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ERI 学生デザインコンペ 2018

「杉本貴志の人と仕事を語る」

40 年以上にわたり国内外の商環境デザインを牽引し、斬新であると同時
に独自の深度をもつ空間を彫琢してきた杉本貴志氏が、2018 年 4 月に
逝去されました。杉本氏は、JCD が 1993 年以来開催してきたデザイン
シンポジウムSECTION の発起者でもあります。その SECTION 60 回目
を迎えるにあたり、JCD は空間デザイン団体として哀悼を表し、「杉本貴
志の人と仕事を語る」と題したトークイベントを開催します。杉本氏が空
間デザインに残した足跡を、その人柄と仕事から探っていきます。

モデレーター 飯島直樹
パネリスト 難波和彦、面出薫、片山正通
日　時 2018 年 10 月 5 日 ( 金 ) 18:30 ～ 21:00
会　場 BF ガレリアホール （入場無料、定員200名）
主　催 JCD一般社団法人 日本商環境デザイン協会

北欧フィンランドのウッド・プログラム

東京デザインセンターでは、この夏からJCD, JIPA/JIPAT, JDCA の 3デ
ザイン団体を軸とした「木材利用研究会（建築、内装、家具）」が発足
しています。このたびフィンランドで都市開発・公共建築における木材利
用、林業分野における技術や人材開発を手掛けておられるペトリ・ヘイ
ノ氏をゲストとしてお招きし、欧州でも先進的なフィンランド林業を知ること
で、国産材利用の深化を図ります。
ゲ ス ト Petri Heino,  環境省Wood Program Manager
開催日時 2018 年 10月26日 ( 金 ) 18:00～19:00
会　場 8F 会議室
問合せ event@design-center.co.jp

「プロフェッサー・アーキテクト」による最終選考会（公開審査） 

全国の建築に関わる学生を対象とした、日本 ERI ホールディングス
が主催する学生デザインコンペ。最終選考会では、応募者によるプ
レゼンテーション、選考委員 (今村雅樹、木下庸子、谷尻誠、千葉学、
平田晃久、安原幹、中澤芳樹の各氏）との質疑応答が行われます。 
日　時 2018 年 11 月 10 日 ( 土 )  13:00～17:30 ( 予定 )  　
会　場 BF ガレリアホール
主　催 ERI ホールディングス株式会社
問合せ 株式会社 ERI アカデミー  info@a-eri.co.jp

第18回 ビジネスプランニング クリニック＆コンテスト(最終審査発表会）

日本ＭＩＴベンチャーフォーラムは「ベンチャーとイノベーションの創出支援」
のため、毎年ビジネスプランコンテストを開催してきました。最終審査発
表会では、MIT-VFJ メンターによる約 2ヵ月のメンタリングを経たベン
チャー企業6社がプレゼンテーションを行います。
日　時 2018 年 11 月 17 日 ( 土 )  14:30～19:00
会　場 BF ガレリアホール
主　催 NPO法人日本MIT ベンチャーフォーラム
問合せ　　　　 MIT-VFJ BPCC事務局　bpc@mit-vf.jp 

タカハシツキイチ 04

FRAME 誌コントリビューターの高橋正明氏がコーディネートする JCD 連
続トークイベント。第４回目のゲストは、昨年 ICONIC Award “Best of 
Best”、IDA Design Awards “Silver Winner” など国際コンペを立て続
けに受賞している、新進気鋭のインテリアデザイナー神田亮平氏です。
日　時 2018 年 10月26日（金）19:00～21:30
会　場 5 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）
申込み JCD日本商環境デザイン協会 info@jcd.or.jp

日本MIT ベンチャーフォーラム



イル カヴァロ

忘・新年会にぴったりな飲み放題プラン！！

4名様のミニマムから 25名様以上での立食など、幅広い人数のご要望に
対応します。

大皿取り分け飲み放題付きコース
※要予約
￥5,300（税込、コペルト込）
  前菜盛合せ・サラダとカルパッチョ
  パスタ2種類・メインディッシュ
飲み放題 90 分間
  瓶ビール・赤ワイン・白ワイン
  ハイボール
  カシス、カンパリのカクテル
  烏龍茶・オレンジジュース

