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東京デザインセンター

JCDインターナショナルデザインアワード2018公開審査会
JCDデザインアワードは、商環境を軸とした「空間デザイン」の価値と可
能性を広く知ってもらい、社会に不可欠なジャンルである「空間デザイン
のちから」を伝えることを目指します。

そして今年はJCDデザインアワード最後の年。来年から日本空間デザイ
ン協会（DSA）とアワードを統合し、日本で唯一かつ最大の「日本空間
デザイン賞」を誕生させます。さらなる空間デザインの新しい価値を見出
し、より良い循環と活動を創造して社会に貢献していきます。
審 査 員　出原秀仁、柏木博、小坂竜、田中仁、仲佐猛、西尾洋一、西澤立衛
審査員長　橋本夕紀夫
開催日時　2018年7月7日（土）13：00～ 17：00
会　　場　TDC BF ガレリアホール（入場無料）
主　　催　一般社団法人日本商環境デザイン協会
お問合せ　info@jcd.or.jp（申込は不要）

JCDデザインアワードTDC/crafTecセミナー

右（青色）がMAISON

」10 チイキツ シハカタ「 ■
空間デザインの多彩な局面を露出させるトークイベントを今後月一回開くの
で「ツキイチ」。FRAME誌の高橋正明氏がコーディネートするJCDの新企
画です。第一回の登壇者は落合守征氏、その多彩な活動により、日本よりも
広く海外で知られる存在で、数多くのデザイン賞を受賞されています。
開催日時　2018年7月26日（木）19：00～ 21：30
会　　場　TDC5階 クラフテック・ギャラリー
参 加 費　500円（ワンドリンク付き）
お申込み　https://goo.gl/forms/PAJDcPaxWEVdNEyd2
お問合せ　JCD・日本商環境デザイン協会 03-6277-4813

■ ユーロクチーナ・レポート
ミラノサローネでは偶数年に、キッチンとバ
スルームの見本市が開催されます。今年は
コンパクト・キッチンで成功している日本の
サンワカンパニーが、サローネ会場で最も
優れた展示に与えられるミラノサローネア
ワードを受賞。今年の傾向と世界における
日本の戦略を、北海道オーダー・システム・
キッチンのインパクトがレポートします。
講　　師　堀川洋志（株式会社インパクト）
開催日時　2018年7月19日（木）18：30～ 19：45

■ メゾン＆オブジェ・レポート
この秋のメゾン＆オブジェは大きくホール
構成を変えて、プレスクリプター（建築家、
インテリアデザイナー）向けの展示を強化
します。見本市後、最速の視察レポートです。
講　　師　船曳鴻紅（東京デザインセンター）
開催日時　2018年9月18日（火）
　　　　　18：30～ 19：45

■ ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展レポート
2年ごとに開催されるベニスの国際建築展。
第16回目の金獅子賞はスイス
館にもたらされました。日本館
のテーマは「東京発建築民族
誌」。日本人の暮らし方に焦点
を合わせて、インテリアデザイン
との親和性を感じます。
講　　師　船曳鴻紅（東京デザインセンター）
開催日時　2018年9月25日（火）18：30～ 19：45

会　　場　TDC5階 クラフテック・ギャラリー（参加費無料、限定50名）
お問合せ・お申込み　event@design-center.co.jp

JCD TALK Lounge



Tel. 03-6277-1385

シラカワ

凛Living&Dining

2017年9月より、岩倉榮利氏デザインのリビング・ダイニングセット
【凛（りん）】がプロダクトアウトしました。
シラカワらしい質感を保ちつつ、よりスタイリッシュな仕上がりを
表している【凛】シリーズは、今までのシラカワとは一味違った製
品です。
シャープなフォルムの中に光る
滑らかな曲線美と心地よい肌触
りが、お客様の毎日をより一層、
笑顔豊かな生活へとサポートし
てくれます。スッキリとしたデザ
インなので、とても軽い家具に仕
上がりました。ぜひショールーム
にてお確かめください。

Tel . 03-6409-6336

インパクト

キッチンから始まるトータルコーディネート

キッチンの素材とデザインを軸にし、建築の中で造作家具や置き家具を過去20
年以上に渡り提案させていただいているインパクトでは、ショールームにおい
て様々な施工例や素材をご覧いただけます。

キッチンの扉材と同じ素材や塗装で、ダイニングテーブルや椅子も体形や家族
構成に併せて、専属コーディネイターがご提案させていただくことができます。
北海道の良質なナラ材、サクラ材、クルミ材などの材料を、無垢材や突板に自由
に加工しながら、注文住宅・宿泊施設・商業施設の中でのコーディネートをお
楽しみください。

