern with a delicate and
refined essence.

SUPPOSE DESIGN OFFICE と共に、ブランディング
及びアートディレクションを担当いたしました。
ロゴデザインをはじめとした VI 構築から、アメニティや
メニューなどのグラフィックデザイン､ウェブサイトやモバ
イルなどのデジタルメディアのデザイン、空間動線を明快
にする誘導サインネージ、空間デザインを活かしたサイン
デザイン､コンセプトのコピーライティングまで、カテゴリ
ーを跨いだ包括的なデザインディレクション及びデザイ
ンコンサルティングを行っています。
｢hotel koé tokyo｣は、同じく artless Inc. がブラン
ディングを手がけるライフスタイルブランド｢koé｣が、ステ
イ・ファッション・ミュージック & フードを軸に、ブラン
ドコンセプトである「new basic for new culture」を
体現する場として渋谷にオープンした複合施設です。

artless Inc. は、ホテルのコンセプトである｢今｣と｢未
来｣、そして「日本｣と｢世界｣を見据えたグローバルな視
点をもとに､日本の伝統的な要素と文化の発信地・渋谷
を象徴する現代的な感覚をかけ合わせ、新しい文化に
つながるデザインを表現いたしました。ゲストルームの
デザインコンセプトである
「茶室」
につながる
「侘び寂び」
の概念を意識したカラーリング、構成、素材を取り入れ
ながら、繊細さを秘めたメリハリのある現代的なデザ
インとなっております。

今 年 2 月，我 们 为 在 东 京 涩 谷 开 业 的「hotel koé
tokyo」, 负 责 了 品 牌 设 计 和 艺 术 指 导 , 并 且 同
SUPPOSE DESIGNOFFICE 一起负责创意指导和
建筑室内设计的工作。
从以 logo 为代 表 的 VI 系 统 到 舒 适 性的 酒 店用品 和
菜单等平面设计、网站和手机等数字媒体设计、空间
线明快的引导标示、有效的利用了空间的导视设计 同
理 念一致的照明系统 等 , 进 行了跨 领域的综合 设 计
监制以及设计咨询。

hotel koé tokyo 是 artless 亲手打造的代表着一种现
代的生活方式的品牌。koé 是在涩谷开设并体现“new
basic for new culture”的复合型设施 , 以时尚、音乐

和美食为中心是它的品牌理念。

artless 对酒店的理念是“现在”和“未来”。并在全球
角度的基础上看清“日本”和“世界”, 日本的传统要素
和文化的发源地涩谷和象征现代的感觉相辅相成 , 表现
了与新文化相关的设计。
客房的设计以
“茶室”
相关的“侘
寂”为理念 , 加入了与理 念相呼应的配色、构成 和素
材的同时又隐藏着细腻有弹性的现代设计。
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branding design + creative & art direction
sign system
graphic design / packaging design

MIST Hot Spring Hotel is a hotel project for which
we have been in charge of V.I., branding, graphic
design, web design and sign design since 2016.
This spring, on 28th March 2018, MIST will have its
doors open in Henan Province, China.

artless Inc. が 2016 年からロゴをはじめ、サイン、アメ
ニティ、ウェブサイトとトータルで V.I. 及びブランディ

The architecture & interior design by Department of
Architecture from Bangkok, Thailand, brings a new
scenery to the landscape of Henan.
With their portfolios such as Hilton Pattaya and
Sala Phuket Resorts, Department of Architecture
has won numerous awards within and out of their
home country, notably Blueprint Award (UK,Winner),
Hospitality Design Award (NY, Winner) and
Architizer A+ Awards (NY, Jury Winner).
Amata Luphaiboon, the co-founder from Department
of Architecture, has executed an integrated design
from the architecture, interior to the installation
art pieces.

建築 ⁄ インテリアデザインは、タイ・バンコクを拠点とする
Department of Architecture が 手 が け まし た。Hilton
Pattaya や Sala Phuket Resort などの実績を持ち
Blueprint Award (UK) 優 秀 賞 を は じ め Hospitality
Design Award (NY) 優秀賞と Architizer A + Awards
(NY) 審査員賞を受賞し、国内外で高い評価を得てい
ます。MIST Hotel は建築からインテリア、インスタレ
ーションアートまでが Department of Architecture の
創設者 Amata Luphaiboon 氏によってデザインされ
ています。
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art & design

title

mist hot spring hotel 花满地
v.i. + branding

The iconic facade of MIST is composed of colourful
windows, bringing colours to the landscape of
Henan. The interior is characterised by strict
black & white colour schemes. The light falls through
the colourfully shaded windows, casting tinted lights
into the monochrome building and creates various
expressions at different time of the day.
artless Inc. has directed the hotel branding with
keywords “mist” and “colours of the sky” to
correspond with the architecture and interior.
The logo was constructed to depict shapeless,
indefinite form of mist. The sign design was created
with typographic system based on the logo.
The materials chosen are tracing papers, acryls
and glasses to express clarity. The branding uses
colours picked from the sky. The vivid gradation
colours used in hotel amenities make a striking
addition to the guests’ experience.

ングを担当したリゾートホテル「MIST Hot Spring
Hotel ( 花满地 )」が 2018 年 3 月 28 日に中国・河南

省にてグランドオープンします。

カラフルな窓が印象的なファサードは緑地の少ない河南
省の景色を彩ります。中に入ると、白と黒のミニマルな中
に配色された窓がカラフルな光を差し込み、一刻ごとに
変わる光の角度や明るさによって空間に異なった表情
を与えます。また、MIST Hoteの温泉が生み出す「霧」を
イメージしたインスタレーションアートが館内のいたる
ところに散りばめられ、滞在中はアートとの出会いを
楽しむことができます。

artless Inc. が担当したブランディングのキーコンセプトは
建 築と連動する「霧」「空」。霧の様に形をもたない
様子を表したロゴのタイポグラフィシステムをデザイン
しました。トレーシングペーパー、アクリル、ガラスなど
透明感のある素材を多用し、建築との一体感を大事に
しています。ブランドカラーには、空の色 / 建築で使用
している色から着想を得たカラーを。華やかなグラデー
ションカラーが施されたアメニティは、差し込むカラフル
な光と共に空間に色を添えます。

artless 从 2016 年开始 , 打造的以 logo 导视、舒适
备品、网站和整体 VI 以及品牌设计为代表的度假酒店
MIST Hot Spring Hotel 花满，2018 年 3 月 28 日在

中国河南省盛大开业。

建筑和室内的设计由泰国曼谷的设计事务所 Department
of Architecture 所担任。 Hilton Pattaya 和 Sala Phuket
Resort 曾 做 过 很 多 优 秀 的 实 际 项 目， 同 时 也 获 得 以
Blueprint Award 优秀奖为代表的 Hospitality Design
Award 优秀奖 (NY) 和 Architizer A + Awards (NY) 评
委奖 , 并获得国内外的好评。MIST 酒店从建筑到室
内设计到装置艺术均由 Department of Architecture
的创建者 Amata Luphaiboon 设计完成。
色彩丰富的窗户是建筑的主立面令人印象深刻的
同时 , 也在绿地稀少的河南景色中起到了点缀的
作 用。 进入建筑内部 , 黑色白色最小限度的配色被
色彩缤纷的光线穿插 , 每一时刻不同的光线和角度赋
予了空间不同的表情。另外 , MIST 酒店的温泉如
同一个装置艺术 , 产生出的“雾”散落在酒店内的
各处，能够在水雾中能够享受和艺术碰撞的乐趣。
我们将和建筑联动的“雾”和“天空”作为花满地的
品牌设计定义的的关键词。logo 字体系统的设计理念
是用如同雾一样无形的样子来呈现。由于我们非常重
视和建筑的一体感 , 所以大量采用了防滑纸、丙烯和
玻璃等透明感材料的使用。品牌主要颜色是从天空的
颜色、建筑颜色中得到的灵感。丰富的渐变色空间装
饰和多彩的光线相辅相成，为舒适的空间增添色彩。
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branding design + creative & art direction

artless Inc. has carried out art direction for
photoshooting promotional visuals at “MIST Hotel”
and “Pullman Kaifeng” luxury hotels owned by
Central China Hotel Management, who has been
earning reputations from their past projects in
Henan Province.

