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IFFT/Interior Lifestyle Living 2018 開催
今年は初めてアトリウムを一般オープンします！

いよいよ、11 月 14 日（水）よりインテリア・デザインの国際見本市「IFFT/ インテリア ライフスタイル リビン
グ 」が東京ビッグサイトを会場に開催されます！家具を軸に、国内外からキッチンツールやテーブルウェア、テ
キスタイル、ジュエリー、フードに至るまで洗練されたデザインアイテムを扱う 400 社以上が大集結。
見所の一つアトリウム特別企画では、「日本仕事百貨」代表・ナカムラケンタ氏をディレクターに迎え、「はじまり
の仕事展」を開催。出展者の製品 1 つ 1 つの「はじまりのストーリー」を引き出します。単に、「モノ」の売り買
いだけではなく、その背景にあるストーリーや作り手の思いを伝える場となるような提案型の総合見本市です。出
展者の数だけたくさんの発見や驚きがあります。さまざまな出会いをお楽しみください。

会期：2018 年 11 月 14 日（水）- 11 月 16 日（金）
会場：東京ビッグサイト 西 1・2 ホール＋アトリウム
時間：10:00 - 18:00（最終日は 17:00 まで）

新進デザイナーが「商品化前のプロトタイプ」
を発表し、
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企業とのビジネスに結びつける場。
A bridge between young aspiring international
designers and
the interior industry
毎年テーマを変える「アトリウム特別企画」と
12 のゾーンで構成しています。

ゾーン

アトリウム特別企画「はじまりの仕事展」
Block F
JAPAN
STYLE Premium zone

1. アトリウム

外部からディレクターを迎え、毎年テーマを変えて特別企画を展開。今回は日本仕事百貨 ナカムラケンタ氏

2. HOME
A
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日本の伝統を活かしたモダンデザインなプロダクト、
をディレクターに迎え、出展者の製品 1 つ 1 つの「はじまりのストーリー」を引き出します。
漆器、食器、刃物、照明など。
新たな住まいのスタイル提案
Lacquer items,
dishes, knives, lighting with
Japanese traditions and modern designs

国産家具から海外ブランドまで幅広いラインナップの中から、住まいの世界観を変える、多様なテイストの
家具、照明、テキスタイルなどが見つかります。

3. GLOBAL
B

Block

G H

日本にいながら海外のブランドやものづくりと出会えるゾーン。インテリア、デザインの世界的な動向が見
バス・トイレタリー用品、
収納アイテムなど。
えてきます。
Bath and toiletry
products, storage items

4. CREATIVE RESOURCE
D

EVERYDAY
世界各国のブランドが集結

E

空間のための素材と造作

世の中にはさまざまな仕
Block G H
KITCHEN
LIFE
壁面、ペイント、床材、テキスタイル、タイル、ガラス、建具や金物など、住空間のヒントとなる多様な素

りにあるものはだれかの
どの仕事にもはじまりがあ
たのか。0が1になるのは
国内外で高く評価されているコンテンポラリーなデザインブランドが勢揃い。
じまりのストーリーには、
Block H
FOODIST
きつけられるものがあり
ステップアップのためのサポートプログラム 1
パッケージも一工夫された紅茶、菓子、調味料など。
仕事展』
と題し、出展者の
今後世界にはばたくであろう、新進気鋭のデザイナーと企業を結ぶプラットフォーム。
Imported foods,
teas, seasonings with well-designed package
のストーリーとともにアト
ストーリーをきっかけにモ
日本のデザインとものづくりを発信 Block H
ACCENT
け、小売店には、店頭でス
日本国内だけでなく、ヨーロッパやアジアからも注目されている日本のプロダクト。特に洗練された、質の
デザインプロダクト、ファッションアイテム、
高い日本のプロダクトが並びます。
販売機会を創出してもらう
ベビー&キッズグッズ、ギフトなど。
材が集まります。

5. MOVEMENT
E

6. TALENTS
New Jewelry, H/J-02
）
E

7. JAPAN STYLE
F
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8. EVERYDAY
G

H

9. KITCHEN LIFE
G

H

10. FOODIST
G

H

11. ACCENT

Co.,Ltd.（JAPAN
H STYLE, F-26）

ブランド食器、キッチンツール、食品など。
Brand dishes,
kitchenware, foods
最新デザインの動向を反映

Design products,
fashion items, baby and children’s items, gift items
美しい暮らしの生活用品

