
アメリカ西海岸建築レポート
― 巨匠が手掛けたアメリカモダン建築 ―

日本空間デザイン賞 2021 三次最終審査会

19 世紀後半から20 世紀半ばのアメリカモダン建築はフランク・ロイド・ライ
トが中心的な役割を果たしました。ライト事務所スタッフのシンドラーやノイト
ラなど、カリフォルニアスタイル建築を多く残し、その後のアメリカ建築に大き
な影響を与えました。アメリカの富が集まるロサンゼルスには、多くの巨匠が
手掛けた建築が今も残り、その影響を受けた建築も多く作られています。
今回のセミナーでは、エーディコア・ディバイズの瀬戸氏が10 年以上西海
岸で取材を続けた中から、アメリカモダン建築の巨匠たちの建築を再編集
し、ライト、ノイトラ、ゲイリーなどの建築インテリアをお見せします。

JCDとDSAによる「日本空間デザイン賞」は、空間デザインの価値を
未来へ繋ぐために設立された日本最大級のデザインアワードです。
３回目を迎えた本年度は、コロナ禍で経済活動が萎縮する中において
も、887点の応募がありました。

アメリカ家具事情雑話

旭川家具の世界市場開拓を手掛けてこられたカンディハウスの渡辺直行
氏に、家具インテリアビジネスの日米の違いを比較して語っていただきま
す。アメリカのライフスタイルは、多少のタイムラグで日本でもとり入れられ
てきました。1970年代の欧米でのインテリアビジネスの拡大から、今世
紀のインターネットの普及と混乱する流通、誰でもインテリアデザイナーと
なる時代への変化をたどります。

瀬戸 昇 （せと のぼる）
株式会社エーディコア・ディバ
イズ 代表取締役社長
クリエイティブ・ディレクター 

渡辺 直行（わたなべ なおゆき）
1951年 札幌生まれ
1976年 東京造形大卒、インテリアセンター入社
1980年～ 82年, 1984年～ 87年 米国サンフランシスコ勤務
1997年 インテリアセンター（現カンディハウス）代表取締役社長
2021年 カンディハウス相談役

永く使えるデザインを大切にす
る家具メーカー、エーディコア・
ディバイズのインハウスデザイ
ナーとして、オリジナルブランド
を創 出。1993年、2003年に
グッドデザイン賞受賞。 

※ 本紙のメール送信をご希望の方は tdc@design-center.co.jp までご連絡ください。
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TDC建築セミナー

TDC建築セミナー / TDCインテリアセミナー / 日本空間デザイン賞2021
ショールーム最新情報

TDCインテリアセミナー 日本空間デザイン賞2021

参加費：無料
問合せ：event@design-center.co.jp

日時：2021 年 10月8日 ( 金 )  18:30 ～ 20:00
定員：5Fセミナー会場 30 名 ＋ 同時オンライン配信

日時：2021年11月 25日(木)  18:30 ～ 20:00

日時：2021年9月25日（土）13:00 ～
場所：東京デザインセンター 地下1階ガリレアホール
観覧：感染拡大予防として本年度は一般公開は致しません
配信：Facebook公式アカウントにてライブ配信予定

詳細は公式ホームページからご確認ください。

三次最終審査会では、一次審査、二次
審査を通過した優秀作品の中から金・
銀・銅賞及び最高賞であるKUKAN OF 
THE YEAR 2021が選出されます。

問合せ：event@design-center.co.jp

定員：5Fセミナー会場30名 ＋ 同時オンライン配信
参加費：無料
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イタリア、ロンバルディア州ベルガモにあるブランドAliasの超軽量の美しい
チェア"laleggera" 
ミラノから北へ20km、家具の産地として名高い街 "メダ" にある極めて良
質なホテル「Park Hotel」のレストランに、この "laleggera chair" が使わ
れています。ミラノへ出張してこちらに滞在した際、このチェアを初めて
持った瞬間、その” 軽さ” に驚いたこと。その上、座り心地の良さに感
嘆した、という印象を今でも鮮明に思い出します。メダの街はCassina、
B&Bイタリア、フレックスフォルム、ミノッティなど名だたるブランドが工場を
持つ場所なので、こちらPark Hotelのレストランは家具仲間にとって非常
にポピュラーで、これらブランドの社員の方達も、よく集ってランチに訪れ
ます。
laleggeraは1998年にコンパッソ・ドーロ賞を獲得、2009年にはMOMA
(ニューヨーク近代美術館)のコレクションに選ばれております。軽く、利
便性が高く、スマートなフォルムの "laleggera chair" 。ご自宅のダイニング
チェアとして、是非お奨め申し上げます。

