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JCD Talk Lounge

JIAトーク

タカハシツキイチ 31

地球サイズの電波望遠鏡で見た 巨大ブラックホールの姿

空間デザインの面白さや多様さを語りあうトークイベ
ント「タカハシ ツキイチ」。31 回目となる JCD Talk
Lounge ／タカハシツキイチは佐野文彦さんをゲスト
にお迎えし、オンラインで配信します。
佐野文彦：京都、中村外二工務店に数寄屋大工
として弟子入り。設計事務所を経て2011 年独立。
現場経験から得た工法や素材、寸法感覚を生か
した作品制作を行っている。

2022 年最初の JIAトークは、国立天文台教授、
水沢 VLBI 観測所所長の本間希樹（ほんま・ま
れき）氏をお招きして、「地球サイズの電波望遠
鏡で見た 巨大ブラックホールの姿」をテーマに
お話をお聞きします。

日 時

2022 年 2 月中旬配信予定

主

JCD 一般社団法人 日本商環境デザイン協会

催

本間希樹：東京大学理学部天文学科卒、同大学院博士課程修了。同年国立天文台 COE 研究
員。2015 年より現在まで、国立天文台教授、水沢 VLBI 観測所所長を兼務。また現在、総合
研究大学院大学および東京大学大学院の併任教授。

日 時

2022 年 3 月23日（水）18：00〜

主

ＪＩＡ関東甲信越支部

所

協

賛 日新工業株式会社、日本アスファルト防水工業協同組合

催

JCD 関東支部トークイベント「空間とコミッションアート」
1961 年の創立以来一貫して、日本商環境

デザイン協会（JCD）は日本のインテリアデ
ザインを牽引するトップランナーの集団です。

その 60 周年を記念してJCD 女性陣が集合

し、空間を創造するデザインの魅力を語りつ

くします。

パネリスト：岡林里依、KAARA、木之内憲子、はやしまりこ
モデレーター：橋本夕紀夫、藤田あかね

場
主

所
催

2022 年 4 月22日（金）17：30〜

B2Fガレリアホール

JIAトーク実行委員会

卒業制作月間 2022

JCD60周年トークイベント

日 時

B2Fガレリアホール

＜予定＞

場

＜予定＞

JCD 一般社団法人 日本商環境デザイン協会

※ 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。

東京デザインセンターでは、芸術デザイン系大学の卒業制作展が、
1994 年から毎年開催されてきました。
各大学の作品には < 若さ> の力で < 今そのとき>につくるものもあれ
ば、学業の集大成として< 世に問うべく > 完成させた作品もあります。今
年度は多摩美術大学、女子美術大学のデザイン学科有志たちが、その
大学生活の成果を競い合います。出展作品の数々に、来場される
方々からコメントを寄せていただくことで、伸びる才能がさらに伸びること
を期待します。
多摩美術大学 情報デザイン学科 情報デザインコース
卒業研究制作展 2022「LET ENERGY FLOW」
会
場

期
所

2022 年 3 月4 日（金）〜 3 月6 日（日）10：00 〜 18：30
B2Fガレリアホール

女子美術大学 ヴィジュアルデザイン専攻 有志学外展示「原石」
会
場

期
所

2022 年 3 月18 日（金）〜 3 月20 日（日）11：00 〜 19：00
B2Fガレリアホール

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、
イタリアから入荷しました新商品のご紹介です。
STAR スター
白い流れ模様が特徴的な石目調タイルで

お問い合わせの多い商品の一つ、STAR

スターにマットタイプが加わりました。

これまではグリップタイプのみのご用意でし
たが内床・外床どちらのシーンにも対応

できるため連続したデザインに仕上げるこ

とが可能になりました。

Luｄovica＆Roberto Palomba デザインの新作登場
イタリア・ヴェネチアのブランドFOSCARINI(フォスカリーニ)より、ミラノを
拠点として活動しているデザインデュオLuｄovica＆Roberto Palomba(ル

ドヴィカ＆ロベルト・パロンバ ) の新作コレクションが届きました。
Soﬃo（写真左）
中に浮いているかのような軽や

かさを持つテーブルランプ。透明

のガラスに霧のようなホワイトの

グラデーションが 美しいガラス
は、
ヴェネチアの職人が 1 点ずつ
仕上げています。

IROXI イロキシ
これまでに取り扱いのなかったメタル調タイ
ルがご提案可能になりました。

“鉄” と “コンクリート” の融合からの生ま

れたデザインで表面の細かな光沢や凹凸

上部にセットされるアルミニウムのパネル全体が調光を兼ねたタッチスイッ

チとなっており、必要な時に必要な場所に暖かな光を提供します。
Price:￥118,800( 税込 ￥130,680) Size: φ300 H500 (baseφ150)
Lamp:LED 13.8W(2700K) 1300lm Material:glass＋aluminum