Every designed-product
someone’s work, and eac
-JEWELRY- selected by New Jewelry Block H
These background storie
食卓から料理まで新たなシーンを
New Jewelry 森知彦氏による選りすぐりのジュエリーブランド。
ning”, have been gaining
High design上質なテーブルウェアから最新のキッチン道具、ダイニング道具まで、住まいの中心となったキッチン空間
jewelry brands selected by
and are now equally as im
Tomohiko Mori
from New Jewelry
のためのアイテムが揃います。
ance and functions. This s
ステップアップのためのサポートプログラム 2
itors’ products, each wi
Block H
NEXT国内外のこだわりあるライフスタイルに溶け込む多様な食の提案の場。
aiming to create purchasi
収納や整理のためのアイテム、水まわり品、新しい家事習慣、ホームケアのための毎日の生活用品が揃います。

若手の起業家が「商品化された新規ブランド」
を発信し、
暮らしに新たなアクセントを
国内外のマーケットを牽引していく場。
デザイン雑貨、ギフトアイテム、アート
& オブジェ、フレグランス、服飾雑貨、ステーショナリー、デジタ
A business platform
for entrepreneurs and their products
to be promoted
both domestically and abroad
ルガジェットなど、生活に「アクセント」を加える幅広い商材が集まるゾーン。

12. -JEWELRY- selected by New Jewelry 注目のジュエリー特別企画
H

森 和彦氏（New Jewelry）のセレクトによる、個性的なジュエリーブランドが集結。

13. NEXT
H

ホール内レイアウト
Blocks in West hall

はじまりの

展示台には、
「はじま
気に入ったストーリ
注目の若手起業家による新規ブランド発信の場。次世代を担うデザインプロダクトを発表します。
Blocks in West hall
ブースを訪れてくださ
出展者との対話をと
西1ホール West hall 1
西2ホール West hall 2
を発見できるかもし
ステップアップのためのサポートプログラム 3
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アトリウム特別企画

「はじまりの仕事展」

初の試みアトリウムを一般公開！

ものの選び方、価値基準は多様になっています。機能やデザインだけでなく、ものが生まれた背景、経緯、そこにある事実には、
人の心に働きかける魅力が詰まっています。アトリウム特別企画では、
「日本仕事百貨」代表・ナカムラケンタ氏をディレクター
に迎え、
「はじまりの仕事展」を開催。ナカムラ氏がセレクトした 84 製品の中に眠る「はじまりのストーリー」を独自の視点
から編集。導き出した言葉を「贈り物」
「はじめからさいごまで」
「サステナブル」
「自分ごと」
「ローカル」の５つのコンテク
ストにまとめ、そのエッセンスとなる言葉とともに、コンテクストごとにカラー分けした大小様々なボックスにのせてご紹介
します。各ボックスにはカードが設置され、来場者は気に入ったストーリーや商品のカードを単語帳のように集めてブースを
巡っていただくことができます。また、初の試みとしてアトリウムを、一般公開します。
「展覧会」の機能を取り入れることで、
より多くの方が興味を持って参加していただける場に。トークショー会場、カフェスペースもアトリウム会場に配置し、来場
者が会場を巡るハブとなりタッチポイントを創出します。
ディレクターメッセージ：
世の中にはさまざまな仕事が溢れています。身の回りにあるものは誰かの仕事の結果で
す。そして、どの仕事にもはじまりがある。どのように生まれたのか。0 が１になるの
はどんな瞬間だったのか。はじまりのストーリーには、形や機能と同じくらい、惹きつ
けられるものがあります。アトリウムの展示用にセレクトされた 84 の出展者の皆さまの
「はじまりのストーリー」をお伝えします。
グラフィックデザイン：

ナカムラケンタ

BAUM LTD. 宇田川裕喜、國影志穂、長野宏美
空間デザイン： 設計事務所 ima

小林恭＋マナ

株式会社シゴトヒト / 代表

1979 年東京都生まれ。明治大学大学院理工学研究科建築学修了。2008 年求人サイト「日本仕事百貨」を立ち上げる。
東京・清澄白河で「リトルトーキョー」
「しごとバー」を運営。2015 年よりグッドデザイン賞審査員。2018 年 9 月
『生きるように働く』をミシマ社より上梓。

ヒュッグリ・マーケット
デンマーク語で「居心地のよい場の感触」を意味する "HYGGELIG（ヒュッグリ）" をテー
マにしたマーケット。淹れたてのコーヒーやマフィン、オーガニックのスナック＋ドリ
ンク、ハードサイダーなどの屋台が出現します。会場に訪れた方々の商談のおともに、
ちょっと一息休憩に、いい場、いい時間のきっかけになるような食べ物を集めました。
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ホール

