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公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 と 公益財団法人日本デザイン振興会が
共同で『World Interiors Week 2021 in JAPAN』(WIW)

を開催いたします。

このイベントは、インテリアデザイナーの国際組織で国連・ ユネスコとも連携のあるIFI (International
Federation of Interior Architects/Designers: 国際インテリアアーキテクト/ デザイナー団体連合)が
先頭に立つ全世界同時のイベントで、毎年５月最終土曜日に世界中で開催する「World Interiors Day」を
IFI も提唱している、インテリアデザインが社会、文化、私たちの将来の暮らしと環境に果たす役割につい
て、生活者の皆さまと共に考え積極的に理解を深めることを趣旨としています。

国際的には 5月29日(土）に「World Interiors Day」として行いますが、 日本国内ではこの日を含む
5月22日（土）〜29日(土）の1週間を「World Interiors Week 2021 in JAPAN」と称し、
東京ミッド タウン・デザインハブを拠点として国内各地でのイベント開催を予定しています。

今年の IFI 「World Interiors Day」世界共通テーマは
[ Design as a Global Conversation ]（グローバルなコミュニケーションとしてのデザイン)ですが、日
本での『World Interiors Week 2021 in JAPAN』では
「Well-being and Well Living」「ウェルビーイングな暮らしを語ろう」
というタイトルを設定し、
このパンデミックの中で目まぐるしく変化する暮らし方、その多様性、
それらにを実現するためのデザインや、インテリアデザインが果たすべく役割について
5月22日（土）から順次

全国各地でオンラインセミナー・イベント（JID各エリア）を行い

期間最終日である 5月29日(土）には東京ミッド タウン・デザインハブを拠点として、
メインイベントのデザインシンポジウムを開催いたします。
残念ながら2020年のWIWはこの新型コロナウィルスの感染拡大の観点からの開催中止となりましたが、少
しづつそのパンデミックを乗り越えた先の「新しい暮らし」を模索できる状況になってきました。
この危機が終わった後も、完全に元の生活に戻るとというよりも、
生活スタイルのパラダイムシフトが急激に訪れ、「暮らし方」「ウェルビーイングな暮らし」を再考する良
い機会となると前向きに捉え、創造性に富んだ社会への構築とインテリアデザインの向上ならびに住宅関
連企業など産業全体に反映し発展に寄与することを期待しています。
開催主旨にご賛同いただける、企業・団体・インテリショップ、ショールームの皆様は、
是非とも地域ネットワークオンラインイベントにエントリーをお願いいたします。

World Interiors Week 2021 in JAPAN 事業規定
1. 申請
①
②
③
④
⑤
⑥

World Interiors Week2021 in JAPAN の開催主旨に賛同され、
暮らしとインテリアデザインの役割と効果に対して啓発・促進に寄与するものに
限定します。
事前にイベント事業内容を事務局へご申請ください。
イベントはオンラインで配信する方式に限定します。
イベント事業内容は、
明確かつ実行可能なものであるとします。
-5月29日
イベントは公式WEBサイトから配信が可能です。
但し2021年5月22日
（土）
（土）
の会期中内とします。
本事業の構成やイメージを損なう内容や社会に混乱を与える恐れのあると考えられる場合は、
お申込み申請をお断りすることがあります。
予めご了承ください。
申請事業の主催者は、
事業責任と費用負担を行うものとします。
申請事業の主催者は、
終了後の事業報告書用および公式WEBサイト掲載用として、
写真と簡単な報告文 (150文字程度)を事務局に提出するものと
します。

2. 申請方法
① 申請書の提出申請フォームに必要事項をご記入の上、
事務局にFAX 、
E-mailまたは公式WEBサイトからお申し込みください。
② 審査事務局で内容を審査の上、
登録を決定します。審査基準は、
World Interiors Week 2021 in JAPANの開催趣旨に添うイベント企画であるか
などです。

3. 契約
① 事務局の申込書受理をもって、
契約が締結されたものとします。
② 申請を受理した場合には、
事務局より申請受理書と登録費の請求書をお送りしますので、
指定の期日までにお振り込みください。
③ 登録費は下記を参照ください。
開催場所1ヶ所当たりの登録費です。
振込手数料は、
申請主催者の負担となります。

