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建築家と家具メーカーが一緒になって、空間から家具を考え

しかしこのプロジェクトは、単なる新製品の開発では終わら

る。

ない。建築家たちは、その空間から生まれた家具をブラッシュ
アップし、将来的には生産・販売体制を整え、より広い範囲

芦沢啓治、トラフ建築設計事務所、NORM ARCHITECTS

へと届けていくところまでを見据えている。だからこそ、大

（ノーム アーキテクツ）が、
「空間から家具を考える」をテー

切なのはプロセス、すなわちダイアローグ（対話）である。

マに、新しい家具のあり方に取り組んだ。ふだんから家具の
デザインも数多く手がけている 3 組。今回は、「家具は、空

建築家と家具メーカーが出会い、対話を重ねる時、どのよう

間のために設計されるべきではないか」という意識から、

な化学反応が起きるのだろう。そこから、どのような空間お

それぞれが実際に進めている集合住宅の改修やオフィス空間

よび家具の新しい概念が生まれるのだろうか。

のプロジェクトのなかで、そこにふさわしい家具の形を考
え、つくり、設置した。そのパートナーとして選んだのが、カ

展示日程：7 月 19 日 ( 木 ) - 7 月 29 日 ( 日 ) 11:00-19:00

リモクだ。

オープニングトーク：7 月 19 日 ( 木 ) 18:00-19:30
料金別納郵便
レセプション：7 月 19 日 ( 木 ) 19:30-21:30

カリモクは、日本最大の木製家具メーカーである。1940 年、
愛知県刈谷市に創業。1947 年に「刈谷木材工業株式会社」

会場：DESIGN 小石川

を設立、ミシンや楽器の木部品の製造にはじまり、やがて輸

東京都文京区小石川 2-5-7 佐佐木ビル B 棟 2F

出家具を手がけるようになる。そこで培われた高精度の加工

http://designkoishikawa.com

技術と素材のノウハウを生かして、1962 年には自社国産家
具の生産をスタートさせた。約 4,000 坪もの広大な工場では、

2018.7.19 (thu.)-7.29 (sun.)
最新の機械と職人の確かな手作業によって、ありとあらゆる
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築設計事務所、トラフ建築設計事務所、NORM

at DESIGN KOISHIKAWA
ARHITECTS.
家具や木製品が生み出されている。彼らにつくれない木製品
建築家と家具メーカーが一緒になって、空間から家具を考える。

●くみ薬局
open: 11:00-19:00
協力：株式会社リビタ
などない。まさに「ものづくりのワンラーランド」だ。
（ノーム アー
芦沢啓治、
トラフ建築設計事務所、コペンハーゲンをベースとする Norm Architects

キテクツ）、そして木製家具メーカーのカリモクによるエキシビション。

: 7/19 (thu.) 18:00-19:30
オープニングトーク
青いナポリ
レセプション : 7/19●(thu.) 19:30-21:30

斎藤商店
企画・構成：芦沢啓治
3 組の建築家は「空間から家具を考えるためには、カリモク
ダイエー
●
「家具は、空間のためにデザインされるべきではないだろうか」
。そんな自問のもと、3 組の建築
●

り
白山通

グラフィックデザイン：山野英之（TAKAIYAMA inc.）
のようなメーカーの技術とノウハウが必要だ」と考え、カリ
家が実際の空間プロジェクトのなかでカリモクと協働。工場見学やワークショップを通じて、そ
り
千川通

の空間における家具のあり方やつくり方を一緒に考えた、三者三様のプロセスとプロトタイプを
写真：Jonas Bjerre-Poulsen, 小川真輝
モクも「建築家との協働を通じて木製品のさらなる可能性を
DESIGN 小石川
紹介します。
探りたい」と考えた。工場でのワークショップでは、両者が
※小石川大神宮横

テキスト：今村玲子

建築家とカリモクによるダイアローグ（対話）に耳を澄ませてみてください。家具を含む空間づく
ひとつの試作品を囲み、それぞれの視点とアイデアをぶつけ
後楽園駅

りの新しい可能性、そして建築家と家具メーカーの新しい関係性が浮かびあがってくるはずです。

春
日
合い、課題があれば一緒に解決方法を考え、まさに頭と体を
通
河合塾
り
春日駅
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突き合わせながら開発に取り組んだ。
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ノーム アーキテクツ
2008 年設立。工業デザイン、住宅建築、商業インテリア、写真やアー
トなどの分野で活動している。
デンマーク・コペンハーゲンを拠点とするノーム アーキテクツは、ス
カンジナビアの風土と伝統に基づき、時空を越えた普遍的な美学と、
自然素材の考え方に則っている。いかなるプロジェクトにおいても、
人間本来の感覚を深く追求し、これ以上加えることも、削ることもで
きないという段階まであらゆる要素を洗練させていくプロセスこそが、
彼らの最大の特徴といえる。
そんなノーム アーキテクツが大切にしているのはトレンドや技術より
も、身体や精神が求める心地よさ。建築、インテリア、プロダクトデ
ザインなどにおいて、秩序と複雑さ、自由と制約のバランスを見極め、
ミニマルでありながらディテールに対する細心の配慮と柔軟性をもっ
た設計・造形を目指している。
http://normcph.com

Offset Sofa for MENU
Work in Progress: Sofa for Kinuta Project

PH House
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トラフ建築設計事務所
鈴野浩一 ( すずの こういち ) と禿真哉 ( かむろ しんや ) により 2004
年に設立。建築の設計をはじめ、インテリア、展覧会の会場構成、プ
ロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加
など多岐に渡り、建築的な思考をベースに取り組んでいる。
主な作品に「テンプレートイン クラスカ」「NIKE 1LOVE」「港北の住
宅」
「空気の器」
「ガリバーテーブル」
「Big T」など。
「光の織機 (Canon
Milano Salone 2011)」は、会期中の最も優れた展示としてエリータ
デザインアワード最優秀賞に選ばれた。
2015 年「空気の器」が、モントリオール美術館において、永久コ
レ ク シ ョ ン に 認 定。2011 年「 空 気 の 器 の 本 」
、 作 品 集「TORAFU
ARCHITECTS 2004-2011 トラフ建築設計事務所のアイデアとプロセ
ス」( ともに美術出版社 )、2012 年絵本「トラフの小さな都市計画」( 平
凡社 )、2016 年「トラフ建築設計事務所 インサイド・アウト」
（TOTO
出版）を刊行。
http://www.torafu.com

HOUSE IN KOHOKU (2007)

Work in Progress: CAP, a prototype for karimoku
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芦沢啓治
1996 年横浜国立大学建築学科卒業、architecture WORKSHOP、家具
製作会社 super robot を経て、2005 年芦沢啓治建築設事務所設立。正
直なデザインをモットーに、IKEA などの国際的な家具ブランドや国内
家電メーカーとの協働、国内外の建築プロジェクト、ワークショップ
に携わる。
2011 年、震災後の石巻にて公共工房として石巻工房を設立し、家具
制作や DIY による復興ならびに街づくりを提唱。2016 年、事務所の
所在地である文京区小石川に 2 年限定のギャラリースペース DESIGN
小石川を設立。
http://www.keijidesign.com

House S (2011)

Work in Progress: Dinning Table for Kinuta Project

