Spring / Summer 2022
第17回 日本構造デザイン賞
JCD Talk Lounge
桑沢デザイン研究所「Qs」
新型コロナウイルスの影響により、今後状況が変わる可能性があります

JCD Talk Lounge

第 17 回 日本構造デザイン賞
日本構造家倶楽部｜Japan Structural Designers Club
日本構造デザイン賞授賞式・記念講演会
日本構造デザイン賞は、1990 年に設立された「松井源吾賞＊」を継承

するかたちで 2006 年に発足し、日本構造家倶楽部が主催運営していま
す。
＊松井源吾賞は、15 年間に31 名（内、外国人4名）の受賞者を数

え、構造家の業績に対する社会的評価の向上に大きな貢献をしました。

タカハシ ツキイチ 32

モデレーター：高橋正明

JCD 主催のトークイベント「タカハシツキイチ」
。今回のゲストは伝統の

技術や文化を生かして素材の魅力を引き出すマイスター、立川裕大さ

ん。その手法とフィロソフィに迫ります。

※トークシーンは後日YouTubeにアップしていきます。
日 時

2022 年 7 月28日（木）19：00 〜 20：30

主

一般社団法人 日本商環境デザイン協会（JCD）

本年度の「日本構造デザイン賞」は、当倶楽部選考委員会の選考に

会

場

の 2 氏に授与されました。

問

合

特別賞」は、空間構造デザインの学術と実践および国際活動が高く評

立川裕大
1965 年、長崎県生まれ。日本の伝統技術の職人とデザイナーの間を取り持つ。空間
に応じたアートオブジェなどを製作するブランドubushinaを主宰し、伝統技術の領域
を拡張している。2016 年、伝統工芸の世界で革新的な試みをする個人や団体に贈ら
れる三井ゴールデン匠賞を受賞。

よって、江坂 佳賢（日建設計）、黒岩 裕樹（黒岩構造設計事務所）
また、構造デザインの発展に永年貢献した個人を表彰する「松井源吾
価された川口 健一氏（東京大学教授）が受賞されました。

催

東京デザインセンター 5Ｆ クラフテック・ギャラリー
03-6277-4813

info@jcd.or.jp

桑沢デザイン研究所「Qs」
昼間部・夜間部合同展
「Qs」は桑沢デザイン研究所の学生が有志

で 開 催するアート作 品 展です。
「問いかけ

る」をコンセプトに、64 名の学生がさまざま
選考委員（敬称略）：

竹内 徹（委員長・構造家）、福島 加津也（建築家）、重松 象平（建
築家）
、アラン・バーデン（構造家）、原田 公明（構造家）
、岡村 仁
（構造家）、大野 博史（構造家）
日 時
会
問

場

2022 年 8 月26日（金）15：30 〜（開場 15：00）

B2Fガレリアホール、別途オンラインにて配信の予定

合 日本構造家倶楽部事務局

E-mail：info＠ jsdclub.jp

※ 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。

なジャンルから作品を出展します。

“問いかける” ということは、それに対する
“返答を求める” ということでもあります。
「問

いかけ」で来場者と出展者の交流が自然に
生まれて、双方向的なコミュニケーションが
活発になることを願っています。
会

期

2022 年 8 月6日（土）
〜8 月７日（日）11：00 〜 18：00

主

催

専門学校桑沢デザイン研究所 自治会・学生会

会

場

東京デザインセンター B2Fガレリアホール

Calce（カルチェ）シリーズ

BAKER / MILLING ROAD （ミリング・ロード）

〜塗りたての漆喰壁を思わせる柔らかな表面〜

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

Calce は左官仕上げの壁を思わせ、シンプルかつスタイリッシュで柔らか

リラックスしたライフスタイルに合わせたコレクション、それが「MILLING

のような繊細なトーンから、「アントラチテ」や「ネロ」のようなはっきりと

インのオケージョナルチェアやエタジェール、チェストなどの新作をご覧い

な面状がこのシリーズの特徴です。色は、「アヴォリオ」や「ビアンコ」

したトーンがあります。スラブの持つ特徴が素材と色彩のイメージをさらに
膨らせます。Calce の質感などを是非、当ショールームでご体感ください。

CA-1 Bianco (ビアンコ)