にもこだわっています。

Birdie Easy（写真右）
クラシックなランプをモダンに再解釈することで生まれた Birdieにシンプル

れるアイテムです。

リーズが登場。新しいプロポーションでデザインされたステムが支える白い

木や金属、布など他の素材とも調和のと

マットな面状はお手入れがしやすく、様々

なシーンにおすすめです。

さを更に追求し、新たなニュアンスカラーバリエーションも追加され新シ
シェードが、空間に柔らかな光を広げます。

Price:￥38,300( 税込 ￥42,130) Size:φ170 H430 Lamp: 白熱球 (E26)60W
Color:white/black/brick red/sand yellow/saga green/light blue
Material:polycarbonate(body:metal)

PROMEMORIA 新作家具 取り扱い開始

Exclusive1060

2019 年 4 月から2 年 5か月ぶり、待ちに待って開催されたミラノデザイン

その重厚なラグジュアリー感から好評を得ているExclusive1060（エク

ウィーク。立ち止まって考える時間を得たロメオ氏が生み出した新作家具
は、持続可能性という概念と共に、身体的、そして精神的な安らぎを強

く求める現代人のニーズに応えるコレクションです。

静寂を求め、遠く離れた楽園の孤島への逃避行をイメージして生まれた
KOMODO（コモド）コレクションは、ソファ、シェーズロング、ベンチ、

ベッドを展開しています。

スクルーシブ 1060）
。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、ベージュ、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 25 色）

東京ショールーム

リニューアルオープン

2021 年 10 月26日発売の新商品を取り揃えました。

Arteriors
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

壁紙「POWER1000」、業務用タイルカーペット「GXシリーズ」意匠性

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、

NW」等に新柄が続々登場。

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

フロアシート「マチュアNW」、クッションフロア｢CFシート-H｣「CFシート
テーマは『Natural＆Revive』自然の温かみと経年変化の安らぎを感じ

るようなデザイン構成になっています。注目商品、業界初の 1ｍ角タイル
カーペット「グランフロー」や色鮮やかなデジタルプリント壁紙を大胆に展
示して皆様のご来場をお待ちしております。

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、
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。