新潟十日町出身シェフが日本の食材とイタリアンの技法で織りなす料理は繊細。
アラカルト（¥850 ～）・コース料理（¥5,000 ～）も充実し、お集まりの皆様全員にお楽
しみいただける内容です。
また、クリスマスコースのお問い合わせもお待ちしております。

Artisan House (アーチザン・ハウス)

C. Jeré by Artisan House ( アーチザン・ハウス) は、壁、床、テーブ
ルトップなどに飾って頂く個性的で、高品質なメタル製のアート作品を
企画デザインし、制作しています。
現在 350 種類以上の作品が制作、販売されており、アイテムは大きく
２つのカテゴリー「ウォールアート」「オブジェ」がございます。
ギャラリーなどで展示されているアーチスト制作の一点ものや大量生産
でチープなアイテムとは一線を画し、アーチザン・ハウスはその中間を
行くブランドです。

de ploeg:の新作が入荷 

オランダのファブリック・ブランド、de ploeg:（デュ・プルフ）。今年
の新作が入荷致しました。
楽しげで遊び心にあふれた構成と、スカンジナヴィアンなテイスト。快
適で柔らかなファブリックスは職人の織り技術を用いて作られていま
す。
今回のコレクションは明確なデザイン・ストーリーを持っていて、活き
活きとした色と現代的な幾何学模様が主役です。ブロック柄や非常に
深い色合いを持つグラデーションは、カーテンや家具の張地などに最
適なインテリアファブリックとなっており、ナチュラルモダンなテイスト
をお楽しみいただけます。

Baker@TOKYO

FABRISTA

Tel. 03-6432-5795

Tel. 03-6409-6327 Tel. 03-5420-2223



FIAM (フィアム) インテリア空間とカガミ

インテリア空間を構成する要素として、まず建築家が作る建物自体の設
計・意匠がありますが、併せてそこに調和する家具など多くのインテリ
ア・アイテムも重要になります。イタリアでは、絵画と共にカガミ(ミラー)を
導入するケースが多くみられます。
ガラス工芸の最高峰、FIAM (フィアム)は1973年イタリア中北部、サン・
マリノ共和国近くの都市ペーザロで創業、 1998年フィリップ・スタルクがデ
ザインしたカガミ "Caadre" (カドレ)を発表、現在も人気アイテムの一つです。
加えて、昨年末 (2017年11月)、オランダ人デザイナーマルセル・ワンダー
スがデザインした "POP" は溶融したガラスをフレームに使用、アーティス
ティックな表情が今年のミラノ・サローネで評判となりました。

FIAM 壁掛けミラー "POP"    Ø148 x D5 in cm
¥260,000 (送料、8%消費税を含む)

I NATURALI（イ ナトゥラリ）シリーズ ブックマッチタイプ

今回は、左右対称の大理石調柄が特長の「I NATURALI」シリーズの
ブックマッチタイプをご紹介いたします。このブックマッチタイプは、1種類の
大理石調柄を左右対称とした商材となります。左右対称の柄の組み合わ
せにより、壮大でアート的な空間を演出します。カラーバリエーションは２
種、面上仕上げはマットと鏡面の２種で全４種となります。

イタリア・LUMINA 社のマスターピースである「Daphine（ダフィー
ネ）」シリーズの光源が新しくなりました。太陽光スペクトルの再現を目
指した次世代の LED 光源「TRI-R（トライアール）」が搭載され、よ
り自然に近く目や身体に優しい光を実現。明るく演色性にも優れてお
り、読書灯や作業用スタンドに最適です。

テーブルスタンド 82,000 円～
フロアスタンド　 98,000 円～

Daphine（ダフィーネ） 凛 Living&Dining by 岩倉榮利

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商品です。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。ぜひ手にとってお確かめく
ださい。

ルミナベッラ  東京 シラカワ

イル  デザイン ラミナム

IN-32-BM   ※マット面仕上げ

IN-33-BM   ※鏡面仕上げ

※販売は２枚１セットとなります。

IN-34-BM   ※マット面仕上げ

IN-35-BM   ※鏡面仕上げ

Tel. 03-5793-5931 Tel. 03-6277-1385

Tel. 03-6853-8611Tel. 03-6459-3766

内装壁 



SAFIRA ( サフィラ)

