
ケンチク写真現場×ゲンバー

2019 年 5月10日（金）19：00～21：30
登壇者 淺川 敏氏　渞 忠之氏

最も多くのケンチクと触れ合い、ケンチクを見ているのは、建築写真家か
もしれません。第１回は旧知の仲である淺川敏氏と渞忠之氏のクロストー
クです。

淺川 敏（あさかわさとし）建築、インテリア、アート、
物撮を中心に雑誌、広告、専門誌等で活動。「アジア
が好き。レゲェが好き。落語が好き。酒が好き。街が好
き。自然が好き。杜が好き。太陽が好き。どんな物で
も、どんな事でも、キラッと輝く、そんな一瞬が好き。」

渞 忠之（みなもとただゆき）人物、静物（美術工
芸）、空間、建築、風景まで幅広いジャンルの撮影対
象を、独自の光の技術で捉えた存在感ある写真で表
現。アーティストの精神性と作品の魅力に現代性を与え
る独自の写真は、海外の美術関係者の関心も高い。

東京デザインセンター・インフォメーション
●  TDC/crafTecセミナー
●  JCD TALK Lounge
●  ショールーム最新情報
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TDC/crafTecセミナー　ゲンバーシリーズ

ケンチク編集現場×ゲンバー

2019 年 6月21日（金）19：00～21：30
登壇者 塩田 健一氏　家所 亮二氏

ゲンバー第２回は、「商店建築」編集長の塩田健一氏と家所亮二氏の
対談です。商業空間デザイン専門誌の編集者が、特集の企画、インタビ
ュー、撮影、レイアウト、それらを編集でどう組み立てようと、取材しなが
ら考えるのか。また家所氏からは、氏の具体的なデザイン手法をお聞き
し、国際的なデザインアワードに入賞すると、設計事務所にどんな変化が
起きるのかといった話もうかがいます。

塩田 健一（しおたけんいち）建築家の父を持ち編集者
の道を歩む。「月刊商店建築」編集部に所属し、カフェ
特集など毎月各種の店舗取材を担当する他、ホテルに
関する増刊号も制作。 2017 年 2月より現職。

家所 亮二（いえどころりょうじ）欧米の主要な空間デザ
イン賞を受賞するだけでなく、ロッサーナ・オルランディ
でデザイン・アート家具を発表するなど多彩な活躍を見
せる話題の建築家。

今期のTDC/crafTecセミナーは全 10 回シリーズで、空間デザインのクオ
リティを世に知らしめる存在「写真」と「編集」の現場から、メッセージ
をトークショーという形でお届けします。
コーディネーターは建築家、船曳桜子氏。撮影時に写真家は建築をどの
ようにとらえ、その魅力を引き出すのか。編集者は作品掲載するとき、何
をポイントとして評論するのか。空間デザインを担うものにとって興味は尽
きません。

そして現場のお話の後は、BARゲンバーにてフード＆ドリンクとともに参
加者同士ご歓談いただきます。うちとけた雰囲気の中で建築の魅力を語
らい、空間デザインのパワーアップを企ててください。
※毎回以下の要領で開催いたします
コーディネーター　船曳 桜子
会　場 5 階 クラフテック・ギャラリー
参加費 1,000 円 
問合せ event@design-center.co.jp
（お申込はQRコードより）

JCD TALK Lounge

タカハシツキイチ 0８

「JCD Talk Lounge ／タカハシツキイチ08」はゲストに GENETO ／
山中悠嗣氏をお迎えします。
GENETO（ジェネット）は京都と東京を拠点に活動する事務所です。
住宅、施設、店舗の設計のほか家具製作、地域開発、アートなど
ジャンルを超えて様々なクリエーションを展開しています。

日　時 2019 年３月28日（木）19:00～21:30
会　場 5 階 クラフテック・ギャラリー
参加費 1,000 円（ワンドリンク付き：追加ドリンク500 円）
定　員 60 名　　
問合せ info@jcd.or.jp　



