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ロジスティクス

最高品質のメンズシューズブランドにて ロジスティクスの募集

年収 万～ 万 中途

フレッドのジュエリーは、まるで幸福のウインクのように、ささやかな瞬間も重

年収 万～ 万 中途

求人一覧

　新人デザイナーの登竜門であるファッションコンテスト「イッツ（ITS）」が、2022年度の受賞者を発表し
た。日本からファイナリスト入りしていたYudai & Anna Tanakaが、Swatch Art Peace Hotelが協賛する
「ITS Artwork Award」を受賞した。
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　ファッションクリエイションの学校「ここのがっこう」に所属するYudai & Anna Tanakaは、「Wearable

Toy」をテーマにおとぎ話やゲームの世界から着想を得たオブジェを制作。自然の中で架空のキャラクターが
生活する、楽観的で遊び心のある世界を表現した。ビニールを膨らませて組み立てる仕様のため使用しない時
は空気を抜いて折り畳むことができ、浮き輪として単体で遊ぶことができるアイテムもあるという。Yudai &

Anna Tanakaには、Swatch Art Peace Hotelから賞金として1万ユーロ（約144万円）が贈られる。

　ITS 2022ではこのほか、「ITS Arcademy Award」をイギリス出身のCharlie Constantinou、「ITS

Media Award」をスロバキア出身のMata Durikovicが受賞。「ITS Video Presentation Award」はイタリア
出身のLucia Chainが、「ITS Digital fashion Award」は中国出身のXiaoling JinとZongbo Jiangが獲得し
た。OTBグループを率いるレンツォ・ロッソ（Renzo Rosso）会長が選ぶ「OTB Award」にはベルギー出身
のLili Schreiberが選ばれた。日本から他にファイナリスト入りしていたファッション部門の北村元統とアート
ワーク部門の馬渕岳大は受賞を逃した。

関連記事
ファッションコンテスト「ITS 2022」ファイナリスト発表、日
本から3組が選出

■ITS 2022 受賞者一覧
ITS Arcademy AwardーCharlie Constantinou（British）
ITS Media AwardーMata Durikovic（Slovakian）
ITS Video Presentation AwardーLucia Chain（Italian）
ITS Digital fashion AwardーXiaoling Jin、Zongbo Jiang（Chinese）
OTB AwardーLili Schreiber（Belgian）
ITS Artwork Award powered by Swatch Art Peace HotelーYudai & Anna Tanaka（Japanese）
ITS Sportswear Award powered by Lotto Sport 1st placeーHin Fung Jesse Lee（Chinese）
ITS Sportswear Award powered by Lotto Sport 2nd placeーCharlie Constantinou（British）
Lotto Sport Award – 3rd placeーEdward Mendoza（British）
ITS Special Mention powered by LuxotticaーRuby Mellish（British）
ITS Special Mention powered by Vogue ItaliaーEva Heugenhauser（Austrian）
ITS Responsible Creativity Award powered by CNMIーVictor Salinier（French）
ITS Footwear Award powered by Fondazione FerragamoーDmytro Hontarenko（Ukrainian）
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ファッションコンテスト「ITS 2022」受賞者発表、日本人デザイナー
Yudai & Anna Tanakaが選出
2022年09月12日 10:22 JST

ニュース 特集・連載 ストア 22時占い トップ100 スナップ コレクション ポスト ポッドキャスト

https://www.amazon.co.jp/dp/B089SJ6HW6?tag=291006-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B089SJ6HW6?tag=291006-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B089SJ6HW6?tag=291006-22&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.fashionsnap.com/article/2019-07-18/its-2019-grandprix/
https://www.fashionsnap.com/article/2020-10-24/its2020/
https://www.fashionsnap.com/article/2019-07-18/its-2019-grandprix/
https://www.fashionsnap.com/article/2020-10-24/its2020/
https://www.fashionsnap.com/article/?tag=%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%93%E3%81%86
https://www.fashionsnap.com/article/?tag=%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%84
https://www.fashionsnap.com/article/?tag=%E5%8F%97%E8%B3%9E
https://www.fashionsnap.com/article/?tag=%E6%96%B0%E4%BA%BA%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC
https://nestbowl.com/jobs
https://nestbowl.com/
https://nestbowl.com/jobs/58d26347-b0d0-4f3c-946f-3acd934bc5d4
https://nestbowl.com/jobs/87a32e9b-0bba-47ae-86a8-dd29fecd94ea
https://www.fashionsnap.com/article/2022-07-13/its-2022-finalist/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-07-13/its-2022-finalist/
https://fashionsnap-assets.com/asset/format=auto,width=2000/article/images/2022/09/tanaka_yudai_anna_artwork_01-4K-1.jpeg
https://itsweb.org/
https://twitter.com/share?url=https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/its-2022-winners/&text=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%8CITS%202022%E3%80%8D%E5%8F%97%E8%B3%9E%E8%80%85%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%20Yudai%20&%20Anna%20Tanaka%E3%81%8C%E9%81%B8%E5%87%BA&related=fashionsnap
https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/its-2022-winners/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/its-2022-winners/&media=https://fashionsnap-assets.com/asset/format=auto,width=1280,height=670,gravity=center/article/images/2022/09/tanaka_yudai_anna_artwork_01-4K-1.jpeg
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/its-2022-winners/
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/its-2022-winners/
https://firework.tv/?utm_source=website&utm_content=widget&utm_campaign=madeinfirework
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-15/magipoke-modi/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-15/magipoke-modi/
https://www.fashionsnap.com/article/tinder-swipemart-report/
https://www.fashionsnap.com/article/tinder-swipemart-report/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/starbucks-new22/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-12/starbucks-new22/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-15/starbucks-peanuts/
https://www.fashionsnap.com/article/2022-09-15/starbucks-peanuts/
https://www.fashionsnap.com/article/2021-09-06/komi/
https://www.fashionsnap.com/article/2021-09-06/komi/
https://recoorlando.co.jp/service
https://recoorlando.co.jp/recruit
https://recoorlando.co.jp/mediakit
https://recoorlando.co.jp/
https://www.fashionsnap.com/about/terms-of-use/
https://www.fashionsnap.com/about/privacy-policy/
https://www.fashionsnap.com/about/contact/
https://www.fashionsnap.com/article/news/fashion/?category=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://www.fashionsnap.com/article/news/
https://www.fashionsnap.com/article/inside/
https://fashionsnap.store/?utm_source=fashionsnap.com&utm_medium=globalNavigation&utm_campaign=store
https://www.fashionsnap.com/uranai/
https://www.fashionsnap.com/ranking/
https://www.fashionsnap.com/streetstyle/
https://www.fashionsnap.com/collection/
https://www.fashionsnap.com/article/post/
https://www.fashionsnap.com/podcast/
https://www.fashionsnap.com/

