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はじめに

写真提供：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

P.2

みなさまのご協力のもと、2009年4月1日～12日に弊社で主催いたしました
第3回「トート・アズキャンバス “スペシャル”チャリティーイベント」を無事終了することが出来ました。
表参道での展覧会にお越しくださった皆さま、WEBギャラリーにアクセスしてくださった皆さま、
そしてオークションで作品を入札・落札してくださった皆さま、どうもありがとうございました。

そして、なにより作品を制作しご提供してくださった著名人の皆さま、オークションサイトのクラウンジュ
エルさま、ポストカード制作のブーム・メディア・コミュニケーションズさま、パブリシティーでイベントを
取り上げてくださったメディアの皆様、ご協力いただき、誠にありがとうございました。

沢山の温かいご支援により、3回目となりました当イベントのオークションの売上は、
2,065,380円となり、昨年の寄付額1,212,262円の約2倍となりました。
また、作品のご参加も昨年の50組から88組と増え、各界の著名な方々に本イベントへのご理解ご賛同
が広がりつつあります。

作品チャリティーオークションの売上すべては、セーブ・ザ・チルドレンのグローバルキャンペーン
“Rewrite the Future  いっしょに描こう！子どもの未来”に寄付させて頂きます。
これは、2010年までに800万人の紛争国の子どもたちに教育の機会をつくることを目指した
キャンペーンで、寄付の対象はネパール、アフガニスタン等18カ国です。

例えば、ネパールの場合、1,000円あれば一人の子どもが読み書きや簡単な計算ができるような
教育を受けられます。具体的には、9ヵ月間の識字教室に通うことができ、識字教室終了後、
公立小学校へ編入（3～4年生）することができます。

今回のイベントで集まった2,065,380円で、約2,065人（※）の子供達が教育を受ける
機会が新たにできました。 (※セーブ・ザ・チルドレンの管理費含まず）

今年もチャリティー企画が実現し、多くの金額が集まり寄付できましたことは、ご協力ご参加頂いた
すべての皆さまのあたたかい心のおかげだと思います。本当にありがとうございます。

私たちは、地球上の子どもたちが皆平和で楽しく勉強できる姿を思い描きながら、来年2010年まで
本チャリティーイベントを開催して行きます。
「トートバッグ」の可能性を追求しながら…。

株式会社スーパープランニング
トート・アズ・キャンバス デザインアワード事務局



開催概要
■タイトル ～あなたのラクガキで、子どもが救えたら～

トート・アズ・キャンバス ”スペシャル”チャリティーイベント 3rd.

■開催期間 2009年4月1日（水）～4月12日（日） ＜12日間＞

■実施概要 各界でご活躍のクリエーターの皆様に本企画の趣旨にご賛同頂き、アートワークを施した

「TOTE AS CANVAS（トートバッグ）」 作品をご提供頂き、ギャラリー展覧会、WEB展覧会を実施。
作品を鑑賞頂ける機会を設けました。
また、展覧会会場ではセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのご協力により、紛争国である

アフガニスタンの子どもたちの描いた絵も同時に展示。

オークションサイト｢クラウンジュエル｣のご協力により作品を出品。

売上の全てをセーブ・ザ・チルドレンのグローバルキャンペーン “Rewrite the Future いっしょに描こう！
子どもの未来” に寄付致します。（ 売上は紛争国の子供たちの教育費用になります）

■各開催期間・場所・内容

1） 展 覧 会

作品の展示

及び紛争国（アフガニスタン）の子どもたちの描いた絵の展示 （協力：セーブ・ザ・チルドレン･ジャパン）

◇タイトル 「 トート・アズ・キャンバス チャリティーイベント 」

◇開催日程 4月6日（月）～12日（日）
◇開催時間 11:00～21:00 （最終日は20:00まで）
◇入場料 無料

◇会場・住所 表参道ヒルズ ※会場代：無償

渋谷区神宮前4-12-10   吹抜け大階段 (東京メトロ表参道駅 徒歩2分）
http://www.omotesandohills.com/
開催中、約12,000人の方にお越しいただきました。

2）WEB展覧会 http://www.superplanning.co.jp/rootote/designaward/charity/
WEBに作品をアップし、 １）の展覧会へお越しいただけない方にもご覧頂けるようしました。
◇3月13日より公開～ 継続中

