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FUTURE LIFE FACTORY by Panasonic Design × NewStore by TOKYU HANDS

DIG UP! TALK & EXHIBITION 『あなたと考えるプロトタイプ展 』
会期：2021 年 3 月 12 日（金）〜 25 日（木）
会場：NewStore by TOKYU HANDS
パナソニック株式会社 FUTURE LIFE FACTORY は、2021 年 3 月 12 日（金）～ 25 日（木）
、NewStore by TOKYU HANDS（東
京都中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座 7 階）にて、近年取り組んでいるプロジェクトから生まれたプロトタイプを一堂に会して
展示する「DIG UP! あなたと考えるプロトタイプ展」を開催いたします。
FUTURE LIFE FACTORY では、今の「新しい生活様式」の先にあるこれからの豊かさを見出すため、いまこそ、人間本来の力
を取り戻し、より人間らしい生き方を見出したいという考えのもと、2020 年度のテーマを『DIG UP（発掘）
』と掲げ、社会課
題を起点とする４つのプロジェクトを始動しました。2020 年 10 月からは半年にわたり、NewStore by TOKYU HANDS とコラ
ボレーションし、プロトタイピングで未来を構想するオンライントークイベント「DIG UP! TALK & EXHIBITION 発掘 - 未来を
構想するプロトタイピング 」を開催しています。
本展示はそれぞれのプロジェクトのプロトタイプを展示し、オープンに対話する機会を設けることで、各テーマの深考を図りま
す。誰も予想していなかった 2020 ～ 2021 年、
「未来の豊かさを問い、具現化するデザインスタジオ」FUTURE LIFE FACTORY
は、何を思考し模索してきたのか、そのプロセスを皆さんと分かち合い、未来を見据えた対話ができることを期待しています。
尚、会期中には FUTURE LIFE FACTORY のプロジェクトから、「D ＋ IO」「Your Normal」のオンラインワークショップを開催
します。互いに「手」をシンボルマークとし、人間の創造力の復権にフォーカスする「FUTURE LIFE FACTORY」と「NewStore
by TOKYU HANDS」
。想像する楽しさ、手を動しながら創造していく喜びを、ゲストや参加者と分かちあいながら、これから
の社会を変えるアイデアやヒントを探していきたいと思います。

プレスプレビュー：3 月 12 日（金）11:00 - 18:00

Exhibition Concept
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想像より早く来てしまった未来。
私たち人間は今までにないスピードで
これからの生き方やくらし方の模索をはじめています。
FUTURE LIFE FACTORY は考えます。
こんな大きな変化のタイミングだからこそ、
もっといろいろな可能性を試したい。
過去、現在、未来、
パナソニックという領域を越えて。
今の「新しい生活様式」の先にある、
「これからの幸せ」や「これからの豊かさ」を見出すために。
自分たちの手で掘り起こし、
プロトタイピングしたテーマをご覧ください。

Projects
『D + I O』

“ 大切な誰かへ届けたいみんなのモノづくり ”

D+IO（ドゥーイングアイオー）は、
大切な誰かに届けたいみんなのモノづくりを応援する活動。
市販の電子部品や身の回りにある素材で作れる「誰かに贈りたい」プロダクトの作り方を Web
で公開、ユーザー間でソースコードをカスタマイズしたりアップデートを提案し合うことも可
能とし、
自らの手で、
暮らしや身の回りの環境を豊かにできる「self updatable」な社会を目指す。
https://panasonic.co.jp/design/flf/works/doing_io/

『S e c o n d N a t u r e』 “ 自然と暮らす ”
今日のデザインは人間の効率性や暮らしやすさを優先する、高度に制御された環境やライフスタ
イルを生み出した。その結果私たちは環境破壊を助長し、自然環境からも分断され、生物多様性
にも悪影響を及ぼしてきた。Second Nature では、なぜ私たちが環境デザインへのアプローチを見
直さなければならないか、またなぜ自然とつながる方法について考え直す必要があるのかを問う。
https://panasonic.co.jp/design/flf/works/secondnature/

『3 rd T I M E』

" 時間軸を自分軸にかえる「はたらいきかた」改革 "

どんな色にも、形にもなれる、わたしの時間。
人それぞれの「自分らしい時間の使い方」を再発見するプロジェクト。
「暮らす」
「働く」「それ
以外の時間＝ 3rd TIME」が混ざり合うようになった現代。そんな時代の波を乗りこなす、これ
からの新しい働き方とは？
https://panasonic.co.jp/design/flf/works/3rdtime/

「YOUR NORMAL」 “ このモヤモヤどうする？じぶんらしい個「性」をはぐくむ ”
「普通」ー誰がそれを決めるのか。選択が自由になってきた今こそ、
自分らしさと向き合いたい。
そのためにまず知ろう、一人ひとり異なる「生」と「性」を。
人生のステップごとに出会う個 “ 性 ” を取り巻く課題に対し、ポジティブに自分らしさを肯定
できるきっかけとして４つの提案を展示します。

Event Outline
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■ EXHIBITION
『DIG UP! あなたと考えるプロトタイプ展』
□会期：2021 年 3 月 12 日（金）～ 25 日（木）
□時間：11:00 ～ 20:00 ＊入場終了は 30 分前とさせていただきます。
□会場：NewStore by TOKYU HANDS
東京都中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座 7 階
□入場：無料
□プレスプレビュー：3 月 12 日（金）11:00 〜 18:00
＊プレビュー当日は、会場にて FLF のメンバーより各プロジェクトについての
ご説明をさせていただきます。
＊ご参加の際はプレス担当（mihokawamura@dailypress.org）までご一報ください。
会場イメージ ▶︎
FUTURE LIFE FACTORY の４つのプロジェクトの近年取り組んで制作したプロトタイプを
一同に展示、そのプロセスとあわせてご紹介していきます。