アウリシーナフィオリート /Aurishina Fiorito

1 枚のタイルから広がるキッチン

アウリシーナフィオリートはイタリアと

キッチンへのこだわりや優先順位はお客様それぞれ異なります。オーダー

スロベニアの国境に近いドゥイーノ
＝アウリジーナで採取されていま

キッチンに於いては、意匠的に比重が大きい扉やカウンターだけが主役と

は限りません。憧れの海外メーカーの設備機器、ハンドルや小物類のア

す。

クセサリー、お気に入りのタイル等、キッチン本体に加え、様々なパーツと

たが、最近再ブレークしてファブリ

と言えます。

ージュの大理石です。

ンターは何百色から選択で

ひと昔前に大変人気のある石でし
ック系の使用が増えてきているグレ

弊社大阪ショールームでも使用して

います。ショールームにご来場いた

だき、素材を体感してください。
写真上：テーブル天板に使用
写真下：壁面に使用

の組合せから理想のイメージを現実化できるのがオーダーキッチンの魅力
当社のキッチンは、扉とカウ

きるのに加え、キッチンに必

要なパーツの全てを自由に

選べるため、時に迷うことも

ありますが、嬉しい悩みとし
て楽しみながらお客様の要

望を最大限取り入れ、且つ

全体の調和がとれるような
提案を心掛けております。

まずはショールームで理想の
キッチンについてお話しくだ

さい。

今回の画像のお客様は、お気に入りのタイルから空間
のイメージを広げていきました。

発売から 40 周年

進化し続けるロングセラーシリーズ「GROW」

時代の流れや環境と共に変化していくインテリアの中でも、変わらず愛

用頂けるベーシックシリーズ。その中でも角の丸みが特徴のチェア
「NBC-404」は様々なニーズに応えながら昨年 40 周年を迎えることが
出来ました。

椅子は毎日動かすものだから軽い事も大事な
機能のひとつ。そんな思いから細い部材を組
み合わせ、それを強固にする木材の選別と見

えない部分の接合部の工夫など、様々な技術

を施しています。

ベーシックデザインでありながらも軽さと丈夫さ

を兼ね備えたチェアを、ぜひショールームでお
試し下さい。

Blend（ブレンド）シリーズ
従来の「I Naturali」シリーズから、建築・インテリアデザイン・ファッシ

ョンにおけるエレガンスさと最新トレンドを兼ね備えた、サハラ ノワール
エキストラとヴェルデ アルピが新たにラインナップされました。

サハラ ノワール エキストラは、特徴的な深みのあるリッチブラックをベー

スに表面全体に水平、垂直方向に走る独特な石脈を再現することで、

その模様と色を際立たせています。

ヴェルデ アルピは、イタリア建築全体において最も洗練された大理石の

edra "Standard"
フィレンツェの近く、斜塔で有名な地ピサで創業したエドラ(edra)は、ト

レンドに流されることのない強い個性と技術の先進性を誇るブランドで

す。そのエドラが、使う人の希望を完全に叶える高品質なソファを作る

為、長年の技術研究を重ねた成果がこの "スタンダード(Standard)"ソ

ファです。

"スマートクッション"によって、背もたれと肘掛けはそれぞれ、体重を

ゆっくり穏やかに乗せるだけで希望どおりに傾斜させることができるの

一つである「サーペンティン( 蛇紋岩 ) 」にインスピレーションを受けた

で、どの場所に座っても、座った人にとって最高に心地よい態勢を創り

張することで、建築家・設計者などにより好まれる緑の色調を再現する

ドラ独自のテクノロジーの結晶、"Gellyfoam®"です。また、異なる形状

スラブで、天然顔料を特別な配合で調合し、緑の色調の表現領域を拡
ことに成功しました。

面状の仕上げは、それぞれ粗面と鏡面となり、サイズは 1200 ㎜ ×3000
㎜、厚さは 6.1 ㎜となります。

出すことができます。しっかりとしていながらも弾力性のある素材は、エ

と奥行のシートを組合せて自由な構成をカスタマイズすることができます。
当 社イルデ ザイン(IL

DESIGN)は エドラ の
正規販売店です。張地

サンプルも揃えておりま

すので是非お気軽にお
問合せください。

design: Francesco
IN-65
※粗面仕上げ
Sahara Noir Extra Bocciardato ( サハラ ノワール エキストラ ボッチャルダート )

Binfaré

IN-66
※鏡面仕上げ
Sahara Noir Extra Lucidato ( サハラ ノワール エキストラ ルチダート )
edra "Standard" ( 写真の組み合わせの仕様 )
ソファ組合せ : エンド STDTsx, セントラル STDEC, コーナー STDN10
材質 : メタルフレーム 張り地 : ファブリック CAT.T
幅 246x 奥行 154x 高さ 92, 座面高 40 cm 当社販売価格 : ￥3,072,300( 税込 )
送料 : 東京近郊までは無料。それ以外の地域の方は別途お見積りとなります。
※搬入について : 製品がご希望の設置場所まで搬入できるかどうか事前にご確認下さい。搬入
確認が難しい場合は弊社にご相談下さい。
※価格の有効期間 : 2022 年 3 月末まで。
IN-67
※粗面仕上げ
Verde Alpi Bocciardato (ヴェルデ アルピ ボッチャルダート )
IN-68
※鏡面仕上げ
Verde Alpi Lucidato (ヴェルデ アルピ ルチダート )

メーカー エドラ (edra) 内 "Standard" ページ
https://www.edra.com/en/product/Standard/sof
as̲standard̲francesco-binfare
当社サイト IL DESIGN( イル デザイン ) 内 edra"Standard" ページ
https://www.italia-kagu.com/product/standard/

