Autumn 2019
東京デザインセンター・インフォメーション

● JCD連続シンポジウム「内田繁」

● セミナー（＠ゲンバー、IDM円卓会議）
● コンペティション（MIT-VFJ、ERI）
● ショールーム最新情報

JCD連続シンポジウム SECTION61

TDC / crafTecセミナー
@ ゲンバー 特別回「鈴木了二 × 中尾寛」

内田繁のデザインを考える

船曳桜子がコーディネートする今回の＠ゲンバーは、特別回として建築家の
鈴木了二氏と中尾寛氏に、お二人の映像作品を交えて、建築と映画につ
いて語り合っていただきます。

内田繁氏没後 3 年の今、日本のインテリアデザインのアーカイブとして氏
のデザインを再考し次世代に引き継ぐため、初期から後期にかけて、
氏の
創意を考察するシンポジウムを開催します。

鈴木 了二（早稲田大学栄誉フェロー・名誉教授）
中尾 寛（湘南工科大学総合デザイン学科教授）
日 時

2019 年 10 月 24 日（木）19:00 〜21:30

会 場
申込み

BF ガレリアホール ( 懇親会費込 1,000 円）
event@design-center.co.jp

日本MITベンチャーフォーラム

日 時
会

場

主 催
パネリスト

2019 年 11 月 15 日（金）18:30〜21:00
BF ガレリアホール

一般社団法人日本商環境デザイン協会
五十嵐太郎（東北大学教授）

長谷部匡（内田デザイン研究所所長）

飯島直樹（JCD 理事）
info@jcd.or.jp 250 名／事前登録必要

申込み

第 19 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）
MIT-VFJ はアントレプレナーシップを醸成する MIT のネットワークです。
最終審査発表会では、MIT-VFJ メンターによるメンタリングを受けた新
進気鋭の６社のベンチャー企業がプレゼンテーションを行います。
日 時
会
主

2019 年 11 月 2 日（土）14:00〜19:00

場
催

BF ガレリアホール
NPO 法人日本 MIT ベンチャーフォーラム

申込み

MIT-VFJ BPCC 事務局

bpc@mit-vf.jp

ERI 学生デザインコンペ2019

IDM円卓会議
セミナー「インテリアデザインヒストリー」
インテリアデザイン 26 団体によるIDM3 周年を記念して合同セミナーを開催します。
日 時
会 場
申込み

2019 年 11 月 9 日（土）13:30〜18:00
BF ガレリアホール
ERI ホールディングス株式会社
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
株式会社 ERI アカデミー info@a-eri.co.jp

東京デザインセンター

〒 141- 0022 東京都品川区東五反田 5 -25 -19

100 名／事前登録必要

オープンしなけん2019 vol.2

「ERI 学生デザインコンペ」は、2016 年から毎年行われる学生を対象と
した設計競技。2019 年のテーマは「RULE/SPACE/UNREAL」です。

問合せ

info@idm-oﬃcial.org

※セミナー後の合同忘年会 [The NIGHT]（定員 350 名）については上記にお問合せください。

公開審査発表会

日 時
会 場
主 催
選考委員

2019 年 11 月 29 日（金）15:00〜18:00
BF ガレリアホール

ガイドツアー at 東京デザインセンター
品川区が区内の魅力的な建築物を特別公開するイベントです。２回目の今
回も、通常公開されない建物の内部を観るガイドツアーが開催されます。
日 時
申込み

2019 年 11 月 30 日（土）10:00〜18:00

ガイドツアー：15:00〜15:40 16:00〜16:40
https://shinaken.jp

ホームページ

Tel . 03 -3445 -1121

本誌の送付をご希望の方は tdc@ design - center. co. jp までご連絡ください。

www.design-center.co.jp
Facebook

www.facebook.com/TokyoDesignCenter

フォアベルク
Superior 1018
（スーペリア1018）
今年リニューアルしたコントラクトコレクションで、待望のデザインカーペットが発

表となりました。パイルの打ち込み密度の高さならではの、緻密な美しいプリン

トデザインは、VORWERKらしいスタイリッシュな空間を作り上げます。Suprior
1018 の他、Superior 1014、Superior 1020 等、テクスチャーの異なるデザイン
カーペットが同時に発表されております。是非、ショールームでご覧下さい。

Tel. 03-3446-9405

よし与工房

Baker@TOKYO

オーダーメイドのファサード

Artisan House ( アーチザン・ハウス )

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。ロートアイアンの技法の鍛造のみだけでなく、鋳
造などにも取り組み、様々な技法を活用して、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。

Artisan House 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。1964
年アメリカ、カルフォルニアにて創業。現在 350 種類以上の作品が販売さ
れています。
ギャラリーなどで展示されているアーティスト制作の一点ものは高価過ぎ
て、手が出せません。かといって、大量生産でチープなアイテムには個性
が感じられず魅力がありません。
「Artisan House」はその中間を行く最適
なブランドです。