Tel . 03-6409-6327

FABRISTA

高機能性インテリア・ファブリック、
drapilux（ドラピルックス）

ドイツを代表する高機能性ファブリック・メーカー drupilux
（ドラピルックス）。
防炎・消臭、抗菌（殺菌）、防音などの機能を持ち、ヨーロッパではホ
テルやシアター、または船舶と様々なコントラクト物件に多く採用
されています。
また、2018年のドイツ・デザイン・アワードでインテリア部門の
最優秀デザイン賞を獲得するなど、機能性のみならずデザイン性も
高く評価されており、住宅・非住宅に関わらず、広く空間創造の場
面でお役に立ちます。



ルミナベッラ 東京

Tel. 03-5793-5931 Tel . 03-6432-5795

Baker@TOKYO

Baker最新作は人気No.1デザイナーの「Thomas Pheasant（トー
マス・フェザント）」によるもの。古典的なエレメントを絶妙に取り
入れながらスタイリッシュかつモダンに仕上げられています。特に
リビング、ダイニングは数多くあるBakerコレクションの中でもず
ば抜けた人気。背中からアームに掛けて特徴的なデザインの「ダイ
アモンド」シリーズは新たな定番となること間違いありません。

」）ソプリカ（ospylaC「IDIRATNOC

ミラノに拠点をおくデザインユニットServomutoがデザインを手
がけ、イタリアの照明メーカー CONTARDIから発表されたペンダ
ントランプ。CONTARDI社は、ファブリックやレザーの高い裁縫技
術を持ち上質な素材を用いたコレクション
を生み出すことから「光のクチュリエ（ドレ
スデザイナー）」とも称されるメーカーです。
幾何学的な線を特徴とするヨーロピアン
アールデコと、カリブ海の島々の鮮やかな色
彩・模様からインスパイアされデザインさ
れました。コード部分には上品なモスグリー
ン色のシルク製のロープが巻かれ、ガラスや
真鍮とのバランスも絶妙です。

全12種類　130,000円（税抜）

フォアベルク

GATTEA（ガッテア）

FASCINATIONのモデルのひとつで、高級感あふれる光沢が美しい
4m巾の織りカーペットです。織りのモデルには珍しく、4m巾の仕
様はスペースによってジョイントを相当少なくできるメリットが
あり、スムーズな設置を可能としました。

光沢を持った質感は住宅の
みならず、店舗空間にも高級
感をもたらします。重歩行対
応の丈夫さと美しさを両立

ており、和洋どちらの空間に
もマッチします。
全13色。厚み3.8㎜。

Tel . 03-3446-9405Tel . 03 -6459-3766

イル デザイン

driade 50周年記念限定モデル“MISS LACY” ¥800,000（送料、8%消費税を含む）

driade 創業 50周年記念モデルの発表 - 
フィリップ・スタルクとの共作

弊社のオフィシャル・サプライヤーの一つ、driadeは1968年創業、
今年2018年で創業50周年になります。これを記念して、長年の友
でもあるフランス人デザイナー、フィリップ・スタルクがデザイン
した記念限定モデル“MISS LACY”を発表しました。
2007年、フィリップ・スタルクは花びらをモチーフにバロック・
レースのようなイメージを持つ、“MISS LACY”をポリッシュド・
ステンレスで発表、現在も
人気のアイテムです。

今年発表された50周年記
念の限定モデルは、この
“MISS LACY”をベースに
カッパー（銅）の鏡面仕上
げで出来ており、非常に豪
華な仕上げとなっています。



Tel. 03-6450-4267

オルスタンダード

イタリアやスペインなど、ヨーロッパを中心に厳選したタイルを取

天然石をモチーフにダイナミックな柄を表現した床タイルや、空間
を彩る壁面装飾タイルなど、様々なシーンでご使用いただける多彩
なデザインタイルをセレクトしております。

東京デザインセンター・タイルギャラリーでは、実際の商品を手に
取ってご覧いただけます。今春発刊したばかりの2018年版カタロ
グも無料で配布しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

Tel . 03-6853-8611

ラミナム

BLEND（ブレンド）シリーズ

今回は、シンプルな石目調の柄が特長の「BLEND」シリーズをご紹
介いたします。BLENDは、石特有の凹凸感の粗さはありませんが、
シンプルな面状において石の質感を大いに表現した建材となります。
カラーバリエーションは全4種類。
ぜひこの機会にショールームにて、実際にご体感ください。