DELUXE RUG　(デラックス ラグ）

フォアベルクのカーペットは、ご希望のサイズで、ラグとしてもご利用頂
くことができます。特に、端部を折り返し、フェルトで裏打ち加工をす
DELUXE RUGは、ラグジュアリーでボ
リューム感のある仕立てが、快適な歩行感
と心地よい触感を生み出します。
DELUXE RUGは、Best of Livingコレク
ションの10モデルに対応しております。

（写真ネイビーのラグは、Superior1064　3Ｑ59）

ロートアイアン

鉄は爐で熱することによって赤く焼け、軟化します。この性質を応用して鉄を熱し、
叩いて色々な形を造り出す鍛造の技術は17,18,19世紀のヨーロッパの建築に用いら
れ、今日でも多くの建築物に姿を遺しています。

よし与工房は1969年に、そのヨーロッパの鍛造工芸であるロートアイアンを日本で
もっとも早く導入しました。ヨーロッパの伝統技術、デザインの研究と、日本の伝統に
独自のデザインの体系的な研究開発を推めて参りました。
更に鉄に限らず、あらゆる種類の金属材料を駆使して新しい造形技術の開発に積極
的に取り組んでおります。よし与工房のオーダーメイドの装飾金物は、京都本社の工
房にて職人が手仕事で一つ一つ仕上げております。

ショールームではサンプルなどを見ていただきながら専門のデザイナーがお打ち合わ
せの対応をさせていただきます。ご来店お待ちしております。

Alias “laleggera”（アリアス “ラレッジェーラ”）

"laleggera chair 301" 
black stained
当社販売価格￥132,000
(2 脚 set) ( 税込 )
染色塗装仕上げ (V140 black)
6 脚までスタッキング可能

"laleggera chair 301_L" 
black leather
当社販売価格￥359,700
(2 脚 set) ( 税込 )
 総革張り仕上げ 
LEATHER PELLE FRAU B030 
(black)
4 脚までスタッキング可能

※東京デザインセンター 6F、当社プレゼンテーション・プレイスにて展示導入中です。

それぞれ 2脚単位にて販売、送料無料 (※北海道、沖縄、離島を除く )
幅 44x 奥行 49x 高さ 79, 座面高 46 cm　材質 : 木製フレーム、発砲ポリウレタン充填構造
design: Riccardo Blumer
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モノがたる、メタル

「金属の可能性を追求し、金属による新たな価値創造にチャレンジする」
という企業理念を掲げ、壁面・門扉・階段・手摺など、建築金属製品
の図面製作から製造までを一貫した自社生産体制で行うアイチ金属。優
れた技術力と高い意匠性を併せ持つ製品は、ハイクラスレジデンス、ホ
テル、商業施設など幅広い分野で採用され、著名建築家やデザイナーと
のプロジェクトを多数手掛けています。
金属加工領域を極めるディベロップ事業。あらゆる素材で金属を表現でき
るドイツ製の特殊メタルコーティング「VeroMetal®」事業。
美しい金属表面処理
と加工技術により圧倒
的な存在感を誇るイタ
リア製メタルファニ
チャーブランド「De 
Castelli」事業。
これら3つの事業を展
開し、空間の意図を
モノがたるメタルを追
求しています。 東京支社はDe Castelli を展示しております。

Blend（ブレンド）シリーズ

Blendは、ラミナムの哲学に基づいたシリー
ズです。
セメントからインスピレーションを得た表面
は、古典的でバランスの取れた色彩によっ
て生み出された商品です。黒の壮麗さ、グ
レーの万能性、そしてアイボリーの調和性が
視覚的に刺激を受け、 思わず触れたくなる
ような柔らかいイメージを与える表面になっ
ています。内外装を問わず、個性的な空間
を演出することができ、海外で最も高く評
価されているシリーズの一つです。
Blendの質感などを是非、当ショールーム
でご体感くださいませ。

BL-1　Avorio ( アヴォリオ )

BL-2　Grigio ( グリージョ )

BL-3　Nero ( ネロ )

DE CASTELLI

Tel. 03-6456-2212

遮熱カーテン　TESORO（テゾーロ）

フランスPIERRE FREY新作ファブリックス入荷
南仏へのオマージュ「LA JOIE DE VIVRE」

革新的な技術による高機能と優美なデザインを融合させたインテリア・ファ
ブリック、積水ナノコートテクノロジーの遮熱カーテン「TESORO（テゾーロ）」。
ナノレベルでステンレス素材を生地の裏にコーティングする、世界オンリー
ワン技術「masa 加工」によって生地の風合いはそのままに、今までにな
い遮熱・ミラー効果と深い色合いを実現しています。暑さ対策、UVカット、
エコなど機能性の高いカーテンをお探しでしたら是非お手に取ってご確認
頂けたらと存じます。