出展者情報

SUMIDA CONTEMPORARY
東京
sumidacontemporary.tokyo/

300 年前から現在に至るまで、工場や手工

幻の果実を、ユニークな食感の和菓子に。

業が多いものづくりの町、東京都墨田区。

滋賀県高島市安曇川の和菓子屋「とも栄」

墨田区のものづくりのサポートとプロ

の新ブランド
「73( ナナサン )」
。地元では、

モ ー シ ョ ン を 目 的 に 始 ま っ た SUMIDA

アドベリーと呼ばれる安曇川の三角州で

CONTEMPORARY は、金属成形、革製品、

栽培される幻の果実ポセイドンベリーを

ガラスなど 7 社のメーカーと、日本や世

使った商品を紹介。美しく輝く多面体の

界で活躍する 11 組のデザイナーがコラ

「MIO（ミオ）」は、シャリっとした琥珀

ボレーション。伝統と卓越した職人技と、

糖で、ぷるぷるした寒天とモチモチのア

創造的かつ革新的なデザイナーのアイデ

ドベリーを使用し、多様な食感が楽しめ

アを集結し築いてゆく現代の生活に沿う

るように伝統的な琥珀糖を発展させた菓

プロダクトレーベル。新しい時代の東京、
日本の更なるものづくりの発展への貢献
を目指す。

ゾーン：MOVEMENT E-22

NANASAN/

子や、二層のペーストをカステラのラス
クですくって食べるお菓子「SOU（ソウ）
」

TAKAHIDE HASHIMOTO DESIGN を展開。
73-nanasan.com
滋賀
ゾーン：FOODIST H/F-03

三和化工（株）
京都
www.sanwa-chemi.co.jp

世界で唯一の製品、“ カラーポリモック ”