2016 年に FASCINATION のニューモデルとして発表されて以来、その
重厚なラグジュアリー感から好評を得ている SAFIRA。高級感あふれる
シルクのような光沢と洗練された色調、そして、高品質の糸を使用する
ことにより造り上げられた豊かな質感と高級感のある柔らかな肌触りが
特徴です。サファイアブルー、微妙なニュアンスのグレーから、ブラック、
ホワイトまで、洗練されたカラーバリエーションをお楽しみ下さい。（全
20 色）

コンラン・デザイン

今回のアイテムは、岐阜県内企業と海外デザイナーとのマッチング事業と
して、2018年1月にパリで行われたメゾン・エ・オブジェに出展したもの
です。イギリスのセバスチャン・コンラン・アソシエイツと共に最大6人が
掛けることができるアイテムを商品開発、製作しました。シンプルなデザイ
ンは住宅、オフィス、店舗など場所を選ばずにご使用いただけます。

パターン貼りタイルで彩る空間   

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り揃える
オルスタンダード、 今季はデザイン性に優れたパターン貼りタイルが多数
入荷しました。 1枚のタイルが複数のサイズやカラーのピースを組み合わせ
たデザインとなっているため、 小さな面積でも、ポイントとして空間に遊び
心を加えることが出来ます。

Fresh designs for a trendy interior

トミタがお届けする「世界の壁紙」に、ベルギー マズレル社の 　　
　　「ZOOM」が加わりました。
クラシックなデザインを現代的なインテリアのトレンドで表現し、空間に新
鮮さと優雅さをもたらします。
美しく豊富なカラーバリエーションで様々な空間に調和する5コレクション
約200アイテムは、健康と環境を考え作られたソフトな質感が特徴の不織
布壁紙です。

　「ZOOM」はホームページでご覧いただけます。カットサンプルのご依頼
やサンプル帳のお貸出しもホームページからお申し込みいただけますの
でご利用ください。

オルスタンダード トミタ

フォアベルク 日進木工

Tel. 03-5798-7481Tel. 03-6450-4267

Tel. 03-3446-9405 Tel. 03-3448-8771

GIOIA
数形状の大理石ボーダーの組み合わせをセラミッ
クタイルで 表現。デザインのベースには動きの激
しい大理石をセレクトし 凹凸感と相まってダイナ
ミックな仕上がりとなりました。 壁面をワンランク
上に仕立ててくれるアイテムです。

150×610 内装壁タイル　「GIOIA」

COBBLEWOOD 
古材を組み合わせたようなデザインの木目調タイ
ル。 天然のウッドでは難しいランダムな組み合わせ
とセラミックならではの耐久性を併せ持つリーズナ
ブルな商品は、 店舗内装などにも取り入れやすい
です。   
　

340×340 内装床タイル　「COBBLEWOOD」

CLEMENTE　 
天然石の質感を見事に再現した外床タイプのタイ
ル。 壁面にも使用可能なデザインタイルは、アー
モンド、グレーの 2 カラーをご用意。ピースごと
に色の濃淡を楽しめるパターン 貼りで、変化のあ
る空間演出が可能となりました。 

310×615 外装床タイル　「CLEMENTE」



よし与工房東リ

スタイリッシュな北欧風キッチンのご提案

様々なテイストのキッチンをお好みに合わせ
て具現化できる多様性も国内でオーダー
キッチンを製作しているインパクトの強みで
す。

今回は純粋な北欧住宅デザインの別荘の
木質に溶け込み、指紋のつかない新素材
シート＋塗装のホワイト面材のキッチンとステ
ンレスの組み合わせで、スタイリッシュな 9m
のロングスパンのキッチンとアイランドをコー
ディネートいたしました。
オリジナリティ溢れるご提案を、弊社ショー
ルームにてご体感ください。