4月17日時点で、トップページへのアクセスは 11,685 PV、 沢山の方に作品を鑑賞頂きました。 (PV : ページビュー）

3) オークション http://www.crownjewel.co.jp/ 協力：株式会社クラウンジュエル

◇オークション期間 4月1日(水）～4月12日(日）
展示期間中にネット上でチャリティーオークションを行いました。WEBサイトであれば、全国の参加者に平等に参加をする
機会が生まれます。売上の全ては｢セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン｣のグローバルキャンペーン “Rewrite the Future
いっしょに描こう！子どもの未来”に寄付します。
オークション金額 2,065,380円 アクセス：35,474 PV （PC 27,275＋ モバイル 8,199）

■その他 ＜期間中イベント＞

4）オープニング トーク＆ミニライブ

◇開催日程 4月6日（月）
◇開催時間 19:00～19:30
◇入場料 無料

◇会場・住所 上記１）と同会場 ： 表参道ヒルズ

◇ゲスト・MC 藤井尚之、屋敷豪太、野中ともよ MC:生井澤クリス (敬称略） ※4名とも、作品ご提供者様

5) クロージング トーク＆ミニライブ

◇開催日程 4月12日（日）
◇開催時間 14:00～14:30
◇入場料 無料

◇会場・住所 上記１）と同会場 ： 表参道ヒルズ

◇ゲスト・MC 曙、HIROYA、RSP（Ai・Saki) MC:生井澤クリス (敬称略） ※5名とも、作品ご提供者様
P.3



トート・アズ・キャンバス作品の展示
及び 紛争国（アフガニスタン）の子どもたちの描いた絵の展示

（協力：セーブ・ザ・チルドレン･ジャパン）

◇開催日程 4月6日（月）～12日（日）
◇開催時間 11:00～21:00 (最終日は20:00まで）
◇入場料 無料

◇会場・住所 表参道ヒルズ ※会場代：無償

渋谷区神宮前4-12-10   吹抜け大階段
(東京メトロ表参道駅 徒歩2分）
http://www.omotesandohills.com/

◇入場者 約12,000人 (イベント含む）

1） 展 覧 会

バナー
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2）WEB展覧会

・Ai (RSP)

・青木 功

・青野 令

・秋元 才加（AKB48）

・秋山 具義

・曙

・アツミサオリ

・安藤 裕子

・ikumi

・石津 昌嗣

・市川 染五郎

・絵子猫

・大島 優子（AKB48）

・奥山 佳恵

・小野 恵令奈 （AKB48）

・柿沢 安耶

・KAZZROCK

・鎌田 奈津美

・假屋崎 省吾

・木田 優夫

・北澤 豪

・橘野 アキラ（YOBOSS）

・木下 優樹菜

・金 景太-1

・金 景太-2

・熊谷 和徳

・小籔 千豊

・GoRo

・坂口憲二

・Saki (RSP)
・桜庭和志

・佐々木千恵

・ササキタカシ（CONVERGE+）
・佐藤 亜美菜（AKB48）
・佐藤 嘉洋

・紫舟

・渋谷千早 (Circle Bites)
・ZEEBRA
・新庄剛志

・SPHERE
・高橋みなみ（AKB48）
・竹下 百合子

・立川志の輔

・TOKU
・土佐礼子

・戸田恵梨香

・冨永愛

・豊田弘治（パームグラフィックス）

・中沢恭子

・中林美和

・生井澤クリス（Theather8）
・野口 健

・野中 ともよ

・バッファロー吾郎 (竹若元博)

・パトリス・ジュリアン

・Bahashishi （ユラリ）
・Puff Soul
・ハンサム判治

（デブパレード、ハンサム兄弟）

・日野皓正

・HIROYA
・藤井尚之

・文原聡 (スタジオクロコダイル）

・ブラザートム

・bonobos
・MAKAI
・政井 マヤ

・松井康輔 (overdesigncreation)

・松子

・松 たか子

・松本紀保

・松本幸四郎

・松本幸染

・MAROON 5
・萬田久子

・宮澤佐江（AKB48）
・Mint Julep
・武蔵

・武藤昭平（勝手にしやがれ）

・茂木健一郎

・茂木雅代

・森本容子

・morphie
・屋敷豪太

・山村 レイコ

・YOICHIRO
・吉田照美

・ルー大柴

・ROCK‘A’TRENCH (オータケハヤト)

