
グローバル化した21世紀は、日本のデザイナーも海外で積極的に
活動するようになりました。ギャラリーでは今後、ジャパンデザイ
ンの海外での活躍、海外進出をテーマにとりあげていきます。

□TDCセミナー（東京デザインセンター）
「シンガポール East Gathering」3月27日（火）18:30-19:45 
シンガポールデザインウイークに集結するアジアのインテリアデザイ
ナー達の仕事ぶりを紹介します。

「ミラノ・サローネ2018」5月8日（火）18:30-19:45 
欧州のインテリアトレンドと日本勢の海外進出について解説します。

「北欧木造建築の今」6月5日（火）18:30-19:45
世界の先端を行くフィンランドの林業、木造建築を視察報告します。

トクトーク(商環境デザイン協会関東支部)
「JCDデザインアワード2017グランプリ」3月23日（金）18:45-
2017年度グランプリを受賞された中村竜治氏が自作を語ります。

JDCAシンポジウム(東京藝術大学卒環境デザイン研究会)
「JR西日本の豪華列車・瑞風のデザインについて」
4月10日（火）18:00-19:30

※お問合・お申込は各団体事務局又は東京デザインセンター

東京デザインセンター・インフォメーション

● 「インパクト」新ショールームオープン
● クラフテックギャラリー・セミナー
● 卒業制作展月間2018
● ショールーム最新情報
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東京デザインセンター

毎年恒例、デザイン系大学による卒業制作展が2月23日よりスタートしま
す。今年は3校4団体が展示を行います（女子美術大学プロダクトデザイ
ン専攻、千葉大学工学部デザイン学科、多摩美術大学情報デザイン学
科、女子美術大学ヴィジュアルデザイン専攻）。輝く才能に満ち溢れた作品
の数々を、ぜひご覧ください。会場はBFガレリアホール、入場は無料です。

■女子美術大学 プロダクトデザイン専攻
2018年2月23日（金）～2月25日（日）
（23日10:00-19:00、24日10:00-20:00、25日10:00-15:00）

「Joshibi Product GRADUATION 2018」
わたしは千手を手に入れた。
体は一つでありながら様々な場所に
数多の手を伸ばしてきた私たち。
そう、まるでそれは千手観音のように。
https://www.facebook.com/joshibi.pd.sotsuten.2018/

■千葉大学 工学部デザイン学科
2018年3月2日（金）～3月4日（日）
（2日12:00-18:00、3日10:00-19:00、4日10:00-17:00）

「意匠展」きて、みて、とって
千葉大学工学部デザイン学科の卒業研究・制作展。
あらゆる分野で私たちのデザインを
かたちづくる「きっかけ」。それが「トッテ」となり、
本展でみなさまが触れることができたのなら幸いです。
http://ishouten.com/

■多摩美術大学 情報デザイン学科情報デザインコース
2018年3月9日（金）～3月11日（日）11:00-20:00
＊トークイベント10日（土）15:30-17:00予定

「多摩美情デ卒展2018『Yes.』」
それは寄り添うということ。
生まれうる多種多様な作品たち。
その可能性を広げるためには、
互いに寄り添うことが大切である。
http://www.idd.tamabi.ac.jp/design/exhibit/gw17/

■女子美術大学ヴィジュアルデザイン専攻
2018年3月16日（金）～3月18日（日）10:00-20:00
＊最終日は17:00まで

「UZOMZO」
人によっては 取るに足らないものかもしれない
でもね 私たちには 代わりなんて無い 
これまでも、これからも
https://twitter.com/uzomzo2018

卒業制作展月間2018クラフテックギャラリー

この春、東京デザインセンター 5階に生まれたプロフェッショナルな
情報スペース「クラフテックギャラリー」。ここを起点に、日本の空
間デザインの未来を作り出す試みが始まります。

ギャラリーの奥に JCD, JIPA/JIPAT, IALD各団体の事務局がオフィスを連ねています。



Tel. 03-6277-1385

シラカワ

BLANCO（ブランコ）Dining

2017年飛騨高山で行われた家具フェスティバルで新作発表した
「ブランコ」ダイニングを4月より展示中です。

ダイニングテーブルはシラカワでは初めて丸棒をテーブル脚に使
用したデザインで、アームチェアは背面を一本の木を曲げて製作し
ている為、背あたりも良く、座面も広くゆったりお座り頂けるのと
アーム付きでも軽量なのが魅力。カバーリング仕様でウォッシャブ
ル張り地をお選び頂きましたら、ご自宅でカバーを洗うことも可能
です。

材料はレッドオーク材・ブラックウォールナット材の2種類から
お選び頂けます。

Tel . 03-6409-6336

インパクト

Tel. 03-6721-9320

5Fクリエイティブラボラトリーでは、日本未発売の新作タイル・
ガラスモザイク・洗面化粧台等を展示しております。

特にご覧頂きたいおすすめが2018年1月にデビューした、キッチ
ン・洗面化粧台シリーズ「NUOVO CRYSTA ）タスリク・ォヴーオヌ（」
です。
～木のぬくもり×タイルの融合～「カッコイイ水回り」をテーマ
に、設計デザイナー西村憲一氏監修のもと、北海道産天然木材を使
うキッチンメーカー、インパクト（当ビル3F）との共同制作で発売
いたしました。

弊社ショールームでは、北海道産タモ材【ミストアッシュ】とセラ
ミックタイル【マルミプラス】天板の洗面化粧台を展示しています。
手軽に使い易さとカッコ良さを実現した「NUOVO CRYSTA」を是非
ご覧下さい。

その他、2018年ガラスモザイク新製品の展示など豊富なライン
ナップで皆様のお越しをお待ちしております。

クリエイティブ・ラボラトリー
byノベルストーンジャパン

NEWオープン！
すべてにストーリー（物語）があるオーダーキッチンと
オーダー家具を北海道から

インパクトキッチンデザインTokyoラボでは、「全ての居住空間で最も幸
福を感じられる場所づくりのお手伝い」をさせていただくため、素材・デ
ザイン・コーディネイトをご一緒に練り上げていく工程を楽しむ場所を提
供させていただきます。

「キッチンから始まるトータルコーディネート」を実現する置き家具・造
作家具のラインナップ。「オリジナルキッチンOEM制作のお手伝い」とし
て、住宅や商業建築に携わっている方が望む、OEMキッチンやOEM家具製
作のアドバイスもさせて頂きます。

ブラッシュアップしたオリジナルのデザインを、厳選した北海道内はもち
ろん国内・海外の良質の木材・金物・マテリアルを使い、技能五輪木材部
門での日本代表クラスの職人達が作り上げる、ギミック満載の商品もご覧
いただけます。
これまで多くの建築家の方達と作るキッチンや家具を商品化させてきた経
験を持つコーディネーター・営業スタッフが対応させて頂きます。



ルミナベッラ 東京

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

Baker@TOKYO

MILLING ROAD ミリング・ロード

米国を代表する高級家具ブランドBaker（ベイカー）の、カジュアル
でリラックスしたライフスタイルに合った製品のコレクション、そ
れが「MILLING ROADミリング・ロード」です。
古典的なデザインとコンテンポラリーなデザインの意表をつくミ
クスチャーで展開するインテリアデザイナー「Darryl Carter（ダリ
ル・カーター）」のコレクションから、「ミラー」「チェスト」「チェア」
等の家具を3月よりBaker@TOKYOにて展開致します。

「Ring」

Brian Rasmussenによってデザインされ、イタリアpallucco社から
発表された「Ring」。無数のリング状のパーツが決められた角度で
交互に重なり密集することで、幾何学的な模様にも見えるペンダン
ト照明です。
宙に浮かんでいるようなふわりと軽い印象で、空間に自然に溶け込
みながらも独特の存在感を楽しめます。リングパーツは柔軟性のあ
る樹脂でできており、Φ60cmとΦ80cmの２サイズ、カラーは
white、white+gold、black+goldの３色展開。

フォアベルク

LAREA（ラレア）

レジデンシャル、コマーシャル向けコレクション“FASCINATION”
のモデルのひとつ。シャギー調のパイルでつくられたこのカーペッ
トは、マットで動きのある表情により、温かみのある空間を創りあ
げます。オフホワイト、ライトブルー等のパステルカラーをはじめ、
ダークグリーンやベージュ等、全15色のカラーバリエーションで
構成されています。

Tel . 03-3446-9405

北海道ニセコ、edra“on the rocks”

Tel . 03 -6459-3766

イル デザイン

edra collection - 建築家との共同作業

弊社の主要な活動の一つとして、建築家との共同作業があります。
その一例として、今やスキーだけに限らず高級リゾート地として海
外から多くの人々を 迎える北海道・ニセコのアパートメント・ホ
テルにイタリア高級家具ブランドの一つ、エドラ（edra）のソファ
“on the rocks”を設置致しました。

エドラ“on the rocks”は、フランチェスコ・ビンファーレのデ
ザイン。ビンファーレは長くカッシーナでアート・ディレクターを
つとめ、その間マリオ・ベリーニの名作CABチェアや、ヴィコ・マ
ジストレッチのMaralungaソファの開発を手掛けています。
その後、自身のデザイン事務所でエドラ（edra）、デ・パドヴァ（De 
Padova）などで多くの作品を発表。一方、ミラノのドムス・アカデ
ミーやロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで教鞭を取
るなどデザインについて広く社会と関わる活動をしております。