CA-2 Avorio (アヴォリオ)

CA-4 Tortora (トルトラ)

CA-5 Antracite (アントラチテ) CA-6 Nero (ネロ)

システムキッチン： Calce / Nero 使用

ROAD（ミリング・ロード）
」です。BAKER と一味違う個性を持ったデザ

ただけます。

CA-3 Grigio (グリージョ )

内装床 ： Calce / Grigio 使用

Jupiter（ジュピター）

オーダーメイドのファサード

ジュピターは変わった石質が数多く産出しているブラジルで採掘されてい

よし与工房は、門扉、フェンス、手摺だけでなく、公共施設や商業施

ものをブラウンシルク、板目方向に挽いたものをジュピターとしてラインナッ

な建築金物を提供しています。よし与工房は 1969 年にヨーロッパの鍛造

他に似ているものがない淡い茶色にグレーのメタリック感があふれる色合

よし与工房が取り組むもの創

ます。既に発売しているブラウンシルクと同じ原石で、柾目方向に挽いた
プいたしました。

い。独特な玉柄もインパクトを与えてくれます。

是非ショールームにて、色柄や質感を五感で体感してください。

設、個人邸など様々な建築空間に外部装飾のパネルなどの意匠性豊か
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。

りは、長い歴史の中で鉄の

素材としての可能性を極限ま

で突き詰めた、ロートアイアン

という文化を基にあらゆる金

属の表現の研究を積み重ね

たものです。

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。

最大直径 1600mm まで可能

ラウンドテーブルが誕生

VENINI Tiara Luce（ヴェニーニ ティアラルーチェ）

オーク材のナチュラルな風合いを生かした「ホワイトウッド」シリーズに新し

イタリア・ムラーノ島で昨年創業 100 周年をむかえた老舗ヴェネツィアン

まで製作可能です。丸みを帯びた優しいフォルムの脚を中央に設定、360

デザインしたテーブルランプ Tiara Luce が発売となりました。

テーブル高さ 350mm から 720mm までの対応でダイニングテーブルとして

ルスタンド。シェードのガラスは、金属の鋳型の中にマエストロがガラスを

ブルとしてもご使用頂けます。ぜひショールームでご体感下さい。

なテクスチャによって光が柔らかく反射し、より明るさを感じられます。

くラウンドテーブルが追加となりました。直径 1000mm から最大 1600mm

アートグラスブランド VENINI から、建築家フランチェスコ・ルッケーゼが

度どの方向からもお座り頂けます。

チェスの大事な駒であるクイーンをイメージしたモダンで洗練されたテーブ

はもちろん、お部屋の空間によってソファと合わせても、またリビングテー

吹く「バロトン技法」を用いて作られた手吹きガラス。キルティングのよう
一体型 LED による暖色系の光は、キャンドルの炎のようにリラックスした
雰囲気を演出し、上部のタッチスイッチで簡単に調光することもでき、時
間帯やシーンに合わせた明かりをお楽しみいただけます。

840.15
Price : \,90,000( 税込 \99,000)
Size : φ180 H350
Lamp : LED 6.8W(2700K) 850lm
Material : venetian glass＋metal
840.16
Price : \110,000( 税込 \121,000)
Size : φ190 H480
Lamp : LED 6.8W(2700K) 850lm
Material : venetian glass＋metal

フランスの伝統的手法で魅惑的な世界を作り出す
VEREL DE BELVAL / MÉTAPHORES

VERMEER（フェルメール）Chair

大胆でファッション性の高

2013 年に誕生した、座り心

い新作ファブリックスをご紹
介します。

“ 背で座る ”