オーダーメイドの門扉

よし与工房は日本で最も早くヨーロッパの鍛鉄工芸であるロートアイアン
を導入しました。現在は、門扉、フェンス、手摺などを扱うメーカーとし
て公共施設や商業施設をはじめ様々な建築空間に、意匠性豊かな建
築金物を提供しています。伝統的なロートアイアンの技法を生かしなが
ら、現代建築にマッチした新しい表現にも挑戦し続けています。個人邸
においても多く採用して頂いており、オーナー様の思いを職人がひとつ
ひとつ丹念に製作致します。

新製品のトライアングルブリックとボキャニックブリックをご紹介しま
す。今までにない新しいスタイルのセメント二次成形ブリックでオリジ
ナリティー溢れる空間を演出します。ブリックではトレンドの白とグ
レーを採用。同色系の目地色ならシックに、目地色を目立たせれば個
性豊かに仕上げることができ、内外装壁面にお使いいただけます。

5F ショールームでは人気のアンティークブリックや、迫力満点の擬石
をパネル展示しております。ご予約なしでご来場いただけますので、
お気軽にお立ち寄りくださいませ。

国産単層ビニル床シート
HITOE 　ヒトエ【単】

ヒトエとはそのものだけであること。均一であること。
自然の持つ変わらない美しさ。その本質を素材の奥行きに見出し、
ひたすらに追求した単層シートです。
一層の中にたくさんのこだわりを詰め込みました。

◆商品名 HITOEヒトエ
◆品種 単層ビニル床シート　TS
◆規格 幅×長さ　2000mm×9m　全厚　2mm
◆価格 5,300 円／㎡（材料価格　税抜き価格）
◆デザイン ヒトエファイン　9 色　　　ヒトエグランザ　17色
◆用途 医療施設推奨品

特徴０１ 『全層にわたり模様が持続』する単層構造
特徴０２ 『メンテナンス性（全層ノーワックス仕様）』及び『耐摩耗性』

に優れた『樹脂リッチ構造』
特徴０３ 衛生面で安心の『全層抗菌仕様』
特徴０４ シートの継ぎ目が目立たない『継目接着工法（ジョイントシール

ド工法）』対応

インパクト 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

Tel. 03-6277-4445

Tel. 03-6409-6336 Tel. 03-6721-9320

Tel. 03-5421-3711

◆ボキャニックブリック　220×70×15㎜　 　　¥8,800/㎡

◆トライアングルブリック　260×75×15～18㎜　￥9,800/㎡



受付案内

日進木工
ラミナム

ブラジル銀行
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BF ガレリアホール（貸しホール）
Galleria Hall (Rental Space)
Tel. 03-3445-1126（お問い合わせ・ご予約お申し込み）
 

I

休 土 /日 /祝営

1F ラミナム（輸入建材）
LAMINAM (Import Building Material)
Tel. 03-6853-8611 

休 水/第1・第３木曜営

1F 日進木工（国産家具）
NISSIN (Furniture)
Tel. 03-3448-8771

休 祝営 10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

1F 受付案内
Information
Tel. 03-3445-1121

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 )　

2F よし与工房（店舗用品/建築金物）
YOSHIYO KOBO (Display Equipment/Iron Decoration)
Tel. 03-6277-4445 休営

2F タイオン（クリニック/ヨガスタジオ）
Tai-ON (Clinic/Yoga Studio)
Tel .  03-6455-7180 

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

Tel . 03-5793-5931 休 日 /祝営
LUMINABELLA Tokyo ( Import Lighting )

3F イル カヴァロ（イタリアン レストラン）
IL CAVALLO (Italian Restaurant)
Tel .  03-5420-2223 休 日/祝

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）
VORWERKCARPET (Carpets/Rugs)
Tel .  03-3446-9405 休営

3F インパクト（キッチン）
IMPACT (Kitchen)
Tel .  03-6409-6336 休 水 (土 /日 /祝は予約制）営

土（不定休）/日/祝

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～18:00

10:00～17:00

営 昼11:30～14:00(L.O.) 夜18:00～21:30(L.O.) 

9:00～18:00

休 日 /祝

日 /祝

営

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)
Tel. 03-6432-5795 

9:00～17:30 休 土 /日 /祝営

2F 東京イングス（建築設計・施工）
TOKYO INGS(Architecture/Renovation/Reform)
Tel. 03-3447-1221

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(空間デザインフォーラム)
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 )

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