中国・河南省を中心にホスピタリティ事業での実績を
誇る｢Central China Hotel Management Group」の
ラ グ ジ ュアリ ー ホ テ ル「MIST Hotel ｣、｢ Pullman
Kaifeng 」において、イメージビジュアル撮影のディレク
ションを行いました。
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title

mist hotel and pullman kaifeng
art direction for key visual

Photographer Yoshihiro Makino and creative
director Shun Kawakami have vividly captured the
spatial atmosphere of the locations.
Yoshihiro Makino is a photographer, based in
Los Angeles whilst actively going across West
and East coasts, whose primary expertise includes
interior photography, landscape photography and
documentary portraits.
“MIST Hotel” is a luxury resort hotel, for which
artless Inc. carried out an integrated visual identity
design that consists of: logo, wayfinding,
amenity and website deisgn.

LA を拠点に西海岸と東海岸をバイコースタルに行き来
しながらも、
グローバルなフィールドでインテリアやラン
ドスケープ、ドキュメントポートレイトの撮影を得意とする
フォトグラファー Yoshihiro Makino 氏を迎え、弊社
クリエイティブディレクター・川上シュンとのコラボレー
ションにより、空間に流れる空気感を切り取りました。
｢MIST Hotel」はロゴ、サイン、アメニティデザイン、ウェ
ブサイトデザインまで弊社がトータルデザインとブラン
ディングを手がけたリゾートホテルです。

我们在以中国河南省为中心，在服务业领域上获得了
实绩的建业地产股份有限公司的豪华酒店 MIST 酒店
和开封铂尔曼中，进行了形象视觉摄影的指导。
摄影师 Yoshihiro Makino，在洛杉矶工作，经常在东西
海岸活动，擅长于在全球范围内的室内摄影、风景摄
影和纪实摄影。此次，我们迎来了 Yoshihiro Makino
和创意总监川上俊的合作，他们生动地捕捉到了在这
些地点的空间中流动的空气感。

MIST 酒店作为一家海华度假酒店，我们为其设计了
完 整的视觉识 别系统，其中包括：logo 、导 视 、室内
设计、网站设计等 。
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assistant design
key visual photography

artless Inc. is in charge of carrying out the V.I. design
and brand direction for “TAKAMI HOLDINGS”,
a holding company that owns “TAKAMI BRIDAL”
and its affiliated companies in the field of hospitality.

artless Inc. は、1923 年に京都にて創業した「TAKAMI
BRIDAL」並びに、系列会社を束ねるために設立された
「TAKAMI HOLDINGS」の V.I. 構築とブランディングを担

artless 负 责 了 TAKAMI HOLDINGS 的 V.I. 和 品 牌
指 导。TAKAMI HOLDINGS 是 一 家 控 股 公 司，拥 有
TAKAMI BRIDAL 及其酒店业相关联的公司。

“TAKAMI BRIDAL” first opened in Kyoto as
a kimono store, and since its establishment in 1923,
the company has been flexibly evolving itself to suit
the needs of the era. At present, TAKAMI BRIDAL
offers services borderlessly across the filed of
hospitality, from self-production of bridal dresses,
styling kimonos, event planning, arranging overseas
wedding ceremonies to food & beverages.

「TAKAMI BRIDAL」は、1923 年に呉服屋として創業し
て以来、時代とともに柔軟に進化を遂げ、今ではウェディ
ングドレスのインポートをはじめとした、自社ブランドで
のドレス制作・着物のコーディネート・イベントプランニン
グ・海外挙式のプロデュース・飲食事業など、ホスピタリ
ティ分野を横断したサービスを提供しています。
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takami holdings
branding + visual identity

artless Inc. has designed and directed the V.I. and
branding for TAKAMI HOLDINGS with a focus on
“authentic hospitality.” Our task involved integrated
design strategy through logo design, stationeries,
corporate website, recruit website, copywriting,
invitation and greeting cards.
To carry the weight of the company’s history and
its trustworthiness, the logo design is based on
Venetian typeface which is tailored letter by letter to
add a warm, organic touch. The corporate colour
is grey, which represents ‘the art of being
a complement’. TAKAMI HOLDINGS’s philosophy
in hospitality lies on enhancing or emphasizing
the qualities of its customer’s moments shared
with them. The corporate visual features abstract
scenery, providing a plesant presence rather than
calling for an attention.
This is a project that delicately communicates of
confidence, authenticity and quality through
the holistic design approach.

当しています。

弊社はこれらの事業と歴史をもとに、お客様との信頼の
軸となる「本物のホスピタリティ」を V.I. 構築のキーワー
ドとし、ロゴデザインをはじめ、ステーショナリー・コーポ
レートサイト・リクルートサイト・コピーライティング・イン
ビテーションカード・グリーティングカードまで、包括的
なディレクション及びデザインを行なっています。
ロゴデザインは、創業から 100 年を迎える企業の歴史を
重んじた格式のある書体をベースに、一文字ずつ丁寧に
手を加えることで、筆で描いたような繊細な温かみを与
えています。コーポレートカラーは「主役であるお客様を
引き立てる品格」を表現するため、黒と白の中間色である
「グレー」をセレクト。キービジュアルには抽象的な風景写
真を取り入れ、お客様にとって心地よい存在であること
を象徴しています。
すべてのデザインを通して、歴史ある企業としての佇まい
や本質的な上質さにフォーカスしたプロジェクトです。

1923 年作为和服店创立以来，随着时代发展不断的
灵活，现在提供以进口婚纱为首，到自主品牌的婚纱
制作、
和服搭配、
策划、
海外婚礼策划、
饮食事业等服务。
artless Inc. 为 TAKAMI HOLDINGS 设 计并 指导了
V.I. 和品牌形象，以“真正的服务”为品牌理念。我们
设计了 logo、文具、企业网站、招聘网站、文案、邀请

以及贺卡等。

为 了 承 载 公 司 的 历 史 和 诚 信，logo 设 计 采 用 了
Venetian 字体，通过逐字调整，增加了一种温暖、有机
的触感。为了表达出“将客人衬托成主角”的理念，选
择黑色和白色的中间色 - 灰色为品牌的色彩基调。主
视觉图选用了抽象的风景摄影，象征着对客人来说是
舒适的存在。

TAKAMI HOLDINGS 是一个通过整体的视觉设计来
传达企业的历史、姿态、优质的服务为焦点的项目。

artless Inc.

between
art & design

title

takami holdings
branding + visual identity

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.

artless Inc.

between
art & design

title

takami holdings
branding + visual identity

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.

artless Inc.

between
art & design

title

takami holdings
branding + visual identity

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.

artless Inc.

www.artless.co.jp

info@artless.co.jp.

ch

between
art & design

title

In Praise of Shadows at the Louvre Museum
artwork + installation design + concept design +graphic design
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creative & art direction
graphic design
photography

Shun Kawakami, CEO of artless Inc. and art
director/artist, was invited to be one of the main
artists of Salon des Beaux Arts 2017 at the Louvre
Museum, Paris. Shun Kawakami exhibited
a collaborative artwork with Seven Shuffles,
featuring a video installation art spanning to
the width of 17.5m. Alongside with the art
installation, artless Inc. was tasked to design
the book cover of the Salon des Beaux Arts 2017
catalogue, as well as the invitation card and posters.