・渡辺麻友（AKB48）

(敬称略、五十音順）

本企画の趣旨にご賛同いただき、作品をご提供頂いた皆さまです。

全88組・106作品

※基本的にご職業が「画家」の方にはご依頼しておりません。 P.5



2）WEB展覧会

TOPページ
http://www.superplanning.co.jp/rootote/designaward/charity/

サイト運営 ：株式会社スーパープランニング
(継続公開中)

アクセス数 11,685 PV (4/17時点）
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2）WEB展覧会

作者一覧ページ
http://www.superplanning.co.jp/rootote/designaward/charity/2009/work/index.html
（前ページをクリックすると、このページが出てきます。）

サイト運営 ：株式会社スーパープランニング
(継続公開中)

アクセス数 28,114 PV (4/17時点）
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2）WEB展覧会
作品詳細ページ

作品 ：文原聡 （スタジオクロコダイル） （敬称略）
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3）チャリティーオークション

◇オークション期間

4月1日（水）～4月12日（日）

著名人の作品を、ネットオークションに出品しま
した。スタート価格は1,000円。
WEBサイトなので、全国の方が平等に参加が
出来る機会が生まれました。

売上の全ては｢セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン｣
のグローバルキャンペーン “Rewrite the 
Future いっしょに描こう！子どもの未来”に寄
付します。

オークション総売上 2,065,380円
サイトアクセス数 35,474 PV

(PC 27,275＋モバイル 8,199）

サイト運営：株式会社クラウンジュエル
（無償協力）

http://www.crownjewel.co.jp/

TOPページ

サイト内バナー

オークションTOPページ
http://www.crownjewel.co.jp/other.command?url=/special/tac2009/index.html
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3）チャリティーオークション 〔詳細ページ〕

クラウンジュエル

作品オークションページ詳細

作品 ： 文原聡 （スタジオクロコダイル）

（敬称略）

作品一覧ページ

詳細ページ

（※以下続く）

P.10



1) 展覧会と同会場で実施。 （表参道ヒルズ・吹抜け大階段）

◇開催日程 4月6日 （月）

◇開催時間 19:00～19:30
◇入場料 無料

◇ゲスト・MC 藤井尚之、屋敷豪太、野中ともよ MC:生井澤クリス (敬称略）
※4名とも、作品ご提供者

4）オープニング トーク＆ミニライブ

左から、藤井 尚之、屋敷 豪太、野中 ともよ、生井澤 クリス、セーブ・ザ・チルドレン 三木 照、スーパープランニング神谷敬久 （敬称略）

トークショー15分、
ミニライブ15分（3曲）

チャリティー企画に
参加した思いや、
地球の子どもたちへの
メッセージをお話いた
だき、その後に
ギターでのセッション
をお二人にして頂き
ました。
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1) 展覧会と同会場で実施。 （表参道ヒルズ・吹抜け大階段）

◇開催日程 4月12日（日）
◇開催時間 14:00～14:30
◇入場料 無料

◇ゲスト・MC 曙、HIROYA、RSP（Ai・Saki) MC:生井澤クリス (敬称略）
※5名とも、作品ご提供者

5） クロージング トーク＆ミニライブ

左から、RSP（Saki）、RSP（Ai）、曙、HIROYA、生井澤 クリス、セーブ・ザ・チルドレン 三木 照、 スーパープランニング神谷敬久 （敬称略）

トークショー15分、
ミニライブ15分（2曲）

チャリティー企画に参加した思いや、
地球の子どもたちへのメッセージを
お話いただき、そのあとにRSPのお
二人にライブで歌って頂きました。
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感謝状

ネットオークションで集まった売上の全ては、
セーブ・ザ・チルドレンのグローバルキャンペーン
“Rewrite the Future いっしょに描こう！子どもの未来” に寄付致します。

・

P.13



感謝状

ネットオークションで集まった売上の全ては、セーブ・ザ・チルドレンの
グローバルキャンペーン “Rewrite the Future いっしょに描こう！
子どもの未来”に寄付致します。

今年は、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンより、
各著名人の方々88組に向けて、「感謝状」 を 発行頂きました。
（例 ： 画像は、共に 文原聡 （スタジオクロコダイル）様宛てのものです。）
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ご協力メディア

掲載リスト （4/30現在）
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ポストカード（フライヤー）・ポスター

