


plan%ca	  （プランティカ）	  

　花に関係するアート、ファッション、ライフスタイル、メディア…それぞれの領域を繋げながら、 スペースデザイン、インスタレーショ
ン、テキスタイルデザイン、プロダクトデザイン、 サービスデザイン、アートディレクションまで手がけるクリエイティブスタジオ。	

　2015年4月、長崎ハウステンボスの春の大イベント「花の大祭典」にて総合演出を行なう予定。 同年5月に開催されるミラノ国際博

覧会（万博）日本館にて装花ディレクションを行なう予定。 同年5月、星野リゾート「リゾナーレ八ヶ岳」の施設にて春の祭典「花咲くリ
ゾナーレ」の総合演出を行なう予定。	

　14年5月、NHK World 放送「Rising Artist」にて、plantica のドキュメンタリーが放送される。同年6月、モナコ公国・カロリーヌ王女 
主催のフラワーアート・イベント 「Concours International de Bouquets」に招待され、生け花のインスタレーションを行なうと同時に

「IKEBANA KIT」を献上する。同年7月、「United Nations Recreation Center」 国連ケニア・ナイロビ 支部にて「Nomadic」展を開催。
同年8月、ニューヨークで開催されるファッション国際見本市「PROJECT ¦ MAGIC」にて、ファッションアイテム「PETAL」が Best New 
Emarging Brand に選出される。	

　13年9月、仏パリで開催されるデザイン国際見本市「MAISON&OBJET」や ファッション国際見本市「Paris Sur Mode」「Premiere 

Classe」にて、花に関するデザインプロダクト「IKEBANA KIT」、 ファッションアイテム「PETAL」、インスタレーションアートを展開。14
年1月、独ベルリンの Mercedes-Benz Fashion Week で開催されるファッション合同展示会「PREMIUM」にて、 会場スペースデザイ
ンとインスタレーションアートを展開。	

www.plan'ca.net	  

木村 貴史　　plan%ca	  クリエイティブディレクター	  /	  華道家	  /	  フラワーアーティスト	  	  

埼玉県出身。青山学院大学経営学部卒業、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修了。 	

　約600年続く華道の伝統や美学を意識しつつ、次世代の新たな表現方法を追求し、表現の場をスト
リートに求めたり、 花に関係するファッションやプロダクト「IKEBANA KIT」から花贈りのウェブサービス

「bouquet」を企画・制作するなど、生け花の枠に捕われない自由な活動を行っている。 2007年、さまざ
まなメディアを用いて植物の魅力を発信するクリエイティブスタジオ「plantica」を結成。 ファッション・メゾ
ンをはじめ、大型商業施設の空間演出や、NIKE、STARBUCKS、TOYOTA、CANON などのイベント装

花、 広告やMVなど多方面で装花ディクションを行なっている。 次世代を担う文化人としてUNIQLOの 
TVCM／広告にフリース・アンバサターとして出演（2009, 2014年）、 またフランス放送局「Canal Plus」や

海外放送「NHK World」のドキュメンタリー番組に取材されるなど、 国内外のメディアからも活動が注目
されている。	



UNIQLO	  Fleece	  20th	  Anniversary	  TVCM	  /	  Takashi	  KImura	  Ver.	  （2014.10	  –	  12）	  



UNIQLO	  Fleece	  15th	  Anniversary	  TVCM	  /	  Takashi	  KImura	  Ver.	  （2009.10	  –	  12）	  



EXILE	  ATSUSHI＆辻井伸行「それでも、生きてゆく」 /	  Music	  Video	  Art	  Direc'on	  



NHK	  World	  "Rising	  Ar'st"	  Documentary	  on	  Takashi	  Kimura	  	  



Starbucks	  Sakura	  Spring	  Celebra'on	  /	  Shop	  Space	  Decora'on	  



NIKE	  FREE	  ~	  野性のつよさをよびさませ ~	  /	  Main	  Visual	  Design＆Public	  Icon	  Design	  



Canon	  PowerShot	  G1	  X	  Mark	  Ⅱ/	  Camera＆Photo	  Imaging	  Show	  2014	  /	  Installa'on	  



INTERSECT	  BY	  LEXUS	  1st	  Anniversary	  	  /	  Space	  Decora'on	  



Hello	  Ki[y	  ×	  plan'ca	  /	  40th	  Aniversary	  Art	  Direc'on	  



L'Arc-‐en-‐Ciel	  20th	  L'Anniversary	  WORLD	  TOUR	  2012	  THE	  FINAL	  /	  DVD	  Package	  Direc'on	  