本作は川上シュンと seven shuffles のコラボレーション
による 17.5m に及ぶビデオアート作品で、パリ・ルーヴ
ル美術館で行われた「Salon des Beaux Arts 2017」に
て発表されました。本展で artless Inc. は「Salon des
Beaux Arts 2017」ブックの表紙デザインやインビテーシ
ョンカード、ロビー・屋外に設置されるポスターのグラフ
ィックデザインも担当しました。

Salon des Beaux Arts is a festival of the arts held
every year at the Louvre Museum, organized by
the Société nationale des beaux-arts, a French
art groupe with a history going back 150 years.
More than 600 artists from across the globe; from
painters, sculptors, printmakers, photographers to
illustrators, gather to represent the contemporary
art scene. Select artists in each discipline are given
awards for their exemplary works. Kawakami’s
artwork at Salon des Beaux Arts 2017 has won him
the Gold Medal Award.

ザール）が毎年パリのルーヴル美術館にて主催するアー
トの祭典で、本作は昨年 2017 年 12 月の開催にて金賞
を受賞。

The exhibited artwork, titled “In Praise of Shadows”,
communicates of the Japanese sense of beauty, in
the foreign land of France by expressing
the Japanese ideology of “nothingness”, “the depth
in the shadow” and “ephemerals”. The nothingness,
or negative space, suggest further depth rather
than non-existence. Though Kawakami’s works have
always centered around the traditional Japanese
philosophical motifs, at Salon des Beaux Arts 2017,
he has utilized the temporal and spatial nature of
the moving images, to redefine and recognize
the “aesthetics of Japan” through lights
and shadows.
Though their creative fields differ, Shun Kawakami
and Seven Shuffles reinterpret traditional Japanese
sense of beauty to be presented to the world.
By intertwining videography and global perspectives,
they have breathed in qualities to the shadows;
scents, humidity and weights.

Salon des Beaux Arts（サロン・デ・ボザール）は、150
年を超える歴 史を持つフランスの美 術団体 Société
nationale des beaux-arts（ソシエテ・ナショナル・デ・ボ

「In Praise of Shadows – 陰翳礼讃 – 」と題し、日本独
自の「無」の概念、暗闇の深さ、視覚以外の感覚の複合
により感受する瞬間的な美の価値、無涯無辺の広がりと
して捉えられる現象をテーマとしています。川上はこれま
で印刷表現と空間表現でこれらを表現してきましたが、
Seven Shuffles とのコラボレーションにより映像特有の
時間性、空間性を利用し陰翳の中にある「余韻と雅」を
作品を通して再定義しました。
異なる分野でありながら、海外でも活躍する日本人とし
ての観点から日本の美的理念を見つめる川上と Seven
Shuffles。映像という手段とグローバルな感性を掛け合
わせることで、匂い、重み、温度、音といった視覚できな
いものを暗闇の中に感じ取る日本古来の美意識の再構
築を試みた作品です。

这 是一 幅由川上俊和 seven shuffles 的合作而成的
作 品，以一 幅 宽 度 达 17.5 米 的 视 频 装 置作 品。在巴
黎卢浮宫美术馆的 Salon des Beaux Arts 2017 中展
出。除了艺术装置，artless Inc. 还负责设计了 Salon
des Beaux Arts 2017 的图书封面，请柬以及海报。

Salon des Beaux Arts 是有着超过了 150 年的历史的
法 国 美术 团 队 Société nationale des beaux-arts，每
年 在巴黎卢浮宫美术馆主 办 的 艺 术 庆 典。本作品 在

2017 年 12 月开办中获得了的金奖。

以 “In Praise of Shadows - 阴翳礼赞（日本独特的美
学传统，阴翳是一种含蓄、虽有空缺但留有余味的状
态）”为题，日本独特的“无”的概念，暗处的深度，通
过与视觉之外的感觉的结合而感受到瞬间的美的价
值，能够捕捉到无尽无边的空间的现象是这次艺术活
动的主题。川上俊利用了印刷和空间的表现呈现出这个
作品，通过同 Seven Shuffles 的合作，利用了影像特
有的时间性、
空间性，
重新定义了阴翳中的
“余韵和雅”
。
虽然他们的创作领域有所不同，但川上俊一和 Seven
Shuffles 重新诠释了日本传统的美学，并呈现给了世
界。通过将影像和全信息式感觉相结合，尝试了在黑
暗中感受气味，重量，温度，声音等视觉无法感受到的
东西，是一个对日本自古以来的美学意识再构筑的试
验性作品。
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A solo exhibition “traditional contemporary” by
Shun Kawakami, artist / art director of a branding
agency artless Inc., will be on show at Phaédo
Gallery in Shanghai.

ブランディングエージェンシー artless Inc. 代表であり
アーティスト / アートディレクターの川上シュンが、個展
「traditional contemporary」を上海の Phaédo Gallery
に開催する運びとなりました。

Kawakami is an award-winning art director with
a deep understanding of global art and design
trends. His professional expertise allows him to
focus and practice expressing the fundamentals of
traditional Japanese aesthetics, with inspirations
from classic Japanese arts. On the contrary,
the production methods taken are rather
contemporary. It involves making graphic collages
from photographs, drawings and digitized visuals,
such as scanned images. These digitally created
graphics are printed on traditionally hand crafted
papers, such as gold and silver foil papers, created
by artisans from Kanazawa. By adopting these
delicately made papers, the elements of ‘wabi-sabi’
are expressed through the nonartificial blurring
of the ink and the degradation of the finished
artworks over time – in order to pursue ‘unintended
expressions in prints’.

多くの受賞歴を持つ川上シュンは、グローバルなアート
やデザインの流れを読み解くことで、単なる日本の伝統
美への回帰には留まらず、現代的西洋思想を独自に
解 釈し、横断的に思考を遊ばせながら、自身のプリミ
ティブな美を表現しています。

Kawakami’s digital collages, interactive-artworks,
and multimedia installations are sublime experiences
in zen poetry that confidently push the boundaries of
their media. Kawakami recently received the Salon
des Beaux Arts, Carrousel du Louvre, Médaille d’Or
for his 2017 installation at The Louvre.