Tel. 03-6277-4445

Tel. 03-6432-5795

イル カヴァロ

ラミナム

親睦会にぴったりなコース2つ

IN-SIDE
（イン サイド）
シリーズ

ご家族や社内で親睦を深めたい方におすすめのコース。季節の食材を活か

LAMINAM社の最新技術により誕生した、
タイル表面に見える様々な粒子

した充実した料理内容です。乾杯にはスパークリングワインをご用意します。

の模様が、
タイル小口にも見られるのが特徴的な
「IN-SIDE」
をご紹介いた

します。
小口にも表面同様の粒子が見られることで、
より天然石のように見
え、
デザインの可能性を広げます。
また、
表面はフィアマート面状という技術
で形成され、
よりグリップ感に優れた面状仕上げとなっております。
ぜひこの機会にショールームにて、実際に触れてみて下さい。

【大皿コース】￥5,300 〜（税・チャージ込み）
前菜 3 種、パスタ2 種、メインディッシュ 1 種、ドリンク※
※ドリンク込み 90 分 ワイン、ビール＆ソフトドリンク

2019年ミラノサローネLAMINAMブース内

【テラスを利用した BBQコース】
￥5,000（税込）肉（牛、豚、鶏）
、魚介（イカ、ホタテ）
、野菜盛合せ、
〆のパスタ
￥6,500（税込）上記に加え羊肉、海老、前菜盛合せとサラダが付きます。
アラカルト、個別のコースもご用意いたしております。
※消費税率変更により10 月1日からメニュー価格（内税）が変更されました。

Tel. 03-5420-2223

インパクト

IS-1 ※フィアマート面仕上げ
Pietra Piasentina Taupe Fiammato
(ピエトラ ピアゼンティーナ トープ フィアマート)

Tel. 03-6853-8611

東リ

アイランドキッチン＆背面収納

ロイヤルストーン・テトラ

今、人気のアイランドキッチンと背面収納をご紹介いたします。キッチンは
ヨーロッパで人気のグレーブラックのモノトーン、ハンドルレス扉を採用。
カウンターは厚さ20ミリのステンレスバイブレーション仕上げで、スクエア
ーシンクです。こちらのシンクは、内側に高さの異なるリブがついている
ため、まな板や水切りプレート類のアクセサリを設置することで立体的に
作業することが可能です。また水栓は、プロ仕様を意識したデザイン性
の優れたものを使用。レンジフードは IHヒーターの加熱とともに自動的
に換気がはじまる連動タイプを取り入れています。
背面の収納は、無垢のオークフロアーに合わせ北海道産ナラ突板を横
に目合わせして高級感を醸し出しており、カウンターとキャビネットはブラ
ックでドア材をより強調しています。

東リは1919年に国産初のリノリウムを開発して以来、
100年にわたり様々
な床材を創り続けてきました。
これからも培った技術力、
モノづくりへの熱
い想いを胸に挑戦してまいります。

Tel. 03-6409-6336

トレンド発信の店舗からオフィスやクリニック、
住宅のキッチンやサニタリー
の床まで、
多様なシーンでご使用頂けるビニル床タイル・ロイヤルシリーズ
（木目調・石目調プリントタイル）
をリニューアルしました。多彩で挑戦的な
デザインやサイズバリエーションも加わり、
進化を続けます。
不等辺四角形
の
「ロイヤルストーン・テトラ」
は、
フロアパターンの可能性が更に広がり、
あ
らゆるご要望にお応えします。
東リ東京ショールームで新たな意匠を是非
ご覧ください。

Tel. 03-5421-3711

オルスタンダード
SWING

made in Italy

ルミナベッラ 東京
バルセロナBOVER社「Dome」

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

このペンダントライトは自らの光で木組みシェードを照らすことにより複雑

今季の新商品、SWING をご紹介いたします。
〜 SWING made in Italy 〜 アンティークのセメントタイルにインスパイ
アされた デザインタイル “SWING” 。３つの柄パターンと５つのベースカ
ラーをご用意しました。200x200サイズでありながら磁器質タイルの為、
床・壁両方で使用可能です。 選択する色、柄によって 様々な空間の変
化をお楽しみいただけます。

な構造を物静かに浮かび上がらせるとともに、照射面に計算された印
象的な影を映し出す、照明器具であり光の「彫刻」とも言える作品で
す。デザインはイタリアの教会や古い建物の形をモチーフにしています。
木組みシェードは BOVER 社のバルセロナ本部にてハンドメイドで制作
され、170 個以上の様々なサイズのピースをジグソーパズルのように組
み合わせて形成されています。