Corsages	  Design	  to	  “SMAP”	  /	  笑っていいとも 最終回	  



FUJITSU「ARROWS	  NX	  DOCOMO」	  /	  Wallpaper	  Design	  	  



LVMH	  Group	  CHANDON	  /	  KIRIN	  Four	  Roses	  /	  Key	  Visual	  Direc'on	  	  



Good	  Innova'on	  Good	  Entrance	  Project	  by	  Dentsu	  /	  Space	  Design	  



IKEBANA	  KIT	  /	  Product	  ＆	  Educa'on	  System	  Design	  



Garden	  Club	  de	  Monaco	  /	  IKEBANAKIT	  Installa'on	  Ⅰ	  



Garden	  Club	  de	  Monaco	  /	  IKEBANAKIT	  Installa'on	  Ⅱ	  



Offering	  IKEBANA	  KIT	  to	  Princess	  Caroline	  of	  Monaco	  /	  Presenta'on	  of	  IKEBANA	  



PARIS	  SUR	  MODE	  /	  IKEBANA	  KIT	  Installa'on	  



Floral	  Shoes	  "PETAL”	  and	  “LEAVES”	  /	  Floral	  Shoes	  Tex'le	  Design	  	  



Paris	  Premiere	  Classe	  |	  Floral	  Shoes	  "PETAL"	  Exhibi'on	  	  



New	  York	  PROJECT	  |	  Magic	  /	  2015SS	  Floral	  Items	  Exhibi'on	  



Berlin	  Premium	  /	  Floral	  Shoes	  "LEAVES"	  2014	  AW	  Exhibi'on	  



Berlin	  Premium	  /	  Vacuum	  Flowers	  Ⅰ	  



Berlin	  Premium	  /	  Zen	  MODE	  Ⅱ	  



Berlin	  Premium	  /	  Hanging	  Christmas	  Tree	  Ⅲ	  



Hong	  Kong	  New	  Town	  Plaza	  “新年快楽”	  /	  Space	  Design	  ＆ Dcora'on	  



Kenya	  United	  Na'ons	  Recrea'on	  Centre	  /	  Plan'ca	  Archive	  Exhibi'on	  



Saudi	  Arabia	  “Tokyo	  meets	  Riyadh”	  /	  Key	  Visual	  Direc'on	  ＆	  Space	  Design	  



ENFOLD	  ×	  plan'ca	  2014	  SS	  Collec'on	  /	  Tex'le	  Design	  ＆	  Shop	  Decora'on	  



And	  A	  ×	  plan'ca	  Floral	  Fashion	  Item	  /	  Tex'le	  Design	  Ⅰ	  	  



And	  A	  ×	  plan'ca	  Floral	  Fashion	  Item	  /	  Tex'le	  Design	  Ⅱ	  



VIVIENNE	  TAM	  ×	  plan'ca	  Floral	  Fashion	  Item	  /	  Tex'le	  Design	  	  



Moonbat	  ×	  plan'ca	  Floral	  Umbrella	  Item	  /	  Tex'le	  Design	  	  



CHILLEA	  Leaflet	  Art	  Direc'on	  



SHIBUYA	  FASHION	  FESTIVAL	  /	  2013	  SS	  Key	  Visual	  Direc'on	  /	  Model	  玉城ティナ	  



Japan	  Fashion	  Week	  -‐	  Interna'onal	  Fashion	  Fair	  /	  Space	  Direc'on	  ＆	  Key	  Visual	  Direc'on	  



Shinjyuku	  ISTEAN	  /	  plan'ca	  POP	  UP	  Store	  



United	  Bamboo	  ×	  plan'ca	  /	  Store	  Installa'on	  



TEDxTokyo	  2012	  Lounge	  Decora'on	  



Catering	  Rocket	  ×	  plan'ca	  /	  Herb	  Exihibi'on	  Ⅰ	  



Catering	  Rocket	  ×	  plan'ca	  /	  Herb	  Exihibi'on	  Ⅱ	  



VENUS	  SPA	  ×	  plan'ca	  /	  Fragrance	  Product	  Crea've	  Direc'on	  	  



VENUS	  SPA	  ×	  plan'ca	  /	  Release	  Party	  Space	  Decora'on	  