デジタルコラージュやインタラクティブ作品、マルチメ
ディアなインスタレーションなど、常に新しい表現方法
を模索する川上の作品はメディアによる境界を広げ
続けています。昨年十二月には毎年 ルーヴル美術館
で開催される Salon des Beaux Arts にメインアーテ
ィストとして招待されインスタレーションを行い、金賞

余白や間によって表される、日本古来の美的理念を重
んじながらも、その制作にはフォトやドローイング、スキ
ャンなどのデータ化されたヴィジュアルをベースにグラ
フィック・コラージュといった非常に現代的な技法を
用いています。金沢の職人の手により特殊制作された
金箔および銀箔の紙や松、桐、間伐材を原料とする
樹紙、あるいは伝 統的手法で漉かれた和紙のような
伝統的かつ特殊な紙の地に、モノクロームによる美術
表現、伝統的手法と現代手法を織り交ぜた特殊印刷を
施すことによって、人 為的でない掠れや経年劣化を
侘び寂びの美の要素としてとりいれ､「印刷作品であり
ながら無二なる唯一の表現」を追求しています。

Médaille d’Or を受賞しました。

ch
川上俊 , artless 品牌设计公司代表人 , 艺术家 , 艺术
总监。2018 年 3 月在 上 海 Phaédo Gallery 举办了
个人画展 traditional contemporary 。
拥有多次获奖经 历的川上俊通 过 对全 球化的艺术 和
设计流程的解读 , 不只停留在日本的传统美学 , 而是
独自解 释 现代西洋思 想 , 以 贯穿的思考方式 来表 现
自身原始的美。
川上俊 用留白和间隔 来表 达 对日本自古以 来的美学
的重视 , 同时该作品以照片和素描、扫描等数字化的
视觉为基础 , 利用平面和拼贴等非常现代的技法。在
树木制的特种纸（金泽手艺人特殊制作的金银箔纸和
松树、梧桐、木 材 等为原 料的 纸张）, 或 者日 本 传 统
制 作 手法的 特 殊 和纸 上 , 绘 制出黑白的艺 术 表 现
形式 。使用了传统手法和现代手法交织的特殊印刷技
术 , 体现了不经意的飞白和常年的劣化感作为寂静的
古色古 香 的美 的要 素 , 追 求“虽 然 是印刷品但 是 独
一无二”的理念。
对于 作品而 言 , 川上俊喜欢去尝试 摸 索 新的表 现
方法 , 数码拼贴画和互动作品、多媒体装置等 , 并且
继续像媒体界扩展。2017 年的 12 月 , 川上俊在法国
卢浮宫美术馆每年举办的 Salon des Beaux Arts 中
作为主要艺术家被 邀请 制作装置艺术 , 并获 得金奖

Médaille d’Or 。
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creative & art director
sign system

A 100-years-old rail map is divided into 10 forms
and reconstructed. Despite being an old map
from more than a century ago, b oth Japanese and
English words appear on it, and we are led to
ponder on its historical background. The collage
is comprised of 10 cities that were carefully
chosen as places that formed the base of
the artist’s identity. The points together form
a line, and the line expresses the tracks of time
and the past, and also the artist’s life.

10 0 年以上前のレールマップを 10 というフォルム

between
art & design

title

mind map by shun kawakami
exhibition

に再 構 築したコラージュ作品 。使 用されているレー
ルマップは一世紀以上前の古地図にも関わらず、日本
語と英語が併記されており、
時代背景を推し量らせる。
作 家のアイデンティティの 基 盤となっている 10 都
市を精選しコラージュしており、ポイントされた地図
の点と点が 線を成し、その線 が 時 間や 過 去の軌 跡､
作家自身の人生を表している。

这 是 一张有 100 年历史 的 铁 路地 图 被 分为 10 种 形
式，并进行了重组的作品。虽然这是一张一百多年前
的老地图，但上面却出现了日文和英 文两个单词，我
们不得不思考它的历史背景。重组画由 10 个城市组
成，这些城市被精心挑选出来作为作者身份的基础。
这些点和点之间构成了一条线，这条线表达了时间和
过去的轨迹，也表达了作者的生活轨迹。
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creative & art director
graphic design

‘Phaédo’ is a fashion brand in Hangzhou, China,
led by the first Chinese graduate from Antwerp
Royal Academy of Fine Arts, Zhu Zhu.

アントワープ王立芸術アカデミーでファッションデザイ
ンを学んだデザイナー・Zhu Zhu をディレクターに迎
え入れた、中国のファッションブランド「Phaédo」のブ
ランディングを手掛けました。

between
art & design

title

Phaédo
branding + visual identity

The brand’s logo was developed carefully for over
a year, with each letter tailored to carry out
the brand’s concept. With the identity we
developed, Phaédo has made its debut in Milano
Fashion Week in February 2017. Phaédo, with their
debut collection, has showcased its philosophical
and aesthetic values that weigh importance on
timelessness, unadorness and wabi-sabi.

初回提案から約 1 年をかけ、1 文字ずつテイラーしデ
ザインされたロゴと共に、
「Phaédo」は、2017 年 2 月
Milano Fashion Week で初のコレクションを発表し
ました。時代に左右されない、タイムレスなデザインで
ありながら「侘び寂び」の理念を大事にした詩的な世界
観で、異彩を放ちました。

artless Inc. はロゴをはじめ、フォトグラフィー、ビデオ
artless Inc. had an opportuninty to develop their
branding through logo design, web design, directing
photography, videography and sound design.
The photoshoot was carried out at a ruin that stands
deep inside Hangzhou, China. Phaédo’s works
were taken with focuses on the rustic textures of
the site, as well as the nature. Web design features
sound design that symbolises the passage of four
seasons. Though minimal, the website assembles
craftsmanship of different expertises, representing
the ethos of Phaédo.
With deep understanding and resonance with
the brand’s philosophy, we crafted the branding to
its every details, believing that would be an identity
Phaédo is able to stand for.

グラフィー、サウンドデザイン、ウェブサイトまでトータ
ルなブランドアイデンティティの構築を行いました。撮
影には杭州の山奥に佇む廃墟を利用し、時の経過を感
じる自然物や建築物の一部にフォーカスをあてながら
作品を撮影し、Phaédo の世界観を表現しました。ウェ
ブ・デザインには四季を表現するサウンドを起用し、ミ
ニマルでありながら記憶に残る Phaédo というブランド
を象徴するウェブサイトとなっています。撮影に使用し
た建設物は、インテリアスタイリスト・コレクターである
Axel Vervoordt 氏を招き、ショールームとしてのオープ
ンを予定しています。

Zhu Zhu 毕业于安特卫普皇家艺术学院的时尚设计
专业，并担任了中国杭州的时尚品牌 Phaédo 的设计

指导。

Phaédo 的 logo 经 过一年多的 精心设 计，每 一 个字
母 都 是 为贯 彻 品 牌 理 念 而 量 身定 制 的。Phaédo 于
2017 年 2 月在米兰时装周首次亮相。Phaédo 秉承
着不 被 时 间 左 右，在 拥 有永 恒 的 设 计 的 同 时，保 持
着“侘寂”的理念，在诗意的世界中，大放异彩。
artless 负责了以 logo 为首，到摄影、视频、音乐、网
站等完整的品牌视觉形象的设计。

照片是在藏在杭州深山的废墟中拍摄的。经历了时间
而沉积出的自然物和建筑物是此次拍摄的焦点，同时
也表现了 Phaédo 的世界观。在网站设计中起用了象
征四季的效果音，呈现了 Phaédo 具有极简而又让人
印象深刻的品 牌 特 征的网站 效 果。拍摄中使 用的建
设物，邀请了室内设计师·收藏家的 Axel Vervoordt
先生，预定为展示空间开放。
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logo + visual identity
spatial design
package design
sound design
web deaign

Produced and managed by artless Inc. artless
craft tea & coffee is a tea and coffee stand with
the design concept “chashitsu (tea room)”,
where the notions of “sado” is expressed through
a modern sensibility.

artless craft tea & coffee は、artless Inc. がトータルプ

between
art & design

title

artless craft tea & coffee
branding + management + spatial design

The store is located in a train underpass, where
people can experience the “chashitsu” culture in
a casual setting. With only untreated larch plywood,
black steel frames, and bare concrete as
the finishing materials, the minimalist space feels
contemporary but with a “chashitsu” like
atmosphere and a “wabi-sabi” feel. The centerpiece
is a 5m long metal counter, where a square furnace
has been cut out to house a tea kettle created by
a living national treasure.
Traditional Japanese handicrafts are used to prepare
and serve tea, while the original merchandise is laid
out in a uniform arrangement that contributes to
the refined atmosphere.
With a focus on “craft”, we serve single origin
coffee from small farms and Japanese tea from
organic and pesticide-free tea leaves. All coffees are
carefully hand-dripped and prepared on the spot,
while Japanese tea is served using the finest tea
kettle,where the flavor is distilled in every last drop.
Behind the shop is an a gallery “artless appointment
gallery” where we hold exhibitions designed and
curated by us. It functions as a place where we offer
BtoC services, as well as BtoB a consultation and
a production services. We provide a unique service
with a mission to explore and expand
the possibilities of business in art.
Our aim is to create and sta a new design movement
by creating a modern ”chashitsu" in a warehouse
like space in a train underpass.

ロデュース · 運営する、オフイスを併設した東京・中目黒
のコーヒ一スタンドです。
「クラフト」という言葉にフォーカスし、コーヒーはマイク
ロミルやマイクロロットと呼ばれる小規模農園から、国
や風土、生産背景や生産方法などのストーリーあふれる
「シングルオリジンコーヒー」を一杯ずつ、
丁寧にハンドド
リップで提供します。
「焙じ茶」も同じく小規模農園で有機や無農薬で人の
手で丁寧に育てられたクラフトな焙じ茶を常滑焼の
急須で、うまみが 凝 縮される最後の一滴まで丁寧に
滝れます。また、深い味わいオーガニックミルク（有機
牛乳）による、コーヒー及び焙じ茶とミルクの組み合わ
せたまろやかな一杯もご用意しています。
空間は「現代の茶室」をデザインコンセプトとし、建築
構造用面材で使用されるラーチ合板 ( 構造用のマツ
など樹を薄くスライスして張合わせ、パネル状にした
もの ) をそのまま意匠としたデザイン、幅 5m の一枚
鉄板のカウンターに炉をきり、「伶び寂び」、そして「未完
の美」という日本独自の美意識をベ一スに現代的な
デザイン表現を行いました。
使用する道具も、京都金網辻の茶こし、開化堂の茶筒、宇
治 / 朝日焼の急須、榮焼 / 三代目小川長榮の長男・小川
裕嗣氏の白築の茶碗や花器など進化し続ける日本の伝統
工芸品。店内に流れる BGM はブランドコンセプトに
沿ったミニマルで上質なサウンド。音楽も空間デザイン
の一つの要素として、音楽家とのコラボレーションによる
オリジナルのサウンドデザインを行いました。

artless craft tea & coffee は、茶道のように道具や空間
の気配にまで細部へのこだわりと配慮を大切にして
います。日本の独自の美意識を再解釈し､現代のトレンド
やサードウェープとの融合を模索する新しいスタイル
のブランドです。

artless craft tea & coffee 是一个从生产到运营 , 和
artless 设计工作室并设立于东京目黑区中目黑的咖

啡店。

它专注于“craft ”, 并从被业界内称为微批次、精处理
的小规模的农庄中进货，将这些饱含了风土人情、生产
背景和生产方法而逸闻的“单一产地咖啡”仔细地制成
每一杯现磨咖啡 , 诚意供应。
店内的烘培茶同样是把小规模农园中人工无农药培育
出来的手工焙茶放在常滑烧小茶壶中 , 将凝聚了极上
美味的焙茶精心泡制出最后一滴为止。此外 , 我们还
准备了新鲜有机牛奶和咖啡或者茶的搭配 , 为客人提
供更多的选择。
店内的空间以“现代茶室”作为设计理念 , 建材直接
使用了落叶松胶合板 ( 将建材用松树等木材薄切后胶
合，形成板状的一种建材 ), 在宽 5m 的单片铁板柜台
上起灶 , 展现出以“侘寂和未完成的美”为基调的日
本独有的审美意识。
店内所使用的工具 , 都是在现代工艺下不断进化的日
本传统工艺品。例如 , 京都金属网的茶漏、开化堂的
茶筒、宇治 / 朝日烧制的茶壶、乐烧第三代小川长乐的
长子小川裕嗣氏的白乐茶碗和花瓶等。简约的环境音
乐在营造优美的空间氛围中起着关键性的作用。我们
与音乐家合作 , 设计了一套专属原创音乐 , 营造我们
的品牌文化和理念。

artless craft tea & coffee 遵循了日本茶道中对道具
及空间氛围等细节的极致追求。它是一个对日本独有
的审美意识进 行重新 解 释 , 同时又 融合了现代 流 行
意识和“第三波咖啡热潮”, 不断进行摸索的形态新颖
的品牌。
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Located in the hustle and bustle of the city centre in
Kuala Lumpur, Malaysia, “The Tokyo Restaurant.”
is a Japanese restaurant & bar in ISETAN THE
JAPAN STORE, produced by Plan Do See, Inc.
We, artless Inc., was given an opportunity to carry
out branding & visual identity for the restaurant.

2017 年 2 月、
マレーシア・クアラルンプール中心部に位置
する ISETAN THE JAPAN STORE 内にオープンした
レストラン＆バー｢THE TOKYO RESTAURANT. 」の
ブランディング & V.I. を担当しました。

between
art & design

title

the tokyo restaurant.
branding

Our branding span across a wide range of media
from logo design to stationeries, menu, sign design
and copywriting. The key concept for the visual
identity is “marriage of authenticity and
light-heartedness.” Classic typefaces were chosen
to create an authentic atmosphere for the brand,
while the abstracted monogram adds
a contemporary, approachable look.
We have created an extensive corporate identity
guideilne in order to ensure the correct delivery of
the brand’s tone and manner by local designers.
The corporate identity guideline includes: the usage
of logos and its versions, examples of typeface
usages, direction for photographys and copywriting.
The Tokyo Restaurant. is suited for various
occasions whether your visit is with family, friends
or as a couple. The brand design sets
the restaurant down-to-earth, while not
compromising on the sophisticated mood.
We believe that, with our own Japanese sense of
aesthetics, we were able to express
the sophisticated, contemporary atmosphere for
the audience in Kuala Lumpur.