建築家フランク・ロイド・ライトのラグ・コレクション

オーダーメイドの階段手摺
階段手摺は機能的にもデザイン的にも、フロアをつなぐ役目を果たして

建築家フランク・ロイド・ラ

った世界初のラグ・コレクシ

います。
よし与工房のロートアイアンの

Wright®Collection。高級

高く、空 間の演 出に効 果を

イトのデザインアーカイブを使
ョン、Frank Lloyd

階段手摺はオーナメント性が

ラグの Signature Series と

発 揮します。1969 年に国 内

しみ頂けるキリムと塩ビマット

て導入したよし与工房は、手

初のロートアイアンを企業とし

手軽にライトの世界観をお楽
Usonian Collection を展示

仕事から生まれるデザインを

デザインはもちろんのこと、

る製品を目指してご提案して

取ってみないと分からないと

ショールームではサンプルなど

是非 FABRISTA ショールー

ザイナーがお打合せの対応を

基に、現代の建築にマッチす

中。

おります。

素材や製法は実際にお手に

見ていただきながら専門のデ

思います。

させていただきます。ご来店

ムにお立ち寄り頂き、ライト

お待ちしております。

の世界観をご堪能ください。

フランク・ロイド・ライト財団

の認可を受けた正真正銘の

ライトのインテリア・アイテム
です。

DE CASTELLI

モノがたる、メタル

REMBRANDT Living

「金属ならではのデザインと可能性を追求する」という使命の下、職人の

【安らぎとモダンの調和】レンブラントソファ

アイデアと技術を融合した、唯一無二のメタルファニチャーブランドです。

スッキリとしたデザインと丸みのあるカットで柔らかみのあるデザインを表

De Castelli(デ カステッリ)は19世紀末、イタリア 北部のトヴィーゾで創

現しました。ボリューム感が体を優しく包み込んでくれます。

た。

おり、ショールームには 3Pタイプが展示してございます。

業。鍛冶メーカーとして長きにわたり金属の加工技術を磨き上げてきまし

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

その試みによって作り出された家具

ます。

を2008 年からは ミラノサローネへ
の出展を始め、2017 年には特別

賞 を受 賞。優 美なメタルファニ

チャーは世界中で高い評価を得て
います。

加工された金属仕上げのノウハウ

は、建築家や著名ブランドからも
高く評価され、数多くのブランド

ショップのインテリアとして採用され

ています。

金属を機能的な価値だけでなく、

デザイン的な価値を中心に捉えた
居住空間を演出しております。

Tel. 03-6456-2212

1P・2P・2.5P・3P・3.5Pとシェーズロングタイプの 6 種類展開となって

東京支社は De Castelli を展示しております。

INSEA
マグマスタジオ

サーモセル
クリニック

デカステッリ

営業日・営業時間はホームページをご覧ください。
当分の間各社営業時間は不定期となっております。
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。

4F シラカワ（国産家具）
Shirakawa (Furniture)

Tel. 03-6277-1385

1F 受付案内

4F FABRISTA (ファブリック)

Tel. 03-3445-1121

Tel. 03-6409-6327

1F 日進木工（国産家具）

4F 東リ（床材/カーペット/カーテン/壁紙）

Information

FABRISTA (Fabrics)

NISSIN (Furniture)

TOLI (Floor/Carpets/Curtains/Wall Coverings)

Tel. 03-3448-8771

Tel. 03-5421-3711

1F ラミナム（輸入建材）

LAMINAM (Import Building Material)

Tel. 03-6853-8611

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

5F オルスタンダード（タイル）
OLL STANDARD (Tile)

Tel. 03-6450-4267

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

2F DE CASTELLI（金属家具）
AICHI METAL（Architectural Metal Products/Metal Furniture/Coating）
Tel. 03-6456-2212

5F JIPAT（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 ベイカー・アット・トウキョー（家具/インテリアアイテム）

5F 船曳桜子建築設計

Baker@TOKYO (Furniture)

SAKURAKO FUNABIKI ARCHITECTʼS OFFICE

Tel. 03-3445-1122

Tel. 03-6432-5795

2F よし与工房（店舗用品/建築金物）

6F トミタ（壁紙/ファブリック/家具/インテリアアイテム）

Tel. 03-6277-4445

Tel. 03-5798-7481

YOSHIYO KOBO (Display Equipment/Iron Decoration)

TOMITA (Wall Coverings/Fabrics/Furniture)

2F サーモセルクリニック（クリニック) / インシー(温活 腸活 マグマスタジオ）

6F IL DESIGN (イタリア・デンマーク家具）

Tel. 03-6455-7181

Tel. 0120-267-286

THERMOCELL CLINIC (Clinic) / INSEA(Hot Yoga Studio)

/

Tel. 03-6455-7183

IL DESIGN (Italian & Danish Furniture)

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）

7F 東京イングス（建築設計・施工）

Tel. 03-3446-9405

Tel. 03-3447-1221

3F インパクト（キッチン）

7F 山﨑伊久江美容室（ヘアサロン）

VORWERK CARPET (Carpets/Rugs)

IMPACT (Kitchen)

Tel. 03-6409-6336

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

LUMINABELLA Tokyo (Import Lighting)

Tel. 03-5793-5931

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

TOKYO INGS (Architecture/Renovation/Reform)

Salon Ikue Yamazaki (Hair Salon)

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）