伝統工芸織技術を使った金属線織物の輝き

が誕生。

をインテリアへ。

「泡を形にする」ことを主体に技術開発型

丹後ちりめん、西陣織といった絹織物の産

の企業を目指し、1965 年に創業した発泡

地、京都の北部丹後半島で生まれた金属線織

ポリエチレン専業メーカー三和化工。発

物。通常は工業製品のフイルター等に使用さ

泡体の成形・加工の過程でできるリサイ

れるものだが、デザイン橡は「このメタリッ

クル素材でカラフルな迷彩模様をしてい

クな輝きを持つ魅力的な素材を、インテリア

る「ポリモック」は、
端材の圧縮成形によっ

デザインの現場で使えないか？」と金属線を

て、ひとつとして同じ表情のものはない。

使い、産地の特徴の一つジャカード織を開発。

今回、緩衝材やビート板など幅広い用途

綿、ポリエステルなどー般的な織物素材に比

で用いられるサンペルカという材がもつ
豊富なカラーバリエーションとの組み合
わせで、
“ カラーポリモック ” が誕生した。

デザイン橡（丹後の暮らしの布）
京都
design-tochi.jp

スリッパ。

たアイテム。

oberoikamakura.com
ゾーン：KITCHEN LIFE H-45

KURAKIN
岐阜
www.kurakin.jp
ゾーン：ACCENT H-04

あらゆる表情を持たせることが可能となり、
「Harigane」が生まれた。

靴製造技術をスリッパに活用、新感覚の

バリに伝わる伝統や自然を見直してでき

インドネシア

ドを使うことで織物の柄表現が自由にでき、

ゾーン：ACCENT H-40

ゾーン：MOVEMENT E-32

ジェンガラ

べて、
金属線は伸縮性がなく硬いが、
ジャカー

1976 年にインドネシア・バリ島サヌール

靴やサンダルは、履き心地や歩き易さに

でスタートした小さな窯元「ジェンガラ」
。

こだわった商品が数多く販売されている。

ミックジャガー、ジョンレノン、英国貴族

一方、家の中でも歩くという行為はたく

ベッドフォード公爵夫妻などセレブに永年

さん行われているはずだが、スリッパな

愛さたアジア初のブティックホテル、タン

どの室内履きには、靴のような歩き易さ

ジュンサリのためにオリジナルで製造して

はあまり重要視されていない。靴やサン

いた食器や床タイルがブランドとして成

ダルの企画輸入メーカーに長年勤めてき

長。現在ではバリの高級ホテルのおもてな

た現社長が、靴製造で使用しているのと

しアイテムとして欠かせないブランドに。 （株）フロンティア
南国の高級リゾートにいるような気分を家

同じ木型を活用し、驚くほどのフィット

庭で味わえるアジアンテーブルウェア。工

大阪

程はすべてハンドメイド。ユネスコ・ハン

www.frontier-inc-web.com

ドクラフト優秀賞受賞。

ゾーン：MOVEMENT E-05

感を持つスリッパ「room’s」を生み出した。

ピーナツ加工会社から出る渋皮を色素と

交通事故の影響で皮膚疾患を起こした母

して再利用した「のこり染」
。

親がきっかけで開発した、皮膚科学に基

1956 年創業、主に織物などの染色整理

づいたシンプルで低刺激のコスメ。

加工を行う艶金化学繊維株式会社が手が

国産オーガニックコスメブランド OSAJI よ

ける布製品ブランド。取り組みのきっか

り高い基準を目指しシンプルオーガニッ

けは、ピーナツ加工会社から出る渋皮を

ク発想のコスメ、OSAJI にたどり着いた。

色素として再利用できないかという依頼

原料メーカーの安全性試験をクリアした

だった。食品をつくる過程ででる食べも

アレルギーリスクのない原料だけを採用。

の材料の「のこり」を原料とする染色な

植物原料も未精製のものは使用していな

ので「のこり染め」と命名。ピーナツに

い。半熟石けんは抗酸化作用に優れた竹

留まらず色々な食品会社を訪問し色のバ
リエーションも増やした。やわらかな自
然な色合いを特徴とした布から生まれる、
シンプルな形の暮らしの道具。

日東電化工業（株）
群馬
osaji.net
ゾーン：ACCENT H-14

炭を配合し、肌をしっとりと洗い上げる。
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ホール

出展者情報
織物産地の丁寧なものづくりを、新しい

タオルの産地が挑戦する、ファッション

形に。

アパレル。

THING FABRICS/（株）シング
東京

愛媛県今治市のタオルブランドが、アウ

愛知県一宮市、織物の産地「尾州」で活

ターとしても着用できるタオル地を２年

動するテキスタイルデザイナー小島日和

半かけて開発、アパレルライン「THING

のテキスタイルブランド。織機職人とと

FABRICS 」（ デ ザ イ ン： 藤 原 昌 浩 ／

もに、低速で織り上げる昔ながらのショ

WHITE LINE）を発表。そのほかにアメ

ンヘル織機を使って、立体的で、手織り

リカ産希少綿花 ” 超長繊維綿 ” のみを使

に近い風合いを持つ個性豊かな作品を作

い、シルクのような光沢と滑らかさを持

り出す。今回は、新作のほか、クッショ

つ「TIP TOP 365 TOWEL」、オーガニッ

ンやブランケットなどインテリアプロダ

クコットンを使用した「ORGANIC T100
TOWEL」も展開する。

terihaeru
愛知
www.terihaeru.com

thingfabrics.com

ゾーン：NEXT H/N-01

ゾーン：ACCENT H-02
世界中を旅して得たインスピレーション

Kui Co.

なハンドクラフトジュエリー。
沖縄を拠点に活動するジュエリーデ

ブランド「Kui Co.」美しい母なる自然や

ザ イ ナ ー 大 橋 侑 奈 に よ る「KIAH」 は、

エスニックモチーフを融合させ、身につ

Simple,Nuance,Clear,Natural を軸に仕立

けると都会においてもまるでヴァカンス

てる、強くおおらかなハンドクラフトジュ

にいるような心地よい風を感じるコレク

エリー。 身につけていると生じる小さ

ション。デザイナー秋山有希が世界中を

な傷、変色、ゆがみ。そこにそれぞれの

旅して得たインスピレーションによって

日々がうつしだされ、装身具は それを記

形作られたジュエリー達は、日本の職人

憶していく。経年による変化を個性とし

の手によって丁寧に仕上げられている。

KIAH
kiahjwl.com

ゾーン：JEWELRY H/J-06

ゾーン：JEWELRY H/J-07

京都の TAG STATIONERY は、オリジナ

年ぶりに出展。日本各地から、工芸を中

ルブランドから新作を発表。京都草木染

心とした多様なものづくりに携わるメー

研究所と共同開発した筆記用ボトルイン

カーが集結。注目は燕三条で大工道具を

ク「文染（ふみぞめ）
」は、友禅の染色

作り続けてきた高儀が、プロダクトデ

技術に用いられる草木などの天然染料を

ザイナーの鈴木啓太と開発した「DYK

主原料とした濃淡と奥行きのあるイン

（ダイク）
」
、かつて「大名の日用品」で

ク。さらに、きめ細やかで柔らかな鹿革

あった佐賀県鍋島焼の技術を受け継ぐ、

をボディーに用いた、手触りの良い「や

繊細な絵付けと青磁の色合いが特徴の

わらかな万年筆」も紹介する。

「KOSEN」
、
「残しておきたい紙」をコン
セプトにした佐賀県名尾の手漉き紙によ
るプロダクトブランド「PAPERVALLEY」
など、計 17 組が参加。

（株）TAG STATIONERY
京都
www.tagstationery.kyoto
ゾーン：JAPAN STYLE F-04
日本語の「ここどこ？」という名の愛ら