■ WORKSHOP

Vol.1 『D ＋ IO』×トラフ建築設計事務所
『CO2 換気アラートデバイス制作ワークショップ』
概要：D+IO Product #1 の「CO2 換気アラートデバイス」を、トラフ建築設計事務所の鈴野浩一さん・
禿真哉さん、本プロジェクトリーダーであるエンジニアの川島大地（FUTURE LIFE FACTORY）が講師
となり、オンライン上で参加者の方々と会話しながら一緒に手を動かしてつくります。
＊詳細については、FLF「D ＋ IO」のサイトをご確認ください。
□日時：2021 年 3 月 20 日（土）10:30 ～ 12:00
□講師：鈴野浩一、禿真哉（トラフ建築設計事務所）
、川島大地（FUTURE LIFE FACTORY）
□対象：初心者可

□募集人数：20 人（先着順）

□参加費：無料

□材料：デバイス支給・その他素材はご準備ください。

□主催：FUTURE LIFE FACTORY/ 東急ハンズ
□協力： スイッチサイエンス（https://www.switch-science.com/info/about/）
□申込み：後日右記イベントページにてご案内します。
（https://panasonic.co.jp/design/flf/events/）
■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。 http://www.torafu.

com/

Vol.2 『Your Normal』×命育

幼児向け性教育絵本ワークショップ

WS の概要：幼少期から日常的な出来事として性の話題も自然に話せるように、
保護者やきょうだい、友人と一緒に学びながら遊べる絵本を使った WS。
絵本の遊び方や性に関する日頃の疑問などを、着せ替えのお洋服を工作しながらお話しする会。
□日時：2021 年 3 月 21 日（日）10:30 ～ 12:00
□講師：白鳥真衣子、東江麻祐（FUTURE LIFE FACTORY）/ 命育
□対象：2 ～ 8 歳のお子様と保護者の方
□募集人数：8 組（保護者とお子様セットで１組・お子様は複数人でも可ですが本は一冊です）
□参加費（材料費）：¥3500（税込）｜＊絵本代・送料込みも含まれます。
□主催：FUTURE LIFE FACTORY/ 東急ハンズ / SPBS

□協力：命育

□申込み：SPBS Peatix にてご案内します。（2 月中公開予定：https://spbslab.peatix.com/）
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■ DIG UP! TALK EVENT
昨年 10 月より半年に渡り毎月１回、各プロジェクトのテーマにまつわるゲストを迎え、オンライントークイベントを開催しています。

DIG UP! TALK vol.4 | 3rd TIME プロジェクト
「マイクロワーケーション 時間軸を自分軸にかえる『はたらいきかた』改革」|
□日時： 2021 年 2 月 17 日（水）

17:00-18:30

□登壇者：ナカムラケンタ氏（日本仕事百貨・代表）
、山野理司氏（東急リゾーツ＆ステイ）
大嶋佑典（FUTURE LIFE FACTORY）
□お申込：事前申込は不要です。こちらよりご覧ください。https://youtu.be/2DO1g22A7Jg
昨年から続くコロナ禍によって、大きく様変わりした私たちの働き方。今年再発令された緊急事態
宣言では、テレワークによって出勤者 7 割減が目標として掲げられるなど、さらなる職住一体化が
進んでいます。そんな時代の新しい働き方として、FLF が提案するのが「マイクロワーケーション」
。
わざわざ遠くに出かけるのではなく、自宅の近所で居心地のいい場所を探し、街の魅力を再発見しな
がら働く、身近なワーケーションです。ゲストは、“ 生きるように働く人の求人サイト ” 日本仕事百貨
の代表・ナカムラケンタさんと、東急リゾーツ＆ステイで新規事業や DX の推進を担当する山野理司
さん。人それぞれが自分らしい「はたらいきかた」
（働きながらイキイキと活きる）を実現するための
アイデアや社会課題について、お二人と一緒に考えていきます。

DIG UP! TALK vol.5 | Your Normal プロジェクト
「“ このモヤモヤどうする？じぶんらしい個「性」をはぐくむ ”」
□日時：2021 年 3 月 7 日（日） 20:00-21:30（＊緊急事態宣言が延長の場合は 18:00-19:30 に変更予定）
□登壇者：白鳥真衣子、東江麻祐（パナソニック・FUTURE LIFE FACTORY）
□ファシリテーション：柴田隆寛（編集者）
□お申込：事前申込が必要です。
申し込みページ SPBS Peatix にて（2 月中公開予定：https://spbslab.peatix.com/）
企業、教育機関、地域、家庭……多くのフィールドで多様な働き方、生き方が増えている昨今、一人ひ
とりが自分らしくいられる社会の実現に向け、FLF が提案するのは「Your Nomal」＝「じぶんらしい個
“ 性 ”」の選択肢を増やすこと。ジェンダーロールやからだと心の関係性、コミュニケーションの方法や
自分自身のこと、相手との違いを知ることは、本来生きていく上で必要な知識。ですがまだまだ触れる
べきではない個人の問題と捉えられることも少なくなく、公に話し合える場も多くありません。第 5 回
目のトークでは、“ ダイバーシティ ” を街のコンセプトに掲げる渋谷に拠点を置き、老若男女、幅広い
層に支持される書店・SPBS もコラボレート。日々、“ モヤモヤ ” