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ショールーム最新情報

インテリアデザインミーティング  ミニ＆オープンセミナー
Space Design Concierge 動画サイトオープン
TDCセミナー
JDCAセミナー

セミナー1　日本フリーランスインテリアコーディネーター協会
　　　　　　「バルセロナ :ペンションインテリアコーディネートの試み」
セミナー2　日本インテリアプランナー協会
　　　　　　「情報共有方法としての手描きパースの重要さ」
セミナー3　東京インテリアプランナー協会
　　　　　　「オリンピックを見据えたインバウンドホテルデザイン」
セミナー 4　日本インテリアコーディネーター協会
　　　　　　「脱・洗面所！パウダールームのmoreインテリア化を目指す」
セミナー 5　日本インテリアデザイナー協会
　　　　　　「魂を込めたものづくり：喜多俊之」
セミナー 6　建築技術教育普及センター
　　　　　　「新しくなったインテリアプランナー試験制度」
セミナー7　日本デザインコンサルタント協会 
　　　　　　「米西海岸、オフィス・インテリアの最先端探訪」 
セミナー 8　日本商環境デザイン協会
　　　　　　「東奔西走・日本と世界を駆け巡るデザイン」
オープンセミナー　17:50 ～18:40　全団体参加
　　　　　　「インテリアの専門家の社会的役割」

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。

〒141- 0022　東京都品川区東五反田5-25-19 Tel . 03-3445-1121

ホームページ
www.design-center.co.jp
Facebook
www.facebook.com/TokyoDesignCenter

東京デザインセンター

Space Design Concierge サイトに 
デザイナー Interviewを動画で掲載

春にオープンした日本初の国際的な空間デザインサイトに新たな
魅力が加わりました。インタビューが既に収録されているのは、
片山 正通、隈 研吾、クラインダイサムアーキテクツ、小泉 誠、
小坂 竜、武石 正宣、谷尻 誠、戸恒 浩人、トネリコ事務所、長坂 常、
橋本 夕紀夫、水谷 壮市、面出 薫の各氏で、今後も全国へと掲載作品
を広げます。日本語、英語、中国語サイトでの発信は、これまで建築
に比べて埋もれがちだった日本のインテリア設計の最前線を、
世界に伝える最高の舞台となります。

インテリアデザインミーティング
ミニ＆オープンセミナー

http://space-design.jp/

スペースデザインコンシェルジュ
ウェブサイト

2017年11月24日（金）  18:30～19:30
中国の特別経済圏として、国家レベルの開発により
30年前は住民が30万人だった深圳の村は現在
1400万人、中国で4番目の都市となりました。深圳
から始まり広州、上海、北京と北進する中国経済圏の
変容を、経済ジャーナリストの陳 言氏に語っていた
だきます。

2018年1月12日（金）  18:30～19:30
米国ポートラント市の世界的なデザイン会社ZIBA。
そのZIBA TOKYO代表の平田 智彦氏にポートランド
のクリエイティブ力の魅力をうかがいます。

TDCセミナー　「中国の開発経済圏の推移」
JDCAセミナー「米国のクリエイティブ環境」

この秋、東京デザインセンター5階に、インテリアプロフェッショナル
のための新たな広場が生まれます。日本インテリアプランナー協会
（JIPA）、日本商環境デザイン協会（JCD）、国際照明デザイナーズ協会
（IALD Japan）の3団体の事務局が集合し、日本のインテリアデザイン
の未来を語る動きが、ここを基点につくり出されます。

そして11月16日には、日本のインテリアデザインに携わる専門家
集団8団体によるミニセミナー、オープンセミナーが開かれます。
これには各団体の会員ではない方も参加できますので、ご関心の
ある方はぜひ東京デザインセンターにお問い合わせください。 
※各セミナー 30分

日　時　2017年11月16日（木）  15:00 ～ 18:40
会　場　5F クラフテック・ギャラリー
お問合・お申込　各団体事務局又は東京デザインセンター

会　場　5F クラフテック・ギャラリー （無料・要事前申し込み）
お問合・お申込 Tel 03-3445-1121
  event@design-center.co.jp



Tel. 03-6277-1385

Tel. 03-6721-9320

フォアベルク

Tel. 03 -3446-9405

シラカワ

キナリ

ソファ張り地  帆布カラー（オルガ）

ウメ ミカン ヨモギ コゲチャ

STAY - Hotel Collection （ステイ－ホテルコレクション）

VORWERKのロールカーペットコレクションのひとつ、STAY- HOTEL 
COLLECTION。ヨーロッパのホテルをイメージした、クラシック柄の
デザインプリント、カット＆ループのパイルが織り成すデザイン、
そして、ボーダー用のプレーンカラーから構成されています。ホテルは
もちろんのこと、住宅、オフィス、商業施設等、様々な空間にご利用
いただけます。

（デザインプリント7モデル、カット＆ループ4モデル、プレーンカラー2モデル）

5階クリエイティブ・ラボラトリーでは、ガラスモザイク、内外壁
床タイルや漆塗りのタイルなどの製品を取り揃えております。

特にガラスモザイク製品は、国内未発売の新製品やアートモザイク
等のご提案も。最近トレンドのアートモザイクは、個人住宅から
商業施設まで、個別にデザインを提供する事も、自分で制作した
デザインを持ち込む事も可能です。

もちろん、タイル製品は展示している物以外にも数多く取り揃えて
おります。イタリアンデザインの製品OEMをご提案している
クリエイティブ・ラボラトリーならではのプロダクトラインを作
る事が出来ます。どうぞお気軽にご相談ください。

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

飛騨の匠工房　Sofa

飛騨の匠工房シリーズより、グッドデザイン賞を受賞した
ソファをご紹介いたします。
座面の高さが低めで、床に座るのと同じような感覚でソファ
で寛ぐことが出来ます。夏はクッションを外して板座で使う
のもおすすめ。オイル仕上げの無垢材でつくられた美しい
ソファは、和室からナチュラルモダンまで、幅広い空間に
馴染みます。
フレームはブラックウォールナット・クルミの２種類から、
張地は自然な風合いが魅力的な５色の帆布からお選び頂け
ます。



Tel. 03-3448-8771

Tel . 03 - 5420-2223

日進木工

開放的なテラスでバーベキューコース

季節を五感で感じつつ、落ち着いた雰囲気の中、皆さまでご自由に
楽しみながら焼くスタイルのバーベキューコースです。お子様用の
料金設定もあり、さらに内容をグレードアップした¥6,500のコー
スもご用意しています。
1日1組の完全予約制です。

バーベキューコース
3名～12名様￥5,000（税込）
（2時間 FREE DRINK）
お肉3種、魚介2種、野菜盛合せ、〆のパスタ

店内ではメイン（本日の魚or肉料理）が選べるお得なPiccoloコース
¥5,000（税込、コペルト別）やアラカルト、その日のおすすめ料理まで
充実しておりますのでお気軽にご利用ください。

イル カヴァロ

KENDIX 17 WONDER

自然のインパクト、KENDIXの新作カーテン・ファブリックは皆様に
驚きをもたらします。

今年、デザイナー達はユニークな仕上げを用い、自然をテーマにして
取り組みました。その新しいデザイン達は、植物の不思議な色や形、
そこから得る暖かさや光など、美しいボタニカル・ワールドを描い
ています。

KENDIX 17 WONDERは皆様の空間にナチュラルを演出し、モダン
な癒しをお届けします。

Tel . 03 - 6409-6327

FABRISTA

【ぎふの木でつくります】

本年5月に施行された林野庁のクリーンウッド法を受け、ますます林業や国産材の
活用について注目が集まっています。

弊社本社工場がある高山市は全国で一番大きい市ですが、その面積の92%が森林、
そしてその森林面積においても日本一広い市となっており、コナラ・ミズナラ・
ブナなどの広葉樹が豊富にある地域です。

国産材としての認定を受けるためには、製材からの管理・証明が必要になってきま
すが、弊社では創業時（1947年）より一貫して、国産材を製材から乾燥、曲げ木、加工
までの全ての工程を自社で行っておりますので、 国産 はもちろん 岐阜産 にも
対応可能です。メーカーや工房が沢山ある高山市ではありますが、この一貫した工程
を行う会社は少なく、どこのメーカーでもできるというものではありません。

自治体、地域事業、補助事業、個人のお客様… 木づかい運動をお手伝いすることで、
新たな木材需要の拡大、森林資源の循環、林業の成長産業化に少しでもお役に立てた
らと思っています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

（岐阜県保育園に2016年納品）



Tel . 03-6459-3766

ロートアイアンになにが出来るか

Tel. 03 -6277-4445

Tel . 03-6432-5795

イルデザイン Baker@TOKYO

よし与工房 Tai-ON

Flos "Fucsia" ペンダントライト

イタリアデザイン界を半世紀近くリードしてきた、巨匠アッキーレ・
カスティリオーニの作品。「Fucsia（フクシア）」は円錐状の花が下垂
して咲くアカバナ科のフクシアの名が付けられた上品なフォルム
を持つペンダントライトです。

円錐形のクリアガラスの縁はすりガラスになっており、ランプから
の光が拡散され光のリングが浮かび上がります。

参考価格¥31,000（1個あたり、税抜き、取り付け工事費別途）

Safavieh　サファヴィヤ 

創業100年を超える老舗ラグメーカー。NYに拠点を置き、全米を始
め、カナダ、南米、ヨーロッパ、アジアで自社の企画、生産したラグを
販売しています。
機械織りの廉価なものから、総シルクの最高級品まで、あるいは
コンテンポラリーからクラシックまで50種類以上のコレクション
を抱え、総デザイン数は3,000を超える幅広さが魅力。

最高級シルクを思わせる美しさ、光沢を誇るヴィスコース製の現在
最も人気のあるコレクションの一つ「ミラージュ・コレクション」。
アンティーク風の「かすれ」や、繊細な「グラデーション」など多彩
な表現手法を採用した個性の強いコレクションです。

ロートアイアンのデザインはヨーロッパスタイルのものが多いの
ですが、よし与工房の提案する和風のオリジナルデザインも多く採
用されています。
本来ヨーロッパの文化として発展してきた鍛鉄をそのまま忠実に
表現するだけでなく、日本の工芸の延長線上のようにデザインする
ことも積極的に試みています。
「ロートアイアンで何が出来るか」あらゆる可能性の追求・研究を
重ねてまいります。

・メディカル・インシー
　営業時間：月～金 7:45 ～ 23:00、土日 7:45 ～ 21:30 
　Tel. 03-6455-7183
・サーモセルクリニック
　診療時間：火～土 9:00 ～18:00 
  Tel. 03-6455-7181

ヘルスケア施設Tai-ON

Tai-ONは、生命の証である“体温”に着目したヘルスケア施設です。
現代人に多い冷えのお悩み、そして冷えからくる様々な不調や病気
に、多彩なクラスで構成された溶岩浴ヨガスタジオ・メディカル
インシーと、テーラーメイドの全身温熱療法を提供するサーモセル
クリニックがお応えいたします。
サーモセルクリニックでは、例年インフルエンザの予防接種の
ご予約を受け付けております。あらかじめお電話でご予約頂けまし
たら、待ち時間なく接種できますので、この機会に是非ご利用くだ
さい。



LAMINAMの新しい商材のご案内です。人気のOXIDE（オキサイド）
シリーズの姉妹商品でもあり、リン酸処理を施した銅版のような
マットな面状が特長のOSSIDO（オッシド）が新登場いたしました。
マットな面状により、OXIDE（オキサイド）とはまた違った落ち着
いた空間を演出してくれます。
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。

Tel . 03-6853-8611

ラミナム

Tel. 03-5793-5931

Tel . 03 - 5421-3711

東リ

OSSIDO（オッシド）シリーズ

OS-1   Bruno (ブルーノ) OS-2   Nero (ネロ)

「LUMINABELLA General Catalogue Vol.5」発刊

ルミナベッラ 東京

2017年8月にルミナベッラ総合カタログ
が刷新されました。
イタリア・スペインを中心とした各ブラン
ドのベストセラーアイテムから、ヴェネチ
アで熟練した職人により伝統的な手法でつ
くられるムラーノガラスのシャンデリアま
で、約700点以上を集約した充実した内容
となっております。

カタログはショールームにて無料で差し上げております。ご希望の
方はショールームスタッフにお気軽にお声掛けください。

キッチン天板
OSSIDO / Bruno 使用

LAYフローリング「ピタフィー」のご紹介

①　リフォームにピッタリ　　
「ピタフィー」は現状の床の上に重ねて貼るだけ。自分で簡単キレイにリフォームできます。

②　床にピッタリ
接着剤を使用しなくても、裏面吸着で、賃貸住宅でもお使いいただけます。

③　お部屋にピッタリ
自然な風合いのグレージュ（オーク）・上品で清潔感あるホワイト（ウォールナット）・

落ち着いた暖かみのあるブラウン（ウォールナット）の 3色。

壁紙や床材、カーペットなど豊富なインテリアアイテムが揃う東リでは、経験豊富なスタッフがお
気に入りの壁紙やカーペットに合わせて、カーテン選びなどトータルコーディネートのご相談に
もお応えしています。

お部屋のイメージチェンジにおすすめです。東リ ショールームで、ぜひお手に取ってご覧下さい。

こちらのQRコードから、施工
ガイド（動画）やお手入れ読
本、イメージ写真集などがご
覧いただけます。

※ホームページ上でアドバイスのご予約ができます。
　是非ご利用ください。

ご予約の時間帯
　①10：00 ～11：30　②13：30 ～15：00　③15：30 ～17：00

www.toli.co.jp/showroom/tokyo.html



受付案内

日進木工
ラミナム

ブラジル銀行

ベイカー・
アット・
トウキョー

よし与工房

タイオン

東リ
シラカワ

エレファント
デザイン

クラフテック
ギャラリー

トミタ

IL DESIGN

スコラ・コンサルト

東京イングス

ツツイ
グループ

DMK

イル 
カヴァロ

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

クリエイティブ・
ラボラトリー

FABRISTA

JIPA/JIPAT
JCD
IALD

Tel . 03 -3445 -1126 ( お問合せ・ご予約お申込み)

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

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
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
OLLSTANDARD (  Tile )

2F よし与工房（店舗用品/ 建築金物）

Tel . 03 - 6277- 4445 休 土（不定休）/日 /祝営 9:00 ～18 :00
YOSHIYO KOBO ( Display equipment / Iron decoration )

Tel . 03 -6455-7180

2F タイオン（クリニック/ 溶岩ヨガスタジオ）
Tai-ON ( Clinic / Yoga Studio )

4F ルミナベッラ 東京（輸入照明器具）

Tel . 03-5793-5931 休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00
LUMINABELLA Tokyo ( Import Lighting )

3Fイル カヴァロ（イタリアン レストラン）

Tel . 03 -5420-2223
IL CAVALLO ( Italian Restaurant )

休営 日/祝昼12:00～14:30（L.O.）　夜18:00～21:30（L.O.）

3F フォアベルク/アーテリア（カーペット）

Tel . 03-3446 -9405 休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00
VORWERK CARPET ( Carpets / Rugs )

休 土 /日 /祝営 10 :00 ～18 :00

1F ラミナム（輸入建材）

Tel . 03 -6853 -8611 
LAMINAM ( Import Building Material )

休 水 / 第1・第3木曜営 10 :00 ～18 :00

1F 日進木工（国産家具）

Tel . 03 -3448 - 8771
NISSIN ( Furniture )

休 祝営 10 :00 ～18 :00Tel . 03 -3445 -1121

1F 受付案内
Information

休

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

土 /日 /祝Tel . 03 -3445 -1121 ( 大代 )　
Japan Design Consultants Association

休 日 /祝営 10 :00 ～18 :00Tel . 03 - 6432- 5795

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 土 /日 /祝営 9:00 ～17:30Tel . 03 - 3447-1221

2F 東京イングス（建築設計・施工）
TOKYO INGS ( Architecture / Renovation / Reform )

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）
JCD（日本商環境デザイン協会）
IALD（日本国際照明デザイナーズ協会）

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