ら生み出されたキャンドル。

しいペーパーブランド。

昭和 9 年創業の老舗キャンドルメーカー

コペンハーゲンと東京を拠点に活動する

ペ ガ サ ス キ ャ ン ド ル（ 株 ） が、 デ ザ イ

デザイナー Cathrine Frederiksen による

ナー居山浩二とのコラボレーションによ

ブランド。カラフルで多様なデザインパ

り現代のライフスタイルに向けた新しい

ターンは、彼女が過ごすコペンハーゲン

キャンドルを提案するブランド「倉敷製

と東京という 2 つ街で感じた共通の美意

蠟」。薄さ 3mm という板ガムの様な形状

識からインスピレーションを得て描いて

の CARD CANDLE は、溶けた蝋が垂れる

いる。愛らしい動物や植物をモチーフに

ことなく完全燃焼し、家庭で気軽に使う

www.pegasuscandle.com
ゾーン：JAPAN STYLE F-27

KIAH= 美しい場所からお届けている。

中川政七商店が率いる「大日本市」が 3

蠟の材質と量と、芯の太さの完全調和か

岡山

て刻み、永い時間を共にできる物作りを、

京都生まれの、奥ゆかしき文具シリーズ。

日本全国から、産地メーカーが大集合。

倉敷製蠟

コーディネートなども手がけている。

Urban resort がコンセプトのジュエリー

www.kuicojewelry.com

ゾーン：大日本市 F-01

ルデザインのみならず、イベントの企画や

経年変化を個性として刻む、おおらかな

沖縄

www.dainipponichi.jp

次世代の中心的な存在として、テキスタイ

で生まれたジュエリー。

東京

大日本市

クトを発表する。これからの産地を担う

ことができる。その絶妙なバランスは蠟
の材質と量と、芯の太さが完全に調和す
ることで生み出された。

したカード、カラフルなパターンのラッ

Kokodoko Studio
コペンハーゲン / 東京
www.kokodoko.studio
ゾーン：NEXT H/N-03

ピングペーパーなどを展開。ブランド名
の Kokodoko は、日本語の「ここどこ？」
の意味。
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ホール