Tel. 03-6409-6336

アイランド型キッチン

LDKの中心に位置し、家族の会話・団らんが弾むことで人気のアイラ
ンドキッチンを紹介します。カウンターは新素材で人気のセラミック系カウ
ンター（デクトン）厚さ12ミリを採用しております。加熱機器はアリアフィ
ーナ社より新発売されたグリルレスIHヒーター。同社のセンターフードと
連動タイプとなり家事のひと手間が減ります。ディッシュウォッシャーはミー
レ社製のW600 大容量タイプを採用しております。ドア材はウレタンエナ
メルのブラック系のマットタイプでキャビネットの色も同色にする事により家
具としての存在感を出しております。塗装についてはプレーン塗装の他、
独自に開発した刷毛目入り塗装等もございますので是非ショールームにて
ご相談下さい。

インパクト

BAKER / MILLING ROAD　

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）」
の他、ニューヨークやシカゴを拠点に活躍する「KARA MANN
（カラ・マン）」などのコレクションをご覧いただけます。

Baker@TOKYO

Tel. 03-6432-5795

OXIDE ・ OSSIDO シリーズ 

今回はLAMINAMの中で人気の高い、リン酸処理
を施した銅版のようなデザインが特長のOXIDE（オ
キサイド）とOSSIDO（オッシド）を紹介します。
OXIDEは、特殊な釉薬によって生み出された光沢
のある金属感を表現し、OSSIDOは、経年したマッ
トな金属感を表したデザインのセラミックスラブです。
共に個性的なデザインがスタイリッシュモダンな空間
を演出します。カラーバリエーションは、OXIDEが6
色、OSSIDOが2色です。
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。

ラミナム

Tel. 03-6853-8611 外装壁 ： OXIDE / Avorio , Nero 使用キッチン、キャビネット、内装壁 ： OSSIDO / Nero 使用



STONES

Tel. 03-5447-6431

LUMINABELLA New Collection 2019

「ルミナベッラ新作カタログ2019」を発刊しました。LEDアイテムを中心とし
た各メーカー・ブランドの個性豊かな照明器具の数 を々掲載しています。
ショールームご来店の方に差し上げておりますので、ご希望の方はスタッ
フまでお気軽にお声掛けください。

Gweilo SONG 左　Drop M50
右　Drip M36

ルミナベッラ 東京

Tel. 03-5793-5931

イル カヴァロ

緑鮮やかなテラスを利用したバーベキューコース 1日1組限定 

食材や器材の準備や後片付けがなく、都心にいながら自然を感じつつ、
お客様がバーベキューを楽しめるプランです。ご自由に食材を炭火で調理
していただき、フリードリンクとご一緒に充実したお時間をお過ごしください。
東京デザインセンターの庭を独り占めできるとてもお得なコースです。

Tel. 03-5420-2223

国内外のユニークな天然石を揃えたショールーム NEWオープン！

￥5,000コース　　（税込）
アンガス牛、大山鶏、霧島豚、
ソーセージ、生イカ、殻付き帆立、
野菜盛合せ
〆のパスタ

￥6,500コース　　（税込）
前菜盛合せ、フレッシュサラダ
アンガス牛、大山鶏、霧島豚、
ラムチョップ、ソーセージ、有頭
海老、生イカ、殻付き帆立、
野菜盛合せ
〆のパスタ

※入荷状況により一部変更がございます。ご了承ください。

ドリンク（90分間）
瓶ビール（アサヒスーパードライ）、赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン
カクテル（カシス、カンパリ、ウィスキー）
オレンジジュース、アップルジュース、烏龍茶、ジンジャーエール、コーラ

松下産業は設立から80年にわたり、石材の総合プロデュース企業として、調達
から製品加工、販売、施工まで、「石」にまつわるあらゆるサービスをワンスト
ップ体制で提供してきました。この度、お客さまの更なるニーズに応えるべくショ
ールームをオープンしました。オフィスビルや店舗、住宅等で建材として幅広く使
用されてきた大理石をはじめとした天然石。昨今ではファニチャーやキッチンカ
ウンター等でも使用されることが増えている一方で、実際に現物をご覧いただ
ける機会は十分ではありませんでした。
STONESでは、これまで触れる機会の少なかった天然石を、稀少な国産品か

らイタリア、スペイン、ギリシャなどヨーロッパを代表するトラディシ
ョナルストーンや、アフリカ、インド、ブラジルなどのエキゾチック
ストーンといった世界各国のプレミアムな天然石を一堂に取り揃え
ております。二つとして同じ色柄のものは無い、オンリーワンの素
材である天然石を知っていただきたい。工業製品では再現出来
ないそのユニークな意匠性、天然石ならではの奥行きのある表
情や、大地の温もりを感じていただきたい。そんな思いがつまっ
たショールームを目指しております。