●ポストカード （フライヤー）

（宛名面）（デザイン面）

● ポスター

（吹抜け大階段）

（外壁）

（館内）

【設置例】
※全て表参道ヒルズ
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ポストカード（フライヤー）協力設置店舗-①

ポストカード
協力：株式会社ブーム・メディア・コミュニケーションズ
（20,000枚制作・配布）
（無償協力）

http://www.boommedia.co.jp/ P.17

【都内200店舗のカフェ・レストラン 等】
＜渋谷＞
moph cafe
人間関係 cafe
La SOFFITTA cafe restaurant
LA FABRIQUE dining club
WIRED CAFE 渋谷QFRONT店 cafe
Insomnia Lounge 渋谷 bar dining
東京基地 渋谷店 cafe
ENGAWA dining restaurant
Paradise macau dining
DemodeQUEEN cafe restaurant
BULL cafe bar
27 Crazy Force cafe dining
獣27 dining
NORBULINGKA cafe dining
LAX cafe
PLATE OF PIE. POP cafe dining
SHIBU-ZAKURA CAFÉ cafe
CANTIK cafe dining
marble cafe
RESPEKT cafe
SECO LOUNGE bar
Double Tall cafe 渋谷 cafe
cafe croix cafe
DexeeDiner 松濤店 cafe
SUZU cafe cafe
WONDER BOWL bar
DexeeDiner 渋谷店 cafe
道玄坂ﾗｳﾝｼﾞ lounge
Insomnia 渋谷 bar dining
Tofu‘s Dining Lounge 渋谷店 dining bar
Q BAR bar
Family club
LOOP club
PLUG live house
＜原宿＞
ATIC cafe dining
Double Tall cafe 原宿本店 cafe
Smile Junky HB café cafe
CLIMB dining bar
DOUP CAFE cafe
nabi restaurant
Sunshine Studio cafe cafe
Casa Nostra cafe bar
Reissue cafe
PIAZZA ECO-FARM CAFÉ cafe
DINING BAR cub TranSoup dining bar
WIRED CAFE 360° cafe
BAKERY CAFE 632 cafe restaurant
＜表参道＞
suri☆suri curry cafe café
ｽﾄｱ CAFE cafe
BAKERY CAFE 426 cafe restaurant
chardonnay bar
BARBACOA GRILL cafe restaurant
NALU café cafe
MiLK café cafe
Grandma‘s GEORGES omotesando dining bar
LoiteR cafe bar
ZipZap restaurant
FAB live house
＜青山＞
CAFE246 cafe
Limapuluh南青山ﾗ･ﾌﾟﾗｰｽ店 cafe
NOS bar 
ﾚｯﾄﾞｼｭ-ｽﾞ bar 
soul cafe restaurant
Hy's café
QUONS dining restaurant

＜外苑＞
青山unreve cafe restaurant
＜代々木＞
WeST PArK CaFE 代々木上原店 cafe
violette cafe hair salon
＜千駄ヶ谷＞
ZIPANGU cafe bar
Hang Loose cafe
＜恵比寿＞
Mai Thai cafe restaurant
Bacchus cafe restaurant
LOCO‘S TABLE MAHANA 恵比寿店 dining
3mm bar bar
Dexee Diner 恵比寿店 cafe
Bar KITSUNE dining restaurant
EST bar dining
＜広尾＞
ﾍﾙﾑｽﾞﾃﾞ-ﾙ bar 
＜代官山＞
AFRICA dining restaurant
Gazebo cafe
unice cafe restaurant
café PIKEY cafe
27 MCM cafe もんじゃ
unit live house
＜都立大＞
WUNDER BAR bar dining
＜中目黒＞
cafe colonial cafe restaurant
＜目黒＞
EMPORIO cafe
＜五反田＞
WIRED CAFE ｱﾄﾚｳﾞｨ五反田店