出展者情報
ポエティックに空間を照らす、オリジナ

オーストラリア発のスタイリッシュな水

ル照明。

性塗料。

永冨裕幸と奈良千寿による照明デザイン

建築家やデザイナーとともに様々ななプ

ジ タ ジ オ「NEW LIGHT POTTERY」
。専

ロダクトを開発するエンジニア＆デザ

門メーカーで培った知識と技術力、独自

イン集団、スタジオアナグラム。今回

の感性を組み合わせ、ガラスやメタル真

は、素材にフォーカスした MATERIALS

鍮などの素材の美しさを生かし、数々の

シリーズから、日本初上陸のオーストラ

オリジナル照明を手がけている。会場で

リアの老舗インテリアペイントメーカー

は、これまでに手がけた代表的な作品を

「Haymes PAINT」
（ヘイメス ペイント）
の風合いのある水性塗料を紹介する。

展示。

NEW LIGHT POTTERY

（株）スタジオアナグラム

奈良

東京

www.newlightpottery.com

www.studioanagram.com

ゾーン：HOME D-02

ゾーン：CREATIVE RESOURCE E-33
最良の「おやすみなさい」が、生まれる。

現代の暮らしに合う、北欧デザインの系譜。

1879 年創業。繊維製品を取り扱う老舗、

初出展となるインターオフィスは、デン

ブルーミング中西は、ホテルなどで使用

マークのファニチャーブランド「Muuto」

するプロユース向けリネンを手掛けてき

を発表。2006 年創立の MUUTO は、正

た。今回、ホテルリネンのコーディネー

当な北欧デザインの文脈を受け継ぎな

トブランド Nokton［ノクトン］を発表。

がら、大胆な発想と先進的な素材や技

テキスタイルデザイナー梶原加奈子氏を

術の応用で、新風を巻き起こしているブ

ディレクターに迎え、贅沢な品質で究極

ランド。この秋リリースされた、コペン

の白にこだわった「Royal」と、
オーガニッ

ハーゲンを拠点に活動するデザインデュ

ク素材を用いた表情豊かな「Forest」の 2

オ Iskos-Berlin に よ る「Fiber Lounge

インターオフィス

Chair」など新作も展開。

NOKTON/ ブルーミング中西（株）

東京

東京

www.interoffice.co.jp

www.hotel-blooming.com

ゾーン：MOVEMENT E-28

ゾーン：HOME G-56
なめらかな曲線美とシャープさを併せ持

さらなる進化を遂げる日本の家具産地から

つ新作リビング家具。

府中家具の名で知られる家具の産地、広

北海道・旭川を拠点に、
「素材」
「構造」

島県府中市を拠点に今年創業 100 周年を

「デザイン」にこだわり、自然を守りなが

迎えたマルケイ木工。公共施設や店舗な

ら長く愛される家具作りをする木製家具

どの造作家具を手がけ、多種多様な木製

メーカー「カンディハウス」
。今回は、ミ

品の設計、製造を行う。プロダクトデザ

ヒャエル・シュナイダーによる TEN シ

イナー松岡智之によるシャープで軽快な

リーズより、新作リビングモデルを発表。

スチールフレームと無垢の木を絶妙なバ

なめらかな曲線美とシャープさを併せ持

ランスで融合させた家具シリーズ dual か

つデザインで、掛け心地にこだわったソ

ら新作を発表。

マルケイ木工（株）

シリーズを紹介する。

（株）カンディハウス

ファーやアームチェアー、異素材使いが
個性的で様々な場面で活躍するテーブル

広島

北海道

www.marukei-woodworks.co.jp

www.condehouse.co.jp

ゾーン：府中家具工業協同組合 G-25

ゾーン：旭川家具工業協同組合 G-31

（株）若林佛具製作所
京都
www.wakabayashi.co.jp
ゾーン：MOVEMENT E-02

4 種などを新たにラインアップ。

現代のライフスタイルに寄り添う新しい

高知の美しい森が作るぬくもりの木製玩具

祈りの形。

高知県安芸市、山と海に挟まれた自然の

初出展となる、創業 180 年の老舗仏具メー

真ん中に工房を構える山のくじら舎。そ

カー若林佛具製作所。デザイナー清水慶

こで働く 20 名のうち、19 名が女性職人。

太を起用し、現代のライフスタイルに寄

うち半数以上が子育て中のお母さん。土

り添う新しい祈りの形を提案。全 5 作品

佐ヒノキを中心とした地場の木材のほ

からなる「KAKEHASHI」シリーズは、そ

か、切り株や間伐材といった山の恵みを

の名の通り、あらゆる事物をつなぐ架け

余すことなく活用し、女性ならではの視

橋として、大切な人、思いや文化を過去

点から、ぬくもりあるやさしい木製玩具

から未来へ橋渡しをする。宗教や宗派を

を丁寧に手作りしている。皇室ご愛用の

問わず、思い思いの方法で手を合わせ、
こころの安らきを得る、そんな場を作り
たいという思いから生まれた。

（株）山のくじら舎
高知
yamanokujira.jp
ゾーン：ACCENT H-16

商品もあり。

ホワイトボードのマグネット、書類より

贈り物にできたらという想いで生まれた

目立ってませんか。

家具のような手すり。

“ モノが成り立つ要素を整理し、新たな

いつかは必要になる、手すり。あれば便

視点で再解釈すること ” をコンセプトに

利なのは分かっていても、いかにも高齢

生まれたデザイン会社 Y のオリジナルブ

者向けというデザインや、設置工事のハー

ランド「SOGU」。“ ホワイトボードに資

ドルから、使用を躊躇する声が多かった

料を貼る ” 行為から、貼るという機能に

中、介護⽤⼿すりの開発・製造・販売を⾏っ

フォーカスしマグネットの存在感を究極

てきたマツ六株式会社が graf とのコラボ

までそぎ落とすことで生まれた『φ 4.5

レーションで生まれた、⽴ち上がり⽤据

マグネット』など。

置式⼿すり『LOHATES（ロハテス）
』
。イ
ンテリアにもこだわりのあるアクティブ

Y inc.