スコットランド発 bluebellgrayより新しいコレクション「peggy」

スコットランド発のブランドbluebellgrayより新しいコレクション「peggy」
が入荷しました。このコレクションはデザイナー、フィオナとそのデザインチ
ームの新たなデザインの探求です。遊び心溢れる幾何学模様とポップなカ
ラーのファブリックデザイン。今までにない新しい魅力をお届けいたしま
す。また、水彩の美しいフローラルモチーフにも新柄が追加。現在ショー
ルームでは展示を行っております。ぜひ一度ご覧ください。

FABRISTA

Tel. 03-6409-6327

Exclusive 1009

Exclusive 1009は、2019年1月にリニューアルされた新しいコントラクトコ
レクションのひとつ。従来のELARAの名称が変わり、カラーバリエーショ
ンがリニューアルされました。ツイストされた長いパイルはコントラクトカーペ
ットでは珍しく、贅沢でソフトな雰囲気をかもしだします。その豊かな表情
にはアースカラー、パステルカラー、そしてヴィヴィットなカラーまで全16色
あり、オフィス、商業施設、住宅の幅広いエリアでご利用いただけます。

フォアベルク

Tel. 03-3446-9405

東リ

Features of MTE

タイルカーペット
MTEシリーズは東リ独自の特殊エンボス加工により、深い陰影と光沢感
を持つタイルカーペットです。ベルベットのようなテクスチャーに、自然の風
景を思わせるエンボスを施しました。

Texture moss
深い森の苔むした石、あるいは庭園の
玉砂利。色によってモチーフの印象が変
わる抽象的なデザインです。空間に静寂
と落ち着きを与えます。

Texture bark
樹皮や角ばった石の硬さ、直線的なイ
メージを取り入れたデザインです。ごつご
つとした印象のエンボスはスタイリッシュ
な空間から無機質な空間まで様々なテイ
ストにおすすめです。

Texture tile
石畳のある町並みをイメージしたデザインです。角が丸く削られたスタイルのエンボスは、
空間に柔らかい印象を与えるだけではなく、屋外にいるような解放感も感じさせます。

◆商品名 MT-3800　[ 受注生産品 ]
◆品種 タイルカーペット
◆寸法 500mm×500mm
◆全厚 8.5ｍｍ
◆価格 13,500 円 / ㎡（材料価格　税抜き）
◆受注条件 １㎡ / 色以上　

Tel. 03-5421-3711

2019年春の世界の壁紙とインテリアファブリックス新作コレクション

世界各国の22ブランドから2019年春の世界の壁紙とインテリアファブ
リックス新作コレクションが入荷します。

壁紙ブランド
Jean Paul GAULTIERの壁紙が入荷。独特で華やかな世界観を更
に、色々なシチュエーションで楽しめるようになりました。Omexcoか
らはモダンで美しい色合いの壁紙が、ENGBLAD & COからは様々な
テイストの幾何学模様の壁紙が発売されました。

ファブリックスブランド
PIERRE FREYは南アフリカ、ヌデベレ族の民族衣装の造形美、
MANUEL CANOVASは 画 家 の ア ン リ・マ チ ス、そ し て、
BRAQUENIEは18世紀の異国情緒を詠う抒情詩と、芸術的で美しい
テーマが揃いました。

トミタ

Tel. 03-5798-7481



INTERIOR MOSAIC　NEWスペース・オープン！

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、 今季は世界一のタイルの展示会と言わ
れるイタリアの CERSAIE、 また、スペインの CEVISAMA にて買い付けた 新商品をご紹介します。 この
春発刊予定の 2019-2020 新カタログに掲載予定の商品です。 

SNOW
大理石調の柄がベースのヘキサゴン型ガラスモザイクタイル。 ミラー調のパーツが反射し、空間を華やかに見せてくれるアイテ
ム。 空間を邪魔しない上品さを兼ね備えている為、洗面スペースや WC 等様々な空間にご使用いただけます。アクセントは
加えたいが 派手過ぎない空間にしたい場合にイチオシの商品です。  