＜品川＞
SLOW cafe dining
どいちゃん茶屋 ThinkPark店 cafe
＜白金＞
cafe La Boheme 白金店cafe restaurant
BLUE POINT 白金台 cafe restaurant
＜高輪＞
ELIZABETH COLLAR cafe
WIRED CAFE ｳｲﾝｸﾞ高輪店 cafe
＜麻布十番＞
Prego cafe restaurant
RUBY CAFE Azabu10ban cafe
ｶﾌｪ ｳｲﾝｻﾞｰ cafe
eat more greens cafe
D-COLOR hair salon
＜西麻布＞
Mandy bar 
MOA CAFÉ cafe
OZ cafe bar restaurant
Te Tes cafe restaurant
Charleston Cafe ORIENTAL bar restaurant
VERANDA dining restaurant
GUSTRO PUB JOY bar dining
Bianco 西麻布 bar 
ﾓﾀﾞﾆｶ bar 
＜赤坂＞
LOCO‘S TABLE MAHANA 赤坂見附店 dining
＜六本木＞
A971 cafe
A971 lounge restaurant
2001年 bar dining
Copastic Cafe & Bar cafe bar
Harlem Freak bar dining
Materio 六本木店 bar 
Brasserie Va-tout bar restaurant
BRAVE BAR bar
Charleston &Son 六本木店 cafe restaurant

六本木 FLOWER club restaurant
BUENA GARDEN CAFÉ cafe dining
a.t.cafe cafe
CAFE FRANJIPANI cafe
胡同四合坊 ﾌｰﾄﾝｽｰﾌｫｰﾌｧﾝ bar restaurant
ROSSO bar 
＜池袋＞
news DELI 池袋店 cafe restaurant
＜新宿＞
Lover's Rock Cafe cafe
East and County bar restaurant
WIRED CAFE SHINJUKU MITSUKOSHI cafe
Billy Barew‘s Beer Bar 新宿店 bar restaurant
WIRED CAFE SHINJUKU LUMINE cafe
Lover‘s Rock Cafe Second cafe bar
mango tree cafe cafe restaurant
news DELI 新宿店 cafe restaurant
TOKYO BELLINI CAFFE 西新宿店 cafe restaurant
TOKYO BELLINI CAFFE 歌舞伎町店 cafe 
restaurant
＜高田馬場＞
Billy Barew‘s Beer Bar 高田馬場店 bar restaurant
Ben's café bar restaurant
＜駒沢＞
TOKYO PEOPLE‘S CAFÉ cafe
＜桜新町＞
La Pianta cafe restaurant
＜明大前＞
EXTOLL CAFE cafe
WIRED ﾌﾚﾝﾃ明大前店 cafe
＜三軒茶屋＞
cup bearer 三軒茶屋 cafe dining
portlate cafe restaurant
CARMA38 cafe
＜三宿＞
domuca design cafe
FUNGO三宿本店 cafe restaurant
Cafe Cherir cafe restaurant
SOAP cafe
Web club
＜駒場＞
ripple cafe
＜下北沢＞
bio sweets cafe
es cafe cafe
Korko café dinnning bar
cafe asso cafe
four forty live house
TOLLYWOOD cinema
＜自由が丘＞
Palms Cafe cafe dining
DOUGHNUT PLANT 自由が丘店 cafe
BUTTERFIELD cafe restaurant
PLATINO cafe
＜二子玉川＞
DRAFT KING bar restaurant
＜用賀＞
用賀倶楽部 cafe dining
YOGA BUZZ CAFÉ cafe
＜吉祥寺＞
LOBROS CAFE cafe
news DELI 吉祥寺店 cafe
茶炊き家 どいちゃん cafe
＜上野＞
WIRED CAFE ｱﾄﾚ上野店 cafe restaurant
＜大手町＞
DRUNK BEARS bar 
＜京橋＞
BAGUS BAR 京橋店 bar restaurant
＜銀座＞
CAFE FREDY 銀座店 cafe
PourCafe銀座 café
Insomnia lounge Ginza bar dining
SNAPPER&GROUPER BAR
＜新橋＞
DOUGHNUT PLANT 日ﾃﾚﾌﾟﾗｻﾞ店 cafe
＜水道橋＞
news DELI laqua店 cafe restaurant
＜築地＞
TOKYO BELLINI CAFFE 築地店 cafe restaurant

＜日本橋＞
WIRED CAFE News cafe
＜八丁堀＞
BAKERY CAFE 129 cafe restaurant
＜有楽町＞
news DELI 有楽町店
cafe restaurant
SCORPIONE STAZIONE 丸の内店
cafe restaurant
TOKYO BELLINI CAFFE 有楽町店
cafe restaurant
＜丸の内＞
Marunouchi café ease cafe
PLANET3rd TOKYO cafe
＜芝浦＞
BAGUS BAR 芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞ店
bar restaurant
＜台場＞
Very Very cafe
北の浜 cafe restaurant
POSITIVE  DELI cafe restaurant
＜豊洲＞
OCEANS BURGER INN ららぽｰと豊洲店
cafe dining
＜湾岸＞
IL FILO cafe restaurant
airy avenue cafe
TOKYO CIRCUS CAFE cafe
＜川崎＞
WIRED CAFE ﾗｿﾞｰﾅ川崎 cafe
CLUB CITTA' live house
＜横浜＞
HONEY HONEY dining
WIRED CAFE YOKOHAMA JOINUS cafe
Dexee Diner たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店 cafe dining
cafeFLOWER cafe
cafe guinho cafe
＜国立＞
Cafe Squall cafe restaurant