ロゴをはじめ、サイネージ、ステーショナリー､メニューの
グラフィックデザインから、コピーライティングまで、細部
に渡り手がけることで、確固たるブランド構築を図りま
した。デザインコードは「格式とカジュアルのマリアー
ジュ」。ロゴデザインにはクラシックな書体をセレクト
しながら、抽象的でミニマルなモノグラムを添えること
でコンテンポラリーな印象にしています。
現 地のデザイナーの手に渡った後も、THE TOKYO
RESTAURANT. の空気感が的確に表現され 続ける
ように、ブランドガイドラインにはロゴのバリエーショ
ン、使用ルール、タイプフェイスの文字組例、写真撮影
のディレクション、コピーライティングのトーン＆マナー
を含めています。
家族、友人、恋人となど、様々なシーンに対応するオール
デイダイニングでありながら、上品さを兼ね合わせた ｢ THE
TOKYO RESTAURANT. 」。日本の感性を通しながら
ローカルなオーディエンスに受け入れられる、コンテン
ポラリーなアウトプットを意識したブランディング・プロ
ジェクトです。

THE TOKYO RESTAURANT. 是 一所 集餐厅 和酒吧
于一体活动场所，2017 年 2 月，在马来西亚吉隆坡市
中心的 ISETAN THE JAPAN STORE 内开业。artless
为其负责了品牌和 vi 的设计。

从以 logo 为代表的招牌，办公用品，菜单的平面设计
到公关文案等，通过我们细致的把控，策划出更加稳
固的品牌。我们的设计理念是礼节与轻松的结合。我们
在 logo 设计中选择了古典字体，并在其中添加了抽象
的最小限度的交织文字，给人一种现代的印象。
我 们 联合当地 的 设 计 师之 后，为了能 准确 地 表 现出

THE TOKYO RESTAUANT. 的空气感，在品牌使 用
规范中，包含了 logo 的变化，使 用规则，字体的文字

排列，摄影的指导，公关文案的调整和规矩等。

THE TOKYO RESTAUANT. 能够适合于各种不同的
场 合，无 论是 同家 人、朋友 或 是 恋 人。THE TOKYO
RESTAUANT. 是 一 个 通 过日本的感 性的同时，能 够
在当地被人们所接受，并且能够输出现代文化的设计
项目。
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sign design + art direction
consultation

We were appointed as the signage design
consultant for Four Seasons Hotel Kyoto, which
opened in the historic city of Kyoto in the autumn
of 2016.

日本とその文化を愛するすべての人にとって特別な響き
をもつ場所である京都。

京都，对于热爱日本和这个文化的人来说 , 是一个具
有特殊影响的地方。

In a project spanning three and a half years, we
worked together with specialists in fields including
an interior team from Singapore, a design team from
Shanghai, and a lighting consultant based in the UK.
Collaborating with the finest teams from around
the world has allowed us to perfect every detail.

た。雅やかな四季折々の美意識とモダンな感性が融和
する、この新たなラグジュアリーホテルプロジェクトにお
いて、サイン計画のコンサルティングおよびデザインの
総合デイレションを担当し、オープンまでの約 4 年という
期間を通して、徹底したプロジェクト進行を行って参り
ました。

As the signage design consultant our duties ranged
from selecting the typefaces for both Japanese and
English, designing icons, plotting signs, selecting
materials, as well as managing project progress.

細部まで圧倒的にこだわり抜かれたホテルデザインは
京都の土地柄を繊細に調査した上で行われ、自然との
調和を暮らしのなかで守ってきた京都にふさわしい
ナチュラルで繊細な質感を大切にしており、ホテル内部
はもちろん、エントランスから庭固に至るまで全ての
サインデザインを、一貫して伝統を色濃く感じさせるもの
とする事で、日本とその文化を愛するすべての人にとって
特別な響きをもつ場所である京都にふさわしい 5 スタ
ーホテルとりました。同時に世界各国から集まつたイン
テリアデザイナー、アートコンサルタントとライティング
コンサルタント等のグローバルなチームと、日本の伝統
的美学が 融合する事で、これまでにない新鮮な空間
となっております。
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four seasons hotel kyoto
signage design + consultation

Located in the historic and cultural capital of Japan,
every element of Four Seasons Hotel Kyoto has
been designed with a deep understanding of
the local history and culture. We set out to create
signage that compliments the meticulously thought
out interior design. Our direction was to incorporate
the aesthetics and philosophy of Japanese crafts
with a modern design sensibility.
We chose materials that reflect Kyoto’s rich history
and paid particular attention to the environment and
context of each individual signs. Working in tandem
with the art and lighting consultants, we sought to
elevate the space into a sophisticated environment.
By overseeing every aspect related to the signage
design; from the interior to the garden and to
the exterior, we were able to have a greater
perspective of the entire space, including the line
of flow and the positioning of each facility,
and were able to play a crucial role in creating
the refined space.

1200 年にわたって四季を重ねてきたこの古き都に
2016 年秋、フォーシーズンズホテル京都が誕生しまし

細部に至るまで世界各国で磨かれてきたフォーシーズ
ンズならではの最先端の快適性と、日本伝統の雅やか
なおもてなしを調和させた、これまでにない空間である
事から、サインデザインは全館を通してその場にあわせ
たデザインを徹底する事とし、障子細工や木工芸など
日本の卓越したクラフトマンシップの象徴である伝統
工芸の美学もちりばめ、洗練され空間に華を添えるも
のとなっております。

在长达 1200 个的四季变换中 , 2016 年秋 four seasons
hotel 在这个古都诞生。高雅的四季美感和现代的感性
相融和 , 我们在这个新的奢侈品酒店项目中 , 担当了
空间导视企划咨询和设计的综合指导 , 参与了直到开
业为止历时 4 年的项目制作。
我们在对京都的土地花纹调查的基础上 , 进行了任何
细节都不疏忽的完整的酒店设计项目。遵守与自然和
谐共生的京都，非常重视自然、纤细的质感。所以酒店
的内部设计 , 从入口到院子所有的导视设计都是一贯
的传统感觉的色彩。京都，对热爱日本和这个文化的
人而言 , 是一个具有特殊影响的地方 , four seasons
hotel 对于京都而言，同样也是一家非常适合它的五
星级酒店。从世界各国聚集的室内设计师、艺术总监
和文案指导等全球性团队和日本传统美学的融合 , 将
four seasons hotel 打造成了一个前所未有的新鲜的
空间。

four seasons hotel 大到整体 , 小到细节都是由世界
各国的设计师亲手打造而成 , 在体现出了高端舒适性
的同时也调和了日本传统高雅的待客之道。针对迄今
为止都没有足够空间这一情况 , 通过导视设计将全馆
和这个场所彻底的结合 起 来 , 隔断 纸门和木工艺等
是日本的卓越工艺的象征 , 同样也镶嵌了传统工艺的
美学 , 使得被雕琢的空间更加锦上添花。
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logo + visual identity
sign system
graphic design / packaging design
application design
brand compliance support
photo shooting

With the reopening of hotel kanra kyoto in October
2016, we were in charge of rejuvenating the brand
design and providing design consultation for
the hotel.

｢豊かな自然と歴史、伝統を抱く京都「洛」を「体感＝気
づき＝学び」新たな伝統を育み受け継いでいくこと」と
いうコンセプトを持つ京都のモダンホテル、hotel kanra
のリニューアルに伴うデザインコンサルティング、ブラン
ディングをおこないました。
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hotel kanra kyoto
branding + sign system

Located in Kyoto, the cultural capital of Japan,
the hotel seeks to “experience, discover, and learn
from the historic city that is brimming with nature
and history, and to create a new tradition and carry
on the city’s legacy into the future.”
The design tenet for this project was “kireisabi”,
an aesthetic sense and philosophy of Kyoto/
Japan, which was realized through the logotype,
typography, pictograms, and the tastefully weathered
color scheme of coal black and copper red that
were used in the signage and print materials.
While elements of traditional Japanese culture are
present in all levels of the design, to meet demands
of a growing inbound market in Kyoto, all written
materials are in both Japanese andEnglish. Our goal
for this project was to build a new brand image of
hotel kanra kyoto that is international in scope with
a Japanese essence.