マツ六（株）

大阪

大阪

sogu.co.jp

www.mazroc.co.jp/lohates/

ゾーン：NEXT H/N-17

ゾーン：HOME D-30

シニアをターゲットに、⼿すりを親に贈
りたいと思うその⼦供世代を購⼊者に見
据えて企画・開発された。

アトリウム LIFESTYLE SALON 2018
アトリウムの特設ステージ LIFESTYLE SALON では、国内外から業界で活躍するクリエイターや有識者の方々を迎えスペシャルトークを開催！

11/14（Wed）

11/15（Thu）

10:30 － 11:30 / For New Ideas

11/16（Fri）

10:30 － 11:30 / For Retail Business

ナカムラケンタ氏 対談企画 1
「これからのデザイン」

10:30 － 11:30 / For Contract Business

「architects meet makers」

ナカムラケンタ氏 対談企画 2
「くるみの木の空間づくり」

第一線で活躍するプロダクトデザイナーは、いまデザインを
どう捉えているのか。デザインのこれからについて考えます。

奈良の名店「くるみの木」
。30 年以上愛され続けるお店はど
のようにして生まれたのか。
「くるみの木」が大切にする空
間づくりの視点を伝えます。

建築家とメーカーが出会い、対話を重ねる時、どのような化
学反応が起きるのだろう。
「空間から考える家具」
「建築家が
捉える素材」をテーマに、新しい創造の可能性を提案。

・柴田文江 氏

・石村由起子 氏

・芦沢啓治 氏
・鈴野浩一 氏

・ナカムラケンタ 氏 （株）シゴトヒト 代表取締役

・ナカムラケンタ 氏 （株）シゴトヒト 代表取締役

・今村玲子 氏

プロダクトデザイナー / Design Studio S 代表

くるみの木 主宰・空間コーディネーター

12:15 － 13:15 / For New Ideas

12:15 － 13:15 / For New Ideas

「Making everyday objects special」
ドイツ・アンビエンテで企画展示のキュレーターを務める英
国人インダストリアルデザイナー、セバスチャン・バーン氏。
日常のアイテムを特別なものにすることで知られるバーン氏
が、一番大切にしているデザインの本質について話します。

・セバスチャン・バーン氏

ドイツ・アンビエンテで企画展示のキュレーターを務める英
国人インダストリアルデザイナー、セバスチャン・バーン氏。
日常のアイテムを特別なものにすることで知られるバーン氏
が、一番大切にしているデザインの本質について話します。

14:00 － 15:15 / For Retail Business

「THE CONRAN SHOP の店づくり」
シーズンテーマの決め方、商品の選び方、店頭での表現の
仕方について秋冬のテーマ、“FORM AND FUNCTION” を
実例として話します。

・滝沢時雄 氏（株）コンランショップ・ジャパン

商品本部 MD 企画 統括マネージャー

［ファシリテーター］

・山下紫陽 氏

ライター・編集者

14:45 － IFFT/ インテリア ライフスタイル リビングアワード

＊同時通訳付き
14:00 － 15:00 / For Retail Business

「BEAMS fennica と民芸
─ fennica の眼と旅の歩み─」

この秋ローンチした「SUMIDA CONTEMPORARY」
。ディレクター、デ
ザイナー、
メーカーの3 者の視点から考える、
ものづくりの未来とは？

・ダヴィッド・グレットリ 氏
Glaettli Design Direction Ltd. 代表

・テリー・エリス 氏 / 北村恵子 氏

［ファシリテーター］

kumano 代表

昌栄工業（株）代表取締役
[ ファシリテーター］
・松渕彩子 氏 （株）アクシス エディター
14:00 － 15:00/ For Retail Business

フィンランドと日本
文化やデザインの共通項

BEAMS fennica のバイヤーであるテリー・エリス氏と北村
恵子氏が、これまで注目してきた各地の民芸や手仕事につ
いて、民芸運動を主導した一人である濱田庄司氏を祖父に
持つ濱田琢司氏を交えた鼎談形式で紹介します。

・濱田琢司 氏

「コンテンポラリーデザインで切り開く、
地域のものづくりの未来」

・熊野 亘 氏
・昌林賢一 氏

インダストリアルデザイナー

＊同時通訳付き

アート・デザインライター

12:15 － 13:15 / For New Ideas

「Making everyday objects special」

・セバスチャン・バーン氏

インダストリアルデザイナー

建築家

（株）トラフ建築設計事務所
[ ファシリテーター］

BEAMS

南山大学 人文学部 教授

フィンランドの著名デザイナーであるハッリ・コスキネ
ン氏がディレクションを務めた、無印良品 “Found MUJI
Suomi Finland” の取組みを事例に、日本とフィンランドの
共通の文化やデザインのポイント、今後の展望について話
します。

