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粟辻美早と粟辻麻喜の姉妹を中心に、女性デザイナー複数によるデザインスタジオ。
代表である粟辻美早がフリーでの活動を経て1995年に設立。パッケージ、エディトリアルなど、
グラフィックデザインを中心に、サイン、空間計画まで幅広く活動中。
粟辻美早／多摩美術大学 グラフィックデザイン科卒業後、CRANBROOK ACADEMY OF ART 
デザイン科修士号取得。TAMOTSU YAGI DESIGNを経て、1995年に株式会社粟辻デザイン
設立。2014年～ 女子美術大学教授。

AWATSUJI design is an all-female design studio anchored by two sisters, Misa Awatsuji & 
Maki Awatsuji. Misa Awatsuji, a representative of the design studio, founded it in 1995 
after experiencing a free-lancer. While mainly dealing with graphic designs like as 
packages and editorial, they are in active widely to sign and space planning. 
Misa Awatsuji / After graduating from a Graphic Design Course taken of Tama Art 
University, she received the Master’s Degree in Design at the CRANBROOK ACADEMY OF 
ART. Engaged in TAMOTSU YAGI DESIGN and then 1995, she founded AWATSUJI design 
CO., Ltd. Since 2014, she is a professor at Joshibi University of Art and Design.

粟辻デザイン



AWA19-11 BG
ベージュ

4 51 5 0 3 0 076 5 0 6

AWA19-11 BL
ブルー

4 51 5 0 3 0 076 51 3

AWA19-12 BL
ブルー

4 51 5 0 3 0 076 5 2 0

AWA19-12 GN
グリーン

4 51 5 0 3 0 076 5 37

AWA19-12 BW
ブラウン

4 51 5 0 3 0 076 5 4 4

ベーシックなフレームと文字盤の時計に

シンプルなデザイン。

そのデザインにちょっとした

アクセントを加えることにより、

途端に生き生きと楽しくなります。

AWA CLOCK が

生活を今よりも楽しく、豊かにします。

色の重なりが美しいKASUMIシリーズ。
霞がかった景色のような美しく幻想的なデザイン。
淡く優しい色合いが空間に溶け込み、静かに時を刻みます。

The KASUMI series contains a beautiful layer of colors. 
The mystical, fine design resembles misty scenery.
With soft light and shade merging together in one space,  the KASUMI clock 
tells the time quietly.

AWA19-11
サイズ：φ354×d48mm    重量：970g    素材：プライウッド、ガラス
仕様：スイープセコンド    価格：￥11,000（税抜価格￥10,000）

カスミ

紺碧の空、深緑の森、雄大な大地。
自然をテーマにデザインしたNOYAMAシリーズ。
深く落ち着いた配色と濃淡のパターンが、空間に癒しと安らぎを与えます。

A deep blue sky, a dark green forest, and the magnificent earth.
Nature is the theme of the NOYAMA series, which is reflected in the design. 
The deep and serene color arrangement as well as a light and shade pattern 
fill the space with healing powers and peace.

AWA19-12
サイズ：φ305×d48mm    重量：750g    素材：プライウッド、ガラス
仕様：スイープセコンド    価格：￥8,800（税抜価格￥8,800）

ノヤマ
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