洗面カウンター : Blend / Grigio 使用内装壁、接客カウンター : Blend / Nero 使用

セザンヌやマティス、
芸術家たちが魅かれ
たプロヴァンス。
「LA  J O I E  D E  
VIVRE ラ ジョワ ドゥ 
ヴィーヴル」(生きる喜
び)は、50年代の作
品、現代の作品、そ
して伝統的な織物や
陶芸工房のユニーク
なパターンをコーディ
ネートしています。
南仏の海と内陸の明
るい風景の輪郭を描
き、地中海からプロ
ヴァンスまで、私たち
を陽光溢れる世界へ
誘います。
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Levy（レヴィ）Chair

“エレガントな佇まいLevy”
2000年に誕生したRaptに次ぐシラカワの定番モデル
Levy。背から脚へ伸びる繊細なラインは、女性的な
美しさがあります。シンプルで上品なデザインです。
材料はレッドオーク材・ブラックウォールナット材・ブラ
ックチェリー材・メープル材の４種類からお選びいただ
けます。
座面はクッションタイプと板座よりお選びいただけ、どち
らもショールームにてお試しになれます。

「えらべるって、楽しい！」
東リ　カーテン「fuful（フフル）2021-2023」新発売

6月22日にカーテンコレクション「fuful
（フフル）」が新しくなりました。
掲載点数は充実の800アイテム。ナチュラ
ル、エレガンス、モダンなど幅広い柄バリ
エーションと共に遮光、防炎などの機能も
豊富なラインナップでインテリアファブリック
を選ぶ楽しさをお届けします。
新柄223アイテムの中で注目は北欧デザイン「sokuru（ソクリュ）」ブラ
ンド。自然をモチーフにした色彩豊かなデザインに心躍ります。ショールー
ムではスタッフセレクトお薦め柄をディスプレイ、また全点ヘッダーサンプル
をご用意しています。是非手に取ってカラーや風合いをお確かめ下さ
い。ご希望の方はサンプルをお持ち帰り頂けます。

VOLCANO　3D - Made in Italy -

ヨーロッパを中心に厳選したタイルを取り揃えるOLL STANDARDより
壁面にご使用いただける商品のご紹介です。

商品の開発コンセプトは、“手軽に凸凹感を楽しむ”。
厚みの異なる複数のピースが1枚のタイルの中にデザインされた商品で
す。そのデザインは、妥協なきイタリア人デザイナーの熱意により生み出
されました。開発段階においては、照明が創り出す陰影を幾度となくテ
ストし、微調整が重ねられました。

ショールームでは、サンプルやカタログの無料配布や商品のご提案も
行っております。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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今回は歴史ある素材のご提案となります。
以前は日本全国に多くの石材採掘場がありましたが、時代の流れと共
に閉山や、縮小を余儀なくされています。
採掘場からの弊社独自ルートにより、大きな塊の採掘が停止されている
秩父蛇紋の入手に成功しました。
この秩父蛇紋石は、全国の石材が使われている国会議事堂の中央玄
関の床に、埼玉県の石材として使用されています。
以前は本磨きだけでしか使えませんでしたが、レザーなど現代の新たな
仕上げを可能にしてご提案できます。
是非弊社ショールームにて、素材を体感してください。

Daphine 45th Anniversary 特別限定モデル発売決定！

イタリアLUMINA社の名作「Daphine」の誕生45周年を記念した特
別限定モデルを発売。
1991年の15周年の際に、Daphineの愛好家に向けて販売された特別
バージョンと同じ仕上げ、カラーの「Velvet grey」を採用。世界で226
台限定での発売となります。
DaphineのデザイナーでLUMINA社の創設者であるTommaso Cimini 
のサインとシリアルナンバーがレーザーエッチングで印字された金属プ
レート付き、45thオリジナルギフトボックス入りと、限定品ならではの特別
な仕様となっております。

在庫スラブ（2枚で展開磨き *左右対称です）

￥158,000-（税込 ￥173,800-）

秩父蛇紋（埼玉県皆野町産出）

新カタログGenuine vol.12発刊のお知らせ

Arteriors（アーテリアズ）

Arteriors（アーテリアズ）は 1987 年アメリカ、
テキサス州ダラスにて創業しました。
主に照明器具、インテリア・アクセサリー、 ウォー
ル・デコール、家具などを企画、生産しております。
革、鉄、真鍮、ブロンズ、 ニッケル、木、ガラス、
セラミックなど多岐にわたる高級素材をふんだん
に使用し経験豊富な職人によって仕上げられた
高品質な作品の数々は世界中で大きな評価を
得ています。Baker@Tokyoではベストセラーか
ら最新作までご覧いただけます。

この度当社のキッチンカタログをデザイン一新で発刊致しました。
キッチンの顔であるオリジナル扉、[無垢シリーズ] [ 突板シリーズ] は新
たな材種が加わり、[MDFシリーズ]は、ニーズや調和を考慮した新色
5色を加えて、今まで以上のバリエーションとなっております。
いずれもショールームにてサンプルをご覧いただくことができます。
オーナーのご協力により、実際に納品した様々なスタイルの施工例を掲
載しておりますので、お気に入りのスタイルを見つけるイメージブックとして
もお使いいただけます。
「Genuine」＝“本物の”、
“心からの”、“偽りのない”、
というブランドコンセプトを
念頭にモノづくりを続ける私
たちの想いのこもった一冊と
なっておりますので、是非ご
覧ください。
送付をご希望の際は、当
ショールームまたは札幌本社
までお問合せください。
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デカステッリ

1F ラミナム（輸入建材）

1F 日進木工（国産家具）

1F 受付案内

  

     東京デザインセンター オフィス 
8F JDCA（日本デザインコンサルタント協会） 

2F よし与工房（店舗用品/建築金物）

2F タイオン（クリニック/ヨガスタジオ）

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）

3F インパクト（キッチン）

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

2F ベイカー・アット・トウキョー（家具/インテリアアイテム）
 

2F DE CASTELLI（金属家具）

2F STONES（石材/壁材/床材）

7F 東京イングス（建築設計・施工）

5F クラフテック・ギャラリー（セミナー会場、貸しギャラリー)

4F シラカワ（国産家具）

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

6F トミタ（壁紙/ファブリック/家具/インテリアアイテム）

6F IL DESIGN (イタリア・デンマーク家具）

 

4F 東リ（床材/カーペット/カーテン/壁紙）

5F オルスタンダード（タイル）

  

5F 船曳桜子建築設計

7F 山﨑伊久江美容室（ヘアサロン）

4F FABRISTA (ファブリック)

Tel .  03-6853-8611 

Tel .  03-3448-8771

Tel .  03-3445-1121

Tel .  03-3445-1121（大代）
Tel .  03-5420-4636

Tel .  03-6277-4445

Tel .  03-6455-7181 Tel .  03-6455-7183 

Tel .  03-3446-9405 

Tel .  03-6409-6336

Tel .  03-5793-5931

Tel .  03-6432-5795 

Tel .  03-6456-2212

Tel .  03-5447-6431 

Tel .  03-3447-1221

Tel .  03-6277-0434

Tel .  03-6277-1385

Tel .03 - 6277-1764
Tel .03 - 6277- 4813
Tel .03 - 3447-1755

Tel .  03-5798-7481

Tel .  0120-267-286

Tel .  03-5421-3711

Tel .  03-6450-4267

Tel .  03-3445-1122

Tel .  03-3449-2285   

Tel .  03-6409-6327

LAMINAM (Import Building Material)

NISSIN (Furniture)

Information

      Tokyo Design Center inc. 

YOSHIYO KOBO (Display Equipment/Iron Decoration)

Tai-ON (Clinic/Yoga Studio)

VORWERK CARPET (Carpets/Rugs)

IMPACT (Kitchen)

LUMINABELLA Tokyo (Import Lighting)

Baker@TOKYO (Furniture)

AICHI METAL（Architectural Metal Products/Metal Furniture/Coating）

STONES (Stone as Building Material)

TOKYO INGS (Architecture/Renovation/Reform)

crafTec gallery

Shirakawa (Furniture)

TOMITA (Wall Coverings/Fabrics/Furniture)

IL DESIGN (Italian & Danish Furniture) 

TOLI (Floor/Carpets/Curtains/Wall Coverings)

OLL STANDARD (Tile)

SAKURAKO FUNABIKI ARCHITECT’S OFFICE

Salon Ikue Yamazaki (Hair Salon)

FABRISTA (Fabrics)

営業日・営業時間はホームページをご覧ください。

詳しくは各社ショールームへ直接お問い合わせください。
コロナ緊急事態宣言もあり、当分の間各社営業時間は不定期となっております。
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