東京デザインセンター 5F オルスタンダードタイルギャラリーは、おかげさま
でショールームを拡張させて頂くことが出来ました。
より一層、商品をゆっくりご覧いただけますよう、努めてまいります。サンプ
ルやカタログの無料配布も行っておりますので、どうぞお気軽にお立ち寄
りください。

Size : φ600 / φ900
price : 295,000 円〜
（税抜き）

Tel. 03-6450-4267

Tel. 03-5793-5931

FABRISTA

IL DESIGN

Scalamandre（スカラマンドレ）

Bell Coﬀer Table Copper

アメリカの高級インテリアファブリック・ブランド、Scalamandre。1929
年、フランコ・スカラマンドレ氏が「スカラマンドレ・シルク」を設立し
たのを始まりとし、その後ニューヨークを拠点としました。1961 年、J.F.
ケネディに依頼されたことをきっかけに、現在に至るまでホワイトハウスの
インテリアを手掛けています。トラディショナルな柄、トレンドを押さえた色
彩、高品質な織、Scalamandre は歴史と実績を併せ持つアメリカのイ
ンテリア・トップ・ブランドとして日本の皆様のお役に立つことをお約束
します。

クラッシクでコンテンポラリーなデザインを特徴とするClassiCon (クラッシ
コン) の代表作は、誰もが知るEileen Gray (アイリーン・グレー ) デザ
インのアジャスターテーブル "E-1027" 。その ClassiConが、2013 年それ
に比する、
あらゆる点に於いて個性的・独創的な製品を発表致しました。
それは、ドイツ人デザイナー Sebastian Herkner (セバスチャン・ヘルク
ナー ) デザインの "Bell Coﬀee Table Copper"。特徴として、ベース部
分に透明感のある手吹き水晶を使い、無垢の銅で包まれたテーブルトッ
プは黒のラッカー塗装のクリスタルガラスです。

Tel. 03-6409-6327

Tel. 0120-267-286

シラカワ
NOR( ノル ) Sofa
NOR Sofa は日常性を備えた、モダンでありながら暖かみを感じる

フォルム。座り心地はもちろん、いつも手で触れるアームシェイプ
は、熟練した職人が一本一本丁寧に仕上げています。時を経ても魅
力を失わないデザイン ( 時間品質 ) を大切に、やさしく生活に馴染み
やすいソファを目指しました。
サイズ展開は２Ｐ(Ｗ1800) と３Ｐ(W2000) の 2 種類。材種はブラッ
クウォールナット材 / レッドオーク材 ( 塗装色 13 色 ) よりお選び頂
きます。クッション部分はカバーリング仕様の為、ウォッシャブル
の生地をお選びいただければカバーを外してご自宅でお洗濯も可能
です。座り心地をショールームでご体感ください。

トミタ
TMC モールディング新ブランド NOËL＆MARQUET（ノエル エ マルケ）
約 70 年の歴史をもち、巾木や廻り縁などが 100カ国以上で使用されて

いるベルギーのモールディングメーカー「NMC」から新ブランドが発表さ
れました。NOËL＆MARQUET（ノエル エ マルケ）は今まで以上に
多彩な装飾表現を可能にします。硬質発砲ポリウレタンやポリスチレン
素材はとても軽量なので施工性にも優れています。お好みの色づけと自
由な組合せで空間を特別なものにするためのソリューションとしてご活用
ください。

ウォールパネルを使用
LIQUID ARSTYL
380ｘ1135ｘ28ｍｍ

Tel. 03-6277-1385

Tel. 03-5798-7481

STONES

日進木工

枠に見立てたチェアレール
細：WL7 WALLSTYL
25ｘ13ｘ2000ｍｍ
太：WL6 WALLSTYL
75ｘ22ｘ2000ｍｍ

HANDY STONE by Slate lite

新作チェア コーラス

天然石を独自の技術でシート状に加工したハンディストーンは従来の石
材に対する概念を覆す「薄くて軽い」商品です。切るのではなく「剥が
す」ことで天然石が持つ重厚感や高級感を失うことなく「湾曲」も可能
な施工性の高い製品が誕生しました。堆積岩特有の色調と模様はバラ
エティーに富み、その自然な意匠をそのまま引き継いでいます。是非一度
ショールームにて手に取って体感してください。

デンマーク王立芸術アカデミー留学経験を持つデザイナー、松岡智之氏
を迎え、新作のチェア「コーラス」を発表いたしました。身体感覚から
導き出したというチェアは彫刻的な佇まいを有しています。この有機的な
フォルムは、北欧や中国の明朝家具、シェーカーチェアなど、さまざまな
椅子のデザインの要素を再構築したことで、多様な空間と重なり合い、
暮らしに溶け込む上質なダイニングセットとして、またホテルやレストラン
などコントラクト向け家具としてなど、様々な空間に溶け込みます。