今回新しく建物の増設に伴い客室が 39 室増えてお
り、千年の洛「京都」日本独自の文化が育んだ美を感じ
さるよう、京町家の印象を取り入れたインテリアデザイン
にあわせ、ロゴやサイン等の全てのデザインにも、格式
とモダンなデザインを融合させ、
リニューアルに伴い洗練
された印象に一新しております。
空間演出にあわせたサインデザインや、パッケージデザ
インの素材選定における。その全てを一貫して、モダン
でスタィリッシュでありながら京都らしい安らぎのある
ものへとする事で、国内のみならず、海外のお客様にも
喜んで頂けるトータルデザインとなりました。

在 hotel kanra 的 改 造 中 , 秉 承 着 对 京 都 新 式 酒 店
的“丰富的自然和历史，拥有传统的京都‘洛’继承了
新传统‘ 体会 = 认识 = 学习’”这一理念 , 我们负责了
设计指导和品牌设计的部分。
伴随着这次新建筑的增添 , 客房增加了 39 间。被誉为
千年古都的京都，体现出了日本独特文化孕育的美。将
京町家的印象引入并同室内设计相结合 , logo 和导视
等所有的设计也采用了礼数和现代设计的融合。随着
改造 , 酒店也焕然一新。

hotel kanra 的导视设计、包装设计的素材选定全部配

合了空间的组织和安排 , 流露出现代流行的感觉的同
时 , 又给人们带了京都特有的平稳和安静。不仅能够
影响着国内的客人 , 同样也能够让海外的客人也体会
到这种喜悦的心情。
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design consulting
logo + visual identity
signage
graphic design / packaging design
application design
web deaign
brand compliance support
photoshooting

We were assigned to be in charge of branding and
design consultation for Aqua spos & spa,
a members-only spos club which opened in June
2016 after renovation.

2016 年 6 月、リニューアルオープンした会員制クラブ
「Aqua spos & spa 」のブランディング及びデザイン

2016 年 6 月 , 我们负责了重新开业的会员制的俱乐
部 Aqua sports & spa 的品牌设计项目。
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aqua sports & spa
branding + sign system

Aqua spos & spa is a members-only spos club
located in the serene district of Setagaya.
To suppo the active lifestyle of members and their
families, the club provides various activities including
fitness, recreation, business and relaxation. As their
facility was going under renovation, the brand
took an identity revamp, whichincluded renaming,
redesigning the logo and visual identity, and artless
Inc. was engaged to take pa in branding and
design consultation.
Our responsibilities widely spanned from designing
the logo, stationeries, ephemerals, collaterals
such as amenities and giveaway items, website,
wayfinding signs and sound design that speaks
of the brand at the entrance lobby. We also gave
consultation for staff uniforms and shoe designs.
Visitors are able to discover our design ideas
in every detail across the facility, such as parking
lots, gym mattress and instruction manuals for
massage chairs.
Inspired from their name ‘Aqua’, the brand colour
palette is set as white and blue. The tagline ‘Hydrate
your life’ and our minimal, sophisticated design are
a display of the brand’s message for
the club members.
What we aimed to achieve with the project is to
create a balance of sophistication and minimalism,
with a belief that it would appeal to a wide range
of audience.

コンサルティングを行いました。
世田谷区瀬田の閑静な住宅地に位置する「Aqua spos
& spa 」はジム・プール・温泉・スパ・カフェ・ラウンジを
併設したライフスタイル提供型の会員制クラブです。施設
の建替えに伴い、ネーミング、ロゴとビジュアルデザイン
を一新することとなり、ar tless はブランド再 構築の
ためのブランディング、デザインコンサルティングを担当
いたしました。
約 2 年間かけて定期的なミーティングやプレ一ンストー
ミングを行い、ブランドロゴからステーショナリー、プロ
ダクト、ウェブサイトと館内のサイン、プレス用キットの
デザイン、さらにはスタッフユニフォームやシューズデザ
インのコンサルティングまで携わっています。駐車場の
区画ラインやジム床のグラフィックデザイン、プールの
コースサイン、
マッサージチェアの説明書まで、あらゆる
ビジュアルをデザインし、細部へのこだわりも随所に
感じていただけます。
施設名の「Aqua = 水」をテーマに白と青を基調とした
ビジュアルコード、施設のコンセプトを表現した" Hydrate
your life " のタグラインをベ一スに会員制クラブの上質感
とミニマルでありながら､施設からのお客様への想いを
メッセージ性のあるデザインで表現しています。この上質
さとミニマルさのバランスが幅広いターゲットに受け入
れられることを意識した､リブランディングとプロジェクト
です。

位于世田谷区的 濑 田清净 住宅区的 Aqua sports &
spa 是一所集健身馆、游泳池、温泉、spa、咖啡厅和

休息室于一体的提升生活方式的会员制俱乐部。设施
升 级 重 建 后 , 品 牌的 命 名、logo 设 计等服 务 也应 运
而生 , 我们负责了 Aqua sports & spa 的品牌推广和
设计咨询。

约两年的定 期会 议和头 脑风 暴 , 我们负责了从 logo
到产品、办公用品、网站、导视设计、印刷配件乃至员
工服饰的设计指导。客人可以在俱乐部的每一个细节
中发现我们的设计理念和对细节的追求。例如，停车
场、健身房地面的平面设计、游泳馆的课表和按摩椅
的说明书。
蓝 白 基 调 的 视 觉 灵 感 源 于 俱 乐 部 名 字 中 的“Aqua
，
它体现了 Aqua sports & spa 的理念“ Hydrate
（水）”
your life”。除了表 达会员制 俱乐部的优质和简约以
外 , 同时也表示了我们对客户的诚意。我们希望通过
这个项目去创造一种 优质和简约平 衡的状 态 , 同 样
我们也相信它能够吸引更多的顾客。
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logo + visual identity / original typeface
design guidelines / signage
art + installation /artist curation
graphic design / application design
ui / room concierge tablet
advertising + pr
brand compliance support
photo shooting

In this project, our task was to create a brand
identity for “Hotel Risveglio Aksaka,” a hotel that
was newly opening in Akasaka, Tokyo, Japan,
in December 2015. Mainly targeting business
travellers, the project initially staed off as a simple
and straight-forward hotel. We tried to steer
the hotel into a chic yet playful space filled with
design ideas and details, that guests are able to
experience as small discoveries during their stay.

2015 年 12 月、東京 / 赤坂にオープンしたデザイン
ホテル「Hotel Risveglio Akasaka 」のブランディング

2015 年 12 月 , 我们负责了在东 京赤 坂 开业的设 计
酒店 Hotel Risveglio Akasaka 的品牌设计。
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hotel risveglio akasaka
branding + sign design + art

を行いました。
ロゴ、デザインガイドライン、オリジナル書体の制作な
どブランドアイデンティテイの構築。館内のサインデザ
イン、エントランスのインタラクテイブな iot インスタレ
ーションアート､そして､すべての部屋に異なるートワー
クのペインティングを制作。そのアーテイストキュレー
ション及びアート制作の総指揮を行っています。

solution & cultural context
The name of the hotel, ‘Risveglio,’ meaning
‘awakening’ in Italian, is the very conceptthe identity
stands for. Implying the ‘awakening state’,
we created a logo made of unfinishedletters, and
a complete set of alphabets. The custom typeface
which we call ‘Risveglio’, is used throughout
the identity on collaterals,signages and so on.
The incompletion suggests growth, possibility and
unexpectedness through this identity we aim to
awaken the guests’ senses.