Tel . 03-5798-7481

トミタ

スウェーデンの壁紙ブランドBORÅSTAPETER（ボラスタペー
ター）から自然と美しい花々を集めた新作コレクション「IN 
BLOOM」が届きました。私たちは「自然」を常時意識しているこ
とはありませんが、ふとした時に「自然」の中で生きていることを
思い出します。特別な風景だけでなく、日常を豊かにしてくれる
花を身近に感じてもらいたいという思いから、このコレクション
が生まれました。やさしい柄と色彩が、空間を心地よくつつみ込
みます。
BORÅSTAPETERの壁紙は、デザイン性と機能性を兼ね備え、環
境に配慮した素材と製造工程で作られています。

8月11日(祝)から15日は夏季休業となります。
10日、16日は通常営業いたします。

BL-1  Avorio（アヴォリオ） BL-2  Grigio（グリージョ）

BL-3  Nero（ネロ） BL-4  Noce（ノーチェ）

内装壁、カウンター：BLEND / Nero 使用

テーブル天板：BLEND / Nero 使用

内装床：BLEND / Grigio 使用

内装床600角タイル「GEMSTONE」

石のリーフデザイン
モザイクタイル「Leaf Stone」

“2018 NEW ARRIVAL”



よし与工房

Tel. 03 -6277-4445

ロートアイアンのよし与工房からレディーメイドのご提案

よし与工房の、安く、早く、簡単に施工できるレディーメイドブランド、
TRIPLE4H（トリプルフォーエイチ）。
従来のオーダーメイド同様、職人が1つ1つ作る、MADE IN JAPAN製
品です。
みなさまのお役にたてるよう、生活空間をグレードアップするメタルアイテム
をご提案いたします。

今年も1日1組限定バーベキューコース スタート!!

昨年、大好評のバーベキューコースを今年もスタート!!
手ぶらでご来店いただいて、後片付けもなく、お手軽なコース。
食材や飲料をお渡しして、お客様に自由にお楽しみいただきます。
会社のご友人、ご家族、お子様、ペット・・・皆さまに喜んでいただ
けるよう今夏も努力してまいります!!

店内では、季節を感じるアラカルトやコース料理をご提供しており
ますので、何なりとお申し付けください。

Tel. 03-5421-3711

東リ

「ROYAL STONE MORE LUMINOUS
（ロイヤルストーン・モア ルミナス）」

和の美意識 新技術で、新しいモダンジャパンデザインを目指しきらきらと光る反射
エンボスで「ルミナス（輝き）」をイメージしてデザインしました。
職人の手によって作り上げられた反射エンボスが生み出す、繊細なきらめき。
感性を触発する新しいプリントタイルの質感を東リならではの輝き技術で3ミリの厚
みにとじ込めました。
ショールームで是非、お手に取ってご覧ください。

◆商品名　ロイヤルストーン・モア ルミナス
◆品種　複層ビニル床タイル FT
◆寸法　
◆全厚　3mm
◆価格　4,700円／㎡（材料価格 税抜き価格）
◆デザイン　6種14点
　KIRIKO切子・SAKURA桜・ARARE霰・SHIMA縞・HISHI菱・KISEKI輝石
◆2017年度グッドデザイン賞 受賞

Tel . 03-5420-2223

イル カヴァロ

バーベキューコース（税込）
¥5,000
　お肉4種、魚介2種、野菜盛合せ、〆のパスタ
　90分 飲み放題※
¥6,500
　フレッシュサラダ、前菜盛合せ、生ハムとサラミ盛り合わせ
　お肉5種、魚介3種、〆のパスタ
　90分 飲み放題※

※ドリンク内容
　キリン ハートランド（中瓶）、赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン
　数量限定イタリア産ビール（小瓶）、カシスオレンジ、カシスウーロン
　カンパリオレンジ、カンパリウーロン、ハイボール
　烏龍茶、オレンジジュース、アップルジュース



受付案内

日進木工
ラミナム

ブラジル銀行

ベイカー・
アット・
トウキョー

よし与工房

タイオン

東リ
シラカワ

エレファント
デザイン

クラフテック
ギャラリー

トミタ

IL DESIGN

スコラ・コンサルト

東京イングス

ツツイ
グループ

DMK

イル 
カヴァロ

インパクト フォアベルク

ジオブレイン

ルミナベッラ 東京

ツツイグループ

東京デザインセンター
JDCA

貸会議室

オルスタンダード

クリエイティブ・
ラボラトリー

FABRISTA

JIPA/JIPAT
JCD
IALD

Tel . 03 -3445 -1126 ( お問合せ・ご予約お申込み)