地に定評のある軽量ハイバッ

クチェア。座った瞬間、背か

色彩に深みを持たせ、光

ら心地の良いフィット感が伝

属繊維を用いることで、驚

後 姿を美しく引き立てたフ

を受けてキラキラと輝く金

わります。

くほど柔らかく流動的な表

レームは背から脚まで 1 本

再現しました。淡く魅惑的

材料はレッドオーク材で、塗

彷彿させます。

ます。座面はカバーリング仕

情を見せるテクスチャーを

の曲木で出来ています。

でドラマチックな雰囲気を

装色は 13 色よりお選び頂け

オーガニックコットン、再生

様でウォッシャブル張り地も複

テルを使用するなど、環境

ショールーム中央に展示中

コットン、リサイクルポリエス
にも配慮した取り組みを行
いながら展開しています。

数取り揃えております。

です。座りやすさをお試しく
ださい。

Our Works
モデルハウスで採用いただいたキッチンの施工事例をご紹介します。

モノトーンでスタイリッシュにまとめた中に、吊戸棚にあしらったスリット入りの無垢材
がアクセントです。こちらは無垢の角材に 1 本 1 本溝を彫って埋め込んでおり、木

工職人の技術を活かしたオーダーキッチンならではの上質な仕上がりになっていま

す。

配置は調理機器とシンクが並んだ I 型のキッチンに、ペニンシュラ型の作業台を組

み合わせた 2 列型です。作業台には使用頻度の高い食器や家電、ゴミ箱のスペー

スを設け、動線や使い勝手を考慮しています。広いカウンターは盛り付けや配膳、

片付の作業効率を上げることができます。また家族で楽しむ調理や、忙しい朝の
朝食、子供の宿題やお絵描きスペースなど多目的に使用できます。

キッチンに人が集まり、いつしかキッチンが家の中心に、そんな家づくりが増えてい

ます。家族構成や生活スタイルによって多様化するキッチンのあり方、まずは当社
ショールームでお気軽にご相談ください。

DE CASTELLI

De Castelli（デカステッリ）東京ショールーム
イタリアのメタルファニチャーブランド「De Castelli」東京ショールームの
オープンから約 1 年が経ちました。今回は本国イタリアで 2021 年に発
表されたアーキテクチャーをご紹介します。
（上）2021 年イタリアの 有

名なリゾート地アマルフィに

オープンしたホテル「Borgo

Sant-Andrea」のレセプショ

スコットランド発、インテリアファブリック・ブランド
bluebellgray 新作入荷
デザイナー、フィオナ・ダグラスによって 2009 年に設立されたファブリッ