SWING 
200×200サイズでありながらセラミック質の為、床・壁両方に安心してご使用頂けます。スペインタイル独特の色の出方が相
まり、 柄ははっきりと美しく表現されています。 ベースは 4色、柄は 3パターンのご用意がございますのでシーンに合わせた組
み合わせでご使用いただけます。    

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ると共に、タイル仕様のご相談に的確にお応えできるよう、努めて参ります。 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。  

オルスタンダード

Tel. 03-6450-4267

よし与工房

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

Tel. 03-6277-4445

イル  デザイン

Tel. 03-6459-3766

FLOS  モダン・シャンデリア  
イタリア FLOS (フロス) から新たに限定品が発表されました。1958年ジ
ノ・サルファティ(Gino Sarfatti)がデザインしたシャンデリア "2097" シリー
ズ に、数量限定で発売されたマットな質感のブラック色です。従来の標
準的なクロームやグロッシーなゴールドとは趣きが異なり、多少ノーブルな
印象さえ感ずるシャンデリアになっております。
"2097" シリーズは伝統的なヨーロッパのシャンデリアの概念を変えた画期
的なペンダント照明で、構造はコード・電球・ソケットだけの構成です。
シンプルでありながら斬新なデザインは、一般住宅から商業施設など幅
広い空間を見事に演出します。
ショールームにて展示しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

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)。新製品のアイアンフレームユニットは
お部屋の開放感を損なわずに新たな空間をつくりだすことができます。
お部屋に合わせて大きさ・形のオーダー、そして、ガラス・ミラー・木
パネルを入れることなど、様々な対応が可能となっております。ショール
ームでは新商品のアイアンフレームユニットだけでなく装飾金物や店舗備
品の展示をしています。

FLOS "2097/30" matt black ( 限定品 )
Lamp: ナシ型白熱球 15x30 (E14)    Material: Steel    Colour: matt black
Size: H720 x Ø880 mm    Weight: 5.8 kg    Cord lengh: 2,800 mm max.
Price: ¥266,000 ( 税抜・工事別 )

Iron frame unit

「SNOW」 made in Spain
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スコラ・コンサルト

東京イングス

ツツイ
グループ

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

FABRISTA

JIPA/JIPAT
JCD
IALD

BF ガレリアホール（貸しホール）
Galleria Hall (Rental Space)
Tel. 03-3445-1126（お問合せ・ご予約お申し込み）
 

休 土 /日 /祝

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

休

8F 東京デザインセンター オフィス
Tokyo Design Center inc.
Tel .  03-3445-1121（大代） 土 /日 /祝

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）
LUMINABELLA Tokyo (Import Lighting)
Tel .  03-5793-5931 休営

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

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 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

10:00～18:00

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

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 

10:00～18:00 休営

2F STONES（石材、壁材、床材）
STONES (Stone as Building Material)
Tel .  03-5447-6431 

9:00～17:30 休 土 /日 /祝営

7F 東京イングス（建築設計・施工）
TOKYO INGS (Architecture/Renovation/Reform)
Tel .  03-3447-1221

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 土 /日 /祝

土 /日 /祝

休 水営

4F シラカワ（国産家具）
Shirakawa (Furniture)
Tel .  03-6277-1385

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)
Tel .03-5798-7481

6F IL DESIGN (イタリア・デンマーク家具）
IL DESIGN (Italian & Danish Furniture) 
Tel .  03-6459-3766 営 土 /日 /祝

7F 山﨑伊久江美容室（ヘアサロン）
Salon Ikue Yamazaki (Hair Salon)
Tel .  03-3449-2285   

 
営 火

8F JDCA（日本デザインコンサルタント協会）
Japan Design Consultants Association
Tel .  03-5420-4636 土 /日 /祝

営 休 水 /祝

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 10:00～18:00

営 休 土 /日 /祝

5F オルスタンダード（タイル）
OLL STANDARD (Tile)
Tel .  03-6450-4267 10:00～18:00

11:00～18:00

11:00～17:00(予約制)

10:00～17:00(金・土・祝17:30)

10:00～12:00,13:00～18:00

4F FABRISTA (ファブリック)
FABRISTA (Fabrics)
Tel .  03-6409-6327 10:00～17:30 土 /日 /祝

営

営

休

休

休

休

オルスタンダード