参加型自主イベント

登録費

円

(2021 年は、参加型自主イベントの受付は、

2) 建築家・デザイナー・クリエーター・専門家
3) デザイン・教育期間・大学・専門学校

中止いたします）

地域ネットワーク オンラインイベント

・地方自治体
1) 全国的な組織・団体（町、市、都道府県）

4) 一般市民・デザイン愛好家
登録費 20,000 円 / 1件

1) 企業・インテリア関連の販売店・ショールーム

＊上記各イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を、政府方針・ガイドライン等を遵守し、充分な感染症対策が行えることが条件です。

4. 登録
① 上記の登録費お振り込み確認後に、
正式登録となります。

5. 登録取り消し
① 登録の取り消し・解約は、
事務局が了承しない限り認められません。
② 事務局が登録の取り消し・解約を了承する場合には、
申請者は、
期日区分によるキャンセル料を支払わなければなりません。
（なお、
この場合の期日は、
事務局が申請者から書面による通知を受領した日とします。
）
期日区分 1）2021年4月30日以降 参加料の50% 2）2021年5月16日以降 参加料の100%

6. 特別公認の申請について （2021年は受付を中止いたします）

① 下記1)ー7)の全規定に該当する企画であれば申請することができます。
審査の上、
結果をお知らせします。
詳細は、
WIW事務局までお問い合わせください。
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

WIW2021の開催趣旨に則する内容および社会貢献に高く寄与すると認められるもの
WIW2021の会期中に開催する
（会期延長は事前申請）
イベントは、
営利目的ではないこと
（非営利）
自治体などの共済または協力がある
マスメディアの共済または協力がある
公共会場での開催
会期中、
500名以上の参加者または来場者数が見込める

7. その他
① 正式契約後に公式ロゴマークをE-mail にて送信、
公式ポスターはウェブサイトよりダウンロード可能。
パンフレット、
ウェブサイト、
サイン、
ボード、
バナー、
② 申請事業の主催者は、
名称「World Interiors Week 2021 in JAPAN」
と公式ロゴマークを (ポスター、
出版物など) 広報物に使用できます。その年のWIWのテーマの明記をして開催してください。
正式契約日から、
会期終了日までとします。
会期終了後以降の無断転載を禁じます。
③ 公式ロゴマークおよび公式ポスターの使用期間は、

World Interiors Week 2021 in JAPAN 申請フォーム
World Interiors Week 2021 in JAPAN の規定に同意し、下記のとおりに申し込みいたします。
※印 公式WEBサイトに告知します。

申請日 2021年

月

日

地域ネットワーク オンラインイベント
登録費 20,000円 / 1件 ×

登録費および件数 （規定3 ③を参照）

1

イベント事業名（タイトル名）※

2

ホームページ ※

3
4

5

件

（複数イベントを開催する場合はその件数を明記）

必須

日本語表記
英語表記
http://

申請者（企業・団体）名 ※

必須

日本語表記
英語表記

注）個人では申請できません。

一般お問い合わせ先 ※

必須

会場名 ※

必須

住所 ※

E-mail
TEL

（会場名とは、オンラインイベント主催者が
情報発信する場所を示します。
複数ある場合はすべて記入してください。）

6

上記、会場における感染症対策

必須

新型コロナウイルス感染症拡大防止策を、政府方針・ガイドライン等を遵守し、
充分な感染症対策を行うことが

□ 可能

□ 不可能

オンラインイベントカテゴリーを選択ください

7

イベント事業カテゴリー ※

必須

□ 地域の自治体と協力事業紹介などの、プロモーションビデオ
□ 新製品紹介・企業紹介などの、プロモーションビデオ
□ オンラインセミナー
□ その他

イベント事業内容 ※

8

10

具体的に記入してください

視聴定員／□ 無・□ 有（

リアルな展示会や講演会等は対象外です）

必須

イベント参加費（視聴料）※

必須

ご担当者氏名・役職

必須

□ 無料

ご担当者連絡先

必須

□ 有料（

円／1人）

*あなたが主催するオンラインイベントへの参加費（視聴料）です

日本語表記
英語表記
住所

11

）

( オンラインイベントに限ります。

実施時期 ※

9

必須

具体的に（

〒

電話番号
E-mail / FAX
URL

12

共催者・協力者

日本語表記
英語表記

イベント事業終了後、報告書および公式WEBサイト掲載用として、写真と簡単な報告文の提出をお願いします。
申し込み項目を明記の上、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 (JID) 内World Interiors Week in JAPAN 実行委員会事務局まで
FAX、E-mailまたは公式WEBサイトからお申し込みください。 FAX : 03-5322-6559 E-mail : head@jid.or.jp 公式WEBサイト : wiwjapan.org

人）