・ハッリ・コスキネン 氏
・矢野直子 氏

デザイナー

（株）良品計画 生活雑貨部企画デザイン室 室長

THE CONRAN SHOP が選ぶ Best Buyer's Choice にもご注目
16:00 － 17:00 / For New Ideas

「おでかけクリエイティブナイト」
エイトブランディングデザインの西澤明洋氏が聞き手となり、
様々なクリエイティブの秘訣を探るトークセミナー「クリエ
イティブナイト」が特別出張。今回は「Soup Stock Tokyo」
などを運営する（株）スマイルズの秘訣に迫ります。

16:00 － 17:00 / For Contract Business

15:30 － 16:30 / For Contract Business

ナカムラケンタ氏 対談企画 3
「オフィスの未来を考える」

「空間における灯りの重要性」

これからのオフィス空間はどうあるべきか。多様化するはた
らき方とともにオフィスデザインの未来について考えます。

空間デザイナーとライティングデザイナーがこれまで手がけ
た協業プロジェクトの事例を元に、空間と灯りのさらなる可
能性を伝えます。

・遠山正道 氏

・寺田尚樹 氏

・永冨裕幸 氏

・西澤明洋 氏

・ナカムラケンタ 氏（株）シゴトヒト 代表取締役

・柳原照弘 氏

（株）スマイルズ 代表取締役社長
（株）エイトブランディングデザイン 代表

（株）インターオフィス 代表取締役社長 建築家・デザイナー

NEW LIGHT POTTERY・ライティングデザイナー
TERUHIRO YANAGIHARA / STUDIO・デザイナー
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CREATIVE RESOURCE 特別展示企画「architects meet makers」

（D-38）

アーキテクトがメーカーと出会い、ともに商品開発をしていくこと、あるいは、
まったくあたらしい領域に踏み出していくこと、あたらしいビジネスのながれ
をつくること、あたらしい価値観をつくっていくこと、そんなあたらしい創造
のカタチを特別展示とトークショーで提案します。
参加メーカー：

カリモク家具（株）

		

三和化工（株）

		

Sørensen Leather A/S

		

パナソニック（株）

アーキテクト：

（株）芦沢啓治建築設計事務所

		

（株）トラフ建築設計事務所

		

NORM ARCHITECTS

AWARD
「IFFT/ インテリア ライフスタイル リビング」が企画する 2 つのアワード。様々なチャンスが広がるアワードにもぜひご注目ください。
11 月 14 日（水）14:45~LIFESTYLE SALONE ステージにて授賞式を開催します。

Best Buyer's Choice 2018
小売業、卸売業界で名バイヤーとして活躍する人物を招き審査を行い、会場でマストバイと思
われる、
これから売れ筋になりそうな商材を選定。
今後のバイイングの指標ともなるアワード。
審査員：滝沢 時雄 氏（（株）コンランショップ・ジャパン 商品本部 MD 企画 統括マネージャー）

Young Designer Award
若手支援ゾーン「NEXT」
「TALENTS」から選定され、未来のインテリア・デザイン業界を担うデザイナーに贈
られます。受賞者はドイツ・フランクフルトで翌年 2 月に開催される、世界最大級の国際消費財見本市『アン
ビエンテ』へご招待。約 14 万人の来場者に対して自身の活動や作品をアピールするチャンスの場が広がります。

審査員：ニコレット・ナウマン（Messe Frankfurt GmbH アンビエンテブランド総責任者）

IFFT/ インテリア ライフスタイル リビング 2018 開催概要

Outline

会期

2018 年 11 月 14 日（水）- 16 日（金）

会場

東京ビッグサイト 西 1・2 ホール＋アトリウム

時間

10:00 - 18:00（最終日は 17:00 まで）

主催 （一社）日本家具産業振興会
メッセフランクフルト ジャパン（株）
入場料：2,000 円（招待状持参者および Web 来場事前登録者は無料）
※アトリウム内入場無料
http://www.ifft-interiorlifestyleliving.com/2018/lp/

PRESS CONTACT

メッセフランクフルト ジャパン（株）

デイリープレス

プレス担当

担当：川村美帆 / 竹形尚子

柏木克哉 / 加来 奈々子

東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F Tel. 03-3262-8453

東京都目黒区青葉台 3-5-33 tel. 03-6416-3201

Press@japan.messefrankfurt.com

info@dailypress.org

www.jp.messefrankfurt.com