ホテルで使用されるすべてのクラフィックデザイン、各
部屋に用意されたスマートパットでのデジタルルームメ
ニューのインターフェースデザイン。プロモーションの
ための広告、手ぬぐいなどのグツズ、オンラインプロモ
ーションとウェブサイトのデザインまで、
トータルなブラ
ンドデザインを行ったプロジェクトです。

Risveglio には、
「目覚め/ 覚醒」というイタリア語の意味

brand history

があり、その言葉の意味から覚醒する瞬間を表現すると
いうデザインコンセプトの基にロゴやタイプフエイスは
デザインされています。よって、ロゴや文字は完成する
直前を表現し、少し欠けたように見える未完の状態の
デザインとなっています。

As a newly opening hotel then, we had
the oppounity to create the brand from scratch.
Given that the location is known as a hub for
corporate travellers, we worked on a branding that is
matured yet approachable, targeted mainly towards
working young adults.

このホテルは、国内だけでなく海外からのトラベラ一を
ターゲットとし、アートとデザインをベ一スとしたグロー
バルな視野でのブランディングにより、日本では、なか
なか見ることのできないアートとデザインに包まれ
ながら滞在するスモールサイズのデザインホテルとなって
います。

我们为 Hotel Resveglio Akasaka 提供了 logo、原创
字体 的制 作 等品 牌艺 术 指导 , 其中包含了酒 店内部
导 视设 计、入口处的 iot 装 置艺术、所有房间的艺术
绘画等。展开了艺术家汇聚和艺术创作的总指挥。
我们为 Hotel Resveglio Akasaka 制作了整体的品牌
设计，其中包括：酒店中所使用的所有平面设计、各个
房间准备的触摸式菜单界面设计、宣传广告、手帕等
产品、线上宣传 / 网站设计等。

logo 字 体 的 设 计 理 念，源 于 酒 店 名字 中 的 意 大 利
语“ Risveglio”（意为觉醒）。为了体现觉醒的瞬间的
样子，logo 的设计呈现出一种未完成的样子 ( 完成度
90% 的状态 ), 用一种看似未完成的感觉来表达觉醒
瞬间那种似醒非醒的状态。
Hotel Resveglio Akasaka 不仅仅面向国内 , 也面向于

海外的游客。同时它作为一个以艺术和设计为基础的
全球性视野的品牌 , 成为了在日本难得一见的艺术与
设计相融合的旅居型设计酒店。
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logo + visual identity
sign system
graphic design / packaging design
applicatoin design / web design
ui / room concierge tablet
brand compliance support
photo & video shooting

Overlooking the incomparable view of the Setouchi
Inland Sea, “Setouchi Retreat Aonagi” is a small
luxury hotel that enjoys the matching of Tadao
Ando’s architecture design with the one-of-a-kind
location the structure is nested at.

瀬戸内海を一望するロケーションと安藤忠雄氏設計の
建築が融合した、スモールラグジュアリーホテル「瀬戸内
リトリート青凪」。

一 望 无 际 的 濑 户内 海 和 安 藤 忠 雄 所 设 计 的 建 筑 融
为 一 体。这 座 建 筑 就 是 小 而 豪 华 的 酒 店「 濑 户 内
aonagi」。

安藤忠雄氏設計による贅沢な客室は、全 7 室｡ゲスト
限定の広々とした屋外・屋内プール､ジャグジー、サウ
ナ。ゲストの心身を癒す、ホテルスパ「ALL THAT SPA
SETOUCHI」での国産植物の天然成分を使用したトリ
ートメント。隣接する名門ゴルフ場「エリエールゴルフク
ラブ松山」。充実した施設とサービスは、幅広い用途で
ご利用いただけます。

安藤忠雄先生所设计的奢华客房 , 总共 7 个房间。并
配有客人限定的宽敞的室内外游泳池、按摩浴缸、桑
拿 , 治 愈 客人 的 身 心。酒 店 spa - ALL THAT SPA
SETOUCHI 配备了由国产植物的天然成分所制作的
高级洗护用品。邻接有名的高尔夫球场 Elleair Golf
Club 松山。多样的服务设施汇集在一起以满足客人
的各种需求。
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setouchi aonagi
branding + sign design

The Ando architecture presents seven guestrooms,
spacious outdoor and indoor swimming pools,
jacuzzi and sauna. The therapists at “ALL THAT SPA
SETOUCHI” would relieve you of all stress with
their domestically produced, all-natural treatments.
Our branding for Setouchi Retreat Aonagi involved
graphic works such as: logo design, sign system,
pamphlet, stationeries and other operational
items. Also tasked were website design and
communication design for PR purposes.
For the wide-ranged assignments, we provided
an integrated consulting service to best shape
the brand.
The coastline of the Setouchi Inland Sea, viewed
from the hotel, is the scenery that lives up to
the acclaim of the everlasting beauty.
The logomark is our abstract interpretation of
the coastline that symbolises the hotel and its
accommodation experience.
We regard this hotel as the combination of modern
architecture and contemporary a that has its roots in
the surrounding nature, sceneries and culture.
With this idea in mind, we drew the whole design
work to project the integrated aesthetics that pair
quality with tranquility.

こちらのホテルのロゴデザイン、サイン計画､パンフレッ
ト・ステーショナリーなどのグラフィックデザイン、館内
で利用する様々なアイテムのデザイン、ウェブサイ卜デザ
イン、PR に関するコミュニケーションデザインなど、一貫
したブランディング及びデザインコンサルティングを
行わせていただきました。
ホテルから望む瀬戸内海の水平線 • 海岸線は､悠久の
昔から美しい原風景として有り続けています。海岸線を
抽象的でミニマルなデザインヘと昇華させたシンボル
マークはこの風景とホテルの存在を象徴したデザインと
なっています。
「青い空と海に身をゆだね、凪に静を知る」というホテル
のコンセプトのもと、この土地がもつ美しい自然・風景
と人がつくり出したモダン建築・現代アートの融合という
ポイントを大切に、すべてのアイテムに対し、静けさと
上質さを共存させたデザインを行うことで、統ーしたブ
ランドイメージの構築を図っています。
瀬戸内の大自然の中、安藤忠雄氏設計による建築に
宿泊するという贅沢な時間をゲストにお楽しみいただく
ためのブランディングとプロジェクトです。

我们为濑户内 aonagi 统一制作了品牌策划 , 导视系
统、logo 、宣传册、办公用品和其他经营性项目等视
觉形象，同 时也负责了网 站 设 计 和公 关 方面的交 流
设计等。我们提供了一个综合咨询服务以便塑造最佳
品牌形象。
从酒店眺望濑户内海的水平线、海岸线 , 一直延续着
从很早以前开始就美丽的原风景。而极简抽象的海岸
线设计和升华的象征性图案 , 变成了象征这个风景和
酒店的存在的设计。
我们在“献身于蓝天和大海 , 感知风平浪静”的理念
之下 , 让这片土地拥有美丽的自然风景和人工现代建
筑、现代艺术相融合理念是非常重要的。所有的项目
都进 行了对寂静和优质共 存的设 计 , 试图构建 统 一
的品牌形象。
濑 户内 aonagi 是一个为了让客人享受住在“嵌套在
大自然的安藤忠雄 先 生设 计的建 筑中”的品 牌设 计
项目。
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