BF ガレリアホール（貸しホール）
Galleria Hall ( Rental Space)

営 10 :00 ～18:00 休 水 /祝Tel . 03 - 5421- 3711

4F 東リ（ 床材 / カーペット / カーテン / 壁紙）
TOLI (  Floor/Carpets / Curtains / Wall Coverings )

営

5F クリエイティブ・ラボラトリー（タイル / 壁床材）
Creative Laboratory by NOBEL STONE JAPAN(  Tile/Brick/Stone )

10:00 ～18 :00 休 土 /日 /祝Tel . 03-6721-9320

5F クラフテック・ギャラリー
crafTec gallery

営 11:00 ～18 :00 休 土 /日 /祝Tel . 03-6277-0434

営 10:00 ～18 :00 休 土 /日 /祝

5F オルスタンダード（タイル）

Tel . 03-6450-4267
OLL STANDARD (  Tile )

2F よし与工房（店舗用品/ 建築金物）

Tel . 03 - 6277- 4445 休 土（不定休）/日 /祝営 9:00 ～18 :00
YOSHIYO KOBO ( Display equipment / Iron decoration )

Tel . 03 -6455-7180

2F タイオン（クリニック/ 溶岩ヨガスタジオ）
Tai-ON ( Clinic / Yoga Studio )

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

Tel . 03-5793-5931 休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00
LUMINABELLA Tokyo ( Import Lighting )

3Fイル カヴァロ（イタリアン レストラン）

Tel . 03 -5420-2223
IL CAVALLO ( Italian Restaurant )

休営 日/祝昼11:30～14:00（L.O.）　夜18:00～21:30（L.O.）

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）

Tel . 03-3446 -9405 休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00
VORWERK CARPET ( Carpets / Rugs )

3F インパクト（キッチン）

Tel . 03-6409-6336 休 水 (土 /日 /祝は予約制）営 10 :00 ～17:00
IMPACT (Kitchen)

休 土 /日 /祝営 10 :00 ～18 :00

1F ラミナム（輸入建材）

Tel . 03 -6853 -8611 
LAMINAM ( Import Building Material )

休 水 / 第1・第3木曜営 10 :00 ～18 :00

1F 日進木工（国産家具）

Tel . 03 -3448 - 8771
NISSIN ( Furniture )

休 祝営 10 :00 ～18 :00Tel . 03 -3445 -1121

1F 受付案内
Information

休

8F 東京デザインセンター オフィス　
Tokyo Design Center inc.

土 /日 /祝Tel . 03 -3445 -1121 ( 大代 )　

休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00Tel . 03 - 6432- 5795

2F ベイカー・アット・トウキョー（家具・インテリアアイテム）
Baker @ Tokyo ( Furniture )

休 土 /日 /祝営 9:00 ～17:30Tel . 03 - 3447-1221

2F 東京イングス（建築設計・施工）
TOKYO INGS ( Architecture / Renovation / Reform )

休 水営 10 :00 ～18 :00Tel . 03 -6277-1385

4F シラカワ（国産家具）
Shirakawa ( Furniture )

5F JIPA/JIPAT（日本 /東京インテリアプランナー協会）　Tel . 03-3447-1755
JCD（日本商環境デザイン協会）　Tel . 03-6277-4813
IALD Japan（日本国際照明デザイナーズ協会）　Tel . 03-6277-1764

6F トミタ（壁紙/ファブリック/ 家具/インテリアアイテム）
TOMITA ( Wall Coverings /Fabrics / Furniture )

営 11:00～17:00 (事前予約制 )Tel . 03-5798 -7481 休 土 /日 /祝休

6F IL DESIGN（イタリア家具）
IL DESIGN ( Italian Furniture )

営 10:00～12:00 ,13:00 ～18 :00Tel . 03 -6459 -3766 休 土 /日 /祝

7F 山﨑伊久江美容室（ヘアサロン）
Salon Ikue Yamazaki ( Hair Salon )

営 10 :00 ～17:00 ( 金・土・祝17:30 ) 火Tel . 03 -3449 -2285 休

休

8F JDCA（日本デザインコンサルタント協会）

土 /日 /祝Tel . 03 -5420-4636　
Japan Design Consultants Association