ポストカード（フライヤー）協力設置店舗-②

【トート・アズ・キャンバス お取扱店舗】

青森県立美術館ミュージアムショップ

SPACE harappa （青森）

NADiff bis （仙台）

Contrepoint （茨城・水戸芸術館）

Hansel＆Gretel （成城）

NADiff modern （東京・渋谷東急Bunkamura）

NADiff a/p/a/r/t （恵比寿）

SANTO （中野）

損保ジャパン東郷青児美術館 （新宿）

gallery 5 （東京オペラシティアートギャラリー）

MOT THE SHOP （東京都現代美術館）

横須賀美術館ミュージアムショップ （神奈川）

富山県立近代美術館 （富山）

Cony‘s Eye （金沢）

CONCIERGE FAMILLE （浜松）

NADiff 愛知 （愛知芸術文化センター）

豊田市美術館 （愛知）

shin-bi (京都) 

スタンダードブックストア (大阪) 

サントリーミュージアム天保山 ミュージアムショップ (大阪) 

EUROCO （神戸）

大原美術館 （岡山）

財団法人 ウッドワン美術館 （広島）

石橋美術館 (久留米) 

【設置例】

ポストカード
協力：株式会社ブーム・メディア・コミュニケーションズ
（20,000枚制作・配布）
（無償協力）

http://www.boommedia.co.jp/

【表参道ヒルズ】 （展覧会会場）

【スーパープランニング 直営店】

MR.FRIENDLY Cafe (1店舗)

ROOTOTE GALLERY （7店舗）

CONCIERGE (7店舗)

CONCIERGE GRAND (1店舗)

Un Petit Coueur （4店舗）
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最後に、弊社代表取締役の
御挨拶を掲載させていただきます。

“ TOTE AS CANVAS ” とは…

『そもそもトートバッグは「キャンバス」素材で出来ているのだから、それ自体が絵を描くための
「キャンバス」であってもいいのではないか・・・？』という発想が、この「TOTE AS CANVAS」の
はじまりでした。

子どもたちが白い平面とクレヨンがあればすぐに落書きを始めてしまうように、大人にもそんな
お絵描きの楽しさや、それが多くの人に鑑賞される楽しさを感じてもらいたいのです。また、
それを持った人々が街を行き交えば、街がさながらギャラリーのようになって楽しいのではないか。
そんな、ありそうでなかった単純なひらめきがきっかけになり、この「TOTE AS CANVAS」
トートバッグを作り、2003年より毎年一般公募のデザインアワードを主催することに致しました。
エントリー方法は、作品をデジカメで撮影して、画像をメールで送信していただきます。

そして、本アワードは、2007年4月にスペシャル企画として、「著名人の方々にご参加いただく
チャリティー企画」 に発展いたしました。

今年・第3回は、さらに参加者が増え、88組もの方々にご参加いただきました。
お忙しい中作品を制作、無償で作品をご提供いただけましたことに、この場をお借りして

改めて厚く御礼申し上げます。

今回の作品は、オークションサイト「クラウンジュエル」でネットオークションに出品され、
その落札金額はすべてセーブ・ザ・チルドレンのグローバルキャンペーン
「Rewrite the Future  いっしょに描こう!子どもの未来」に寄付します。
これは、2010年までに800万人の紛争国の子どもたちに教育の機会をつくることを目指した
キャンペーンです。

来年も、このチャリティー企画は続けて参ります。1人でも多くの紛争国の子どもたちのために、
私ども＝トートバッグができることを模索しながら、2010年まで継続開催していく所存ですので、
今後もどうぞ御支援のほど宜しくお願い致します。

2009年4月吉日

株式会社スーパープランニング
トート・アズ・キャンバス デザインアワード事務局
代表取締役 神谷 敬久

さいごに
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