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branding: V.I & Interior design for
sky cafe by artless Inc.

We were assigned to create the interior and furniture design for the coffee stand

中国・河南省 / 鄭州市にオープンしたsky mansion（中国名：郑州建业天筑国际公寓）の

situated on the ground floor lobby of sky mansion in Zhengzhou city,

一階ロビーに常設するコーヒースタンドのインテリアデザインの基本設計ならびに家具の

Henan province, China.

デザイン・製作を行いました。

Owing to its central location in China, Zhengzhou city had through the years

鄭州市は中国の地理的な中心に位置し古来交通の要衝として栄え、近年では外資系を含む

flourished as a major transportation hub and in recent years has welcomed

製造業が集積し経済的な成長を続けています。クライアントは住宅供給によって大きく

a plethora of overseas manufacturing companies leading to its exponential

成長した不動産会社を母体とし、鄭州をより良い都市にするという明確なビジョンを掲げ、

economic growth. The client experienced significant growth with the supply of

都市としての文化レベルの向上を目的として、ホテルや商業施設、文化施設の開発・運営を

housing through its real-estate company and is now on a steadfast mission of

行っています。sky mansionは長期滞在者向けサービスアパートメントとして、

making Zhengzhou an even greater city. With a goal of elevating the cultural

2018年9月にオープンしました。

significance of the city, it has been developing and managing hotels,
commercial facilities, and cultural centers. sky mansion opened its doors in

artlessではsky mansionのロゴからV.I.構築、サイン、アメニティ、制服、
WEBまでトータルでの

September 2018 as a serviced apartment for long-term residents.

アートディレクションおよびデザインを行っており、その一部としてコーヒースタンドを
設計しました。東京中目黒のartless Inc. ヘッドオフィスに併設するartless craft tea & coffeeの

We were responsible for overseeing all design elements of sky mansion ,

ラーチ合板と鉄板を主としたデザインをベースとしつつも、中国国内でも品質のバラツキなく

including the logo, V.I, signage, amenities, uniforms, website, as well as the coffee

調達できるOSB合板を使用し、
sky mansionのロビーのテラゾーとモルタルを基調とした

stand. Sharing the design ethos with artless craft tea & coffee , the coffee stand

クールな空間の中に、滞在者が落ち着いて時間を過ごせる空間をつくることを意図しました。

adjoining our office in Tokyo, sky cafe makes use of domestically sourced

また、カフェで使用されるメニューやカップの他にもスツールとローテーブルはsky mansionの

flakeboard, and black steel plates. The resulting space harmonizes with the mortar

ロゴの形状を元にオリジナルでデザインしています。スペース中央のテーブルは、

and terrazzo-lined lobby of the mansion and serves as a place where guests and

手元は照らしながら向かいの席の人とのコミュニケーションを邪魔しない照明と

residents can enjoy a time of peace and comfort. In addition to the menus and cups

一体となったデザインになっています。

used in the cafe, we designed the bespoke stools and low-tables with its forms
inspired by the sky mansion logo. The center-piece table has an integrated light
that subtly illuminates the drinks while never getting in the way of people having
conversations.

credits:
branding: artless Inc.
art direction & creative direction: shun kawakami, artless Inc.
interior design: ken aoki, artless Inc.
graphic design: koyuki inagaki, artless Inc.
project management: ken aoki, artless Inc.
interior photography: yuu kawakami

Please contact PR representative Asami for any inquiries.
本プロジェクトに関する各種お問い合わせにつきましては artless PR 木下までご連絡下さい。

asami@artless.co.jp
03-6434-1345

project page:
http://www.artless.co.jp/alog/branding-v-i/9474/
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artless Inc.

www.artless.co.jp

& shun kawakami
artless Inc. is an independently owned global branding agency, headquartered

artless は、東京と京都を拠点にグローバルに活動するブランディング・エージェンシーです。

in Tokyo and Kyoto, Japan. Founded by Shun Kawakami in 2001. Our focus is on

アートやデザインの視点からの「デザイン思考（デザイン・シンキング）
」と、アナリシス・

the art & design based advertising and branding projects, and we are operating

ストラテジー・マーケティング等の「ビジネス思考（ロジカル・シンキング）」を組み合わせ、

in the global marketplace.

次の時代を見据えたブランディングやデザインコンサルティングを行います。

Our activities are in the visual communication and the language of design;

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、

branding, design consulting, logo & identity, graphic, web, user interface, video,

グラフィック、ウェブ、タイポグラフィ、APPS、UI、映像、モーショングラフィック、

motion graphics, product, installation, interior, sign design and architecture.

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、

We form a creative team in accordance with each new project, bringing a new
perspective to every project from our global network. Our collective network

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
ブランドデザインを行い、カテゴリーに縛られない活動を続けています。

includes creative directors, art directors, graphic designers, product designers,

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、

interactive designers, architects, interior designers, product designers,

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

videographers, photographers, stylists, hair and make up artists, musicians,

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。

composers, painters, calligraphers, flower designers and food directors.
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

We do not differentiate between art, design, architecture, digital and other forms

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

of communication. A diverse challenge extends across different disciplines,

活動しています。

providing us with an experience that broadens our point of view.

shun kawakami

川上シュン

branding director | artistic director | artist
( founder of artless Inc. )

www.shunkawakami.jp

Representative of branding agency artless Inc. As a self-taught designer and

ブランディング・エージェンシー artless Inc. 代表。独学でデザインとアートを学び、現在、

artists based in Tokyo and Kyoto, he specializes in branding and design

東京と京都を拠点に、アート／デザイン／ビジネス、そして、グローバル／ローカル という

consultation in all disciplines of designs from graphic design to architecture,

5 つの視点を軸に、グラフィックから建築空間まで、すべてのデザイン領域における包括的な

centered around the 5 core perspectives; art/design/ business /global/local.

ブランディングやコンサルティングを行っている。

As an artist, he explores the themes of “recursion to Japanese aesthetics” and

また、個人としてアーティスト活動も多岐に渡り、古来から伝わる日本独自の美的理念へ

the synthesis of “design and art” and “east and west” , as expressed through his

回帰しながらも「デザインとアート」そして「西洋と東洋」を融合的に捉え、独自の視点と

unique mode of expression and realized as graphic design works and

価値観でのグラフィック作品やインスタレーションの制作と発表を行っている。

installations.

受賞歴は、NY ADC、D&AD、ONE SHOW、RED DOT、IF Design Award、DFA: Design for

He has been recognized by numerous awarding bodies worldwide including, NY

Asia Awards、カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル／金賞など、

ADC, D&AD, ONE SHOW, RED DOT, IF DESIGN AWARD, DFA: Design for Asia

多数の国際アワードを受賞している。

Awards, Cannes Lions | International Festival of Creativity (Gold medal).