ベルデグリス

ミスティックホワイト
基本サイズ：1,200×600mm
シート厚・重量：ハード（SL）約 1.0~2.5mm 約 1.5kgs
シート厚・重量：ソフト（SLS）約 0.5 〜 1.5mm 約 1.0kg

CHORUS Dining Chair / fabric seat, leather seat
oak 6.0kg / walnut 5.4kg / Price 105,000 円〜（税抜き）

Tel. 03-5447-6431

Tel. 03-3448-8771

ラミナム

日進木工

オルスタンダード

ブラジル銀行

JIPA/JIPAT
JCD
IALD
オルスタンダード

受付案内

船曳桜子建築設計

IL DESIGN

よし与工房
ベイカー・
アット・
トウキョー

クラフテック・ギャラリー

エレファント
デザイン

タイオン

スコラ・コンサルト

トミタ
STONES

イル
カヴァロ
ジオブレイン

インパクト

ツツイ
グループ
東京イングス

フォアベルク

FABRISTA
シラカワ

東京デザインセンター

東リ

JDCA

ツツイグループ

貸会議室

ルミナベッラ 東京

4F シラカワ（国産家具）

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

Shirakawa (Furniture)

Tel. 0 3 - 3 4 4 5 - 1 1 2 6 （お問合せ・ご予約お申し込み）

Tel. 03-6277-1385

1F 受付案内

4F FABRISTA (ファブリック)

Information

Tel. 03-3445-1121

営 10:00〜18:00

FABRISTA (Fabrics)

休 祝

Tel. 03-6409-6327

1F 日進木工（国産家具）
NISSIN (Furniture)

Tel. 03-3448-8771

営 10:00〜18:00

2F STONES（石材、壁材、床材）
STONES (Stone as Building Material)
Tel. 03-5447-6431 営 10:00〜18:00

10:00〜17:30

4F 東リ（床材/カーペット/カーテン/壁紙）
TOLI (Floor/Carpets/Curtains/Wall Coverings)
Tel. 03-5421-3711 営 10:00〜18:00

休 水/第1・第３木曜

1F ラミナム（輸入建材）

LAMINAM (Import Building Material)
Tel. 03-6853-8611 営 10:00〜18:00

営 10:00〜18:00

休

水

土/日/祝

休 水/祝

5F オルスタンダード（タイル）
OLL STANDARD (Tile)

休 土/日/祝

Tel. 03-6450-4267

営 10:00〜18:00

休 土/日/祝

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)
crafTec gallery

Tel. 03-6277-0434

休 土/日/祝

営 11:00〜18:00

休 土/日/祝

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 日/祝
Tel. 03-6432-5795 営 10:00〜18:00

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

2F よし与工房（店舗用品/建築金物）
YOSHIYO KOBO (Display Equipment/Iron Decoration)
休 土（不定休）/日/祝
Tel. 03-6277-4445 営 9:00〜18:00

5F 船曳桜子建築設計

2F タイオン（クリニック/ヨガスタジオ）

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(予約制)
Tel.03-5798-7481

SAKURAKO FUNABIKI ARCHITECTʼS OFFICE
Tel. 03-3445-1122 営 9:30〜18:00

Tai-ON (Clinic/Yoga Studio)

Tel. 03-6455-7180

3F インパクト（キッチン）
IMPACT (Kitchen)
Tel. 03-6409-6336 営 10:00〜17:00

Tel. 0120-267-286

休 水(土/日/祝は予約制）

7F 東京イングス（建築設計・施工）
TOKYO INGS (Architecture/Renovation/Reform)
休 土/日/祝
Tel. 03-3447-1221 営 9:00〜17:30

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

LUMINABELLA Tokyo (Import Lighting)
営 10:00〜18:00

IL DESIGN (Italian & Danish Furniture)
営 10:00〜12:00,13:00〜18:00

休 日/祝

3F イル カヴァロ（イタリアン レストラン）
il cavallo (Italian Restaurant)
T e l . 0 3 - 5 4 2 0 - 2 2 2 3 営 昼11:30〜14:00(L.O.) 夜18:00〜21:30(L.O.)

Tel. 03-5793-5931

休 土/日/祝

休 土/日/祝

6F IL DESIGN (イタリア・デンマーク家具）

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）
VORWERK CARPET (Carpets/Rugs)
Tel. 03-3446-9405 営 10:00〜18:00

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

休 日/祝

休

土/日/祝

休

火

7F 山﨑伊久江美容室（ヘアサロン）
休 日/祝

Salon Ikue Yamazaki (Hair Salon)
営 10:00〜17:00

Tel. 03-3449-2285

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

Tel. 03-5420-4636
Tel. 03-3445-1121（大代）
休 土/日/祝
営 10:00〜18:00