Tel . 03 - 5421-3711

東リ

新築からリフォームまで東リが厳選したおすすめの壁紙
「住まいの壁紙 100選」

多彩なデザイン、豊富なカラーバリエーション、人気のマテリアル
柄が拡充され、見てわかりやすい壁紙選びの情報が満載です。

壁紙選びがカンタンにできるポイントをご紹介いたします。
CHOICE①　色から選ぶ→鮮やかなカラーからシックなカラーまで
部分的にアクセントカラーを取り入れるだけでもお部屋の印象は
大きく変わります。
CHOICE②　インテリアシーンから選ぶ→お部屋別にお薦めのコー
ディネートを多数ご紹介しています。空間に合わせて心地よく感じ
るお好みのスタイルを探してみましょう。
CHOICE③　住まいの悩み事から選ぶ→臭いや汚れ、湿気、お手入れ
など暮らしの中で感じる悩み事を壁紙が解決のお手伝いをします。
機能性壁紙がそれぞれの目的に応じてサポートします。

是非、お好みの壁紙を探しに東リショールームにお立ち寄りください。

Tel . 03-6853-8611

ラミナム

LEGNO VENEZIA（レーニョ ヴェネツィア）シリーズ

今回は、美しい木目模様が特長の「LEGNO VENEZIA」シリーズをご
紹介いたします。LEGNO VENEZIAは、ヴェネツィア・ゴンドラの
係留棒をイメージした商材となっております。木の節目などは一
見、本物の木材と見間違うほどの精巧なデザインで表現されていま
す。カラーバリエーションは全3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。

LV-1 Corda（コルダ） LV-2 Fumo（フーモ） LV-3 Sabbia（サッビア）

キッチン天板：
LEGNO VENEZIA / Fumo 使用

テーブル天板：
LEGNO VENEZIA / Sabbia 使用

Tel . 03-5798-7481

トミタ

2月15日にオリジナル壁紙「HANA V（ハナ ファイブ）」を発売致し
ました。HANAコレクションは、日本の美を追求し、伝統美を現代的
感性で表現しています。HANA Vは、四季をテーマとして、早春の
椿、秋の萩や芒など日本的情趣と造形的な美しさを壁紙に込めまし
た。澄んだ光の凛とした景色、月明かりに照らされた景色、様々な光
沢、テクスチャーで陰影を表現しています。現代的素材と自然素材
の融合で心地よい空間を作り出します。
大判パネルは京橋ショールームでご覧いただけます。

「HANA V」：トミタのオリジナル壁紙コレクション
● 名称：HANA V（ハナ ファイブ）※国内在庫品
● 点数：四季折々の日本の美しい景色を想い起させる壁紙74点（内 壁画4点）
● デザイン：8種 花宴 KAEN（壁画）・芳春 HOUSHUN（壁画）・
　 萩叢 HAGIMURA・芒野 SUSUKINO・高野 KOUYA・忍草 SHINOBUGUSA・
　 花鬘 HANAKAZURA・松皮菱 MATSUKAWABISHI
● 素材：不織布貼り紙・紙・マニラ麻・サイザル麻・桐
● 防火性能：不燃・準不燃
● 価格：壁紙 ¥2,500～¥15,949/㎡　壁画 ¥125,000～¥145,000/セット



Tel . 03-6409-6327

FABRISTA

英国スコットランドより春をお知らせします。

Bluebellgrayの新作、“Medina”が入荷しました。
マラケシュの街並みにインスパイアされたエネルギッシュなコレ
クション。スークやサン・ローラン氏に愛されたマジョレール庭園
の魅力的且つカラフルなデザインをお楽しみいただけます。
他にないユニークで個性的なファブリックは、皆様へほんの小さな
幸せを運びます。

Bluebellgrayは2009年にFi Douglasによって設立され、瞬く間に
英国スコットランドを代表するブランドの一つに成長しました。
ヴィンテージとモダンを絶妙に掛け合わせたデザインが特徴です。
英国のインテリア誌では常連のように取り上げてられています。

Tel. 03-3448-8771

日進木工

「70 settanta HARU テーブル&チェア」

飛騨の地に伝わる匠の精神と、70年という歳月をかけて培ってき
た“軽くて丈夫” “機械加工と手加工のベストミックス”という日進
木工の特徴をさらに突き詰め、70周年という節目にあたり次世代
のフラッグシップモデルを製作致しました。

よし与工房

Tel. 03 -6277-4445

ロートアイアンに何が出来るか

ロートアイアンのデザインはヨーロッパスタイルのものが多いの
ですが、よし与工房が提案する和風のオリジナルデザインも多く採
用されています。
本来ヨーロッパの文化として発展してきた鍛鉄をそのまま忠実に
表現するだけでなく、日本の工芸の延長線上のようにデザインする
ことも積極的に試みています。
「ロートアイアンで何が出来るか」あらゆる可能性の追求・研究を
重ねてまいります。

design by 川上元美



受付案内

日進木工
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FABRISTA
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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
OLLSTANDARD (  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）

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