ク・ブランド bluebellgray（ブルーベルグレイ）に新しいコレクションが
入荷致しました。

フィオナが描く水彩画のデザインは大胆かつ繊細、色鮮やかで爽やかで
あり、暖かく華やかに空間を演出します。

2022 年コレクションはフィオナの原点でもあるフローラルパターンをメイン

ンカウンター。高級リゾートホ

とし、初めてブランド名にも由来する bluebell の花をモチーフにしていま

さが日々ゲストの目を楽しませ

ショールームにお立ち寄り頂き、お楽しみください。

テルならではの上品さと贅沢
ています。

（中）2021 年、ミラノに 完
成した商業施設ビル「Corso

Como Place」。ビジネスライ

クなビルディングに、あえて床

から天井まで真鍮の壁をあし

らい、ゴージャスな特別感を
プラスしています。

（下）昨 年 完 成したスイス
航空の VIP ラウンジです。

「De Castelli」のアイコンで

もある「Marea（潮の流れ）

」を表現した壁面は、水墨

画を彷彿とさせる繊細で芸
術的な存在感を作り出し、
旅人の心を和ませます。

メタルファニチャーだけにとどまらず、ヨーロッパで人気を増している「De

Castelli」アーキテクチャー。今後日本でも展開していく予定です。ご期
待ください。

Tel. 03-6456-2212

す。春から初夏にかけては bluebellgray のシーズン。是非 FABRISTA

ペット対応クッションフロア CF シート P-NW

Maid in Italy の木目調タイル

発売以来好評を頂いているペット対応クッションフロア「CF シート

本物の木材特有のデザインを

足の滑りも考慮した適度な防滑性など優れた機能を持ったワンランク上

しやすさ、経年劣化などへの

ワックスメンテナンス不要でお手入れが楽なだけでなく、抗菌性能に新

を兼ね備えた木目調タイル。

P-NW」
。傷、汚れに強い UV 樹脂コーティング、消臭加工、ペットの
のクッションフロアです。

たに抗ウイルス性能も付与されて安心安全、お薦めです。全 75 アイテム

に及ぶデザインの豊富さはペット対応床材としては業界唯一、ショールー

ムでは全点サンプルをご準備しておりますので是非ご覧下さい。

表現しながらもメンテナンスの
耐久性など、タイルの機能性

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、イタリア産

タイル２商品のご紹介です。

ショールームではサンプルやカ

タログの配布、商品のご提案

も行っております。お気軽にお
立ち寄りください。

“ESENZA” エッセンツァ（上）
ダイナミックなデザインが特徴で、大胆な色
幅は存在感があります。
「OLIVE」
「NOCE」2 色のラインナップ。
“NWOOD” エヌウッド（下）
ナチュラルな天然木の雰囲気を見事に再現
し、温もりを感じるデザインです。
「WALNUT」「CHERRY」２色のライン
ナップ。

Flou "Nathalie"（フルー「ナタリー」）
1978 年、ミラノ郊外の家具生産の中心地メダで創業した Flou は、本

質的にも形式的にも高い品質のベッドを製造するという目的と、新しい
「睡眠文化」を導入するという願いに基づいてスタートしました。設立

時に時代に先駆けて発表されたのがこの「Nathalie」です。デザインは

SOMMERSPOROSSE（ゾンマーシュプロッセ）
2 月にリニューアルされ

た PASSION コ レ ク
ション の ニュー モデ

ル。

カッシーナのマラルンガでも名高いヴィコ・マジストレッティ。完全に取り

ツートンカラーのまだら

タリーは誕生から 40 年以上に渡り愛され続ける作品となりました。

さが特徴。使用されて

外し可能なカバーを備えた最初のモダン・テキスタイル・ベッドであるナ
2020 年、ナタリーは第 26 回コンパッソ・ドーロ賞を受賞しました。

Flou "Nathalie"
￥770,200
幅 168/ 奥 行 216/
高さ95/ ベッド高 33
cm
木 製 合 板 + スチー
ルフレーム収納ベー
ス、フレームカバー
ファブリック(cat.1)
※マットレス、リネ
ン等は除きます。価
格は 12 月末まで有
効。

※納期 : 約 5 〜 6 ヶ月。但し現在、コロナ禍、戦争などで人手、運送、材料調達などの問題があり
通常より多少時間がかかっております。
※ナタリーのシングルサイズ、1 台新品在庫がございます。ご覧になりたい方は是非ご連絡ください。弊
社 IL DESIGNはフルー (Flou) 国内唯一の正規販売代理店です。張り地・革サンプル・カタログ資料
もご用意しております。

模様と心地よい柔らか

いる糸『エコニール』
は、使用済みの漁網

や産業廃棄物などのナ

イロン廃棄物から再生

されています。人気の
グ レ ー、ベ ー ジュ の

他、ファッショナブルな

ライラック、クラシックな
レッド等、全 13 色。

INSEA
INSEA
マグマスタジオ
マグマスタジオ

デカステッリ
デカステッリ

サーモセル
クリニック

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

NISSIN (Furniture)

Tel. 03-3448-8771

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

FABRISTA (Fabrics)

TOLI (Floor/Carpets/Curtains/Wall Coverings)

Tel. 03-5421-3711

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. 03-3445-1121

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)

Tel. 03-6432-5795

SAKURAKO FUNABIKI ARCHITECTʼS OFFICE

Tel. 03-3445-1122

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 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. 03-6455-7183

Tel. 0120-267-286

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）

INSEA(Hot Yoga Studio)

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

IL DESIGN (Italian & Danish Furniture)

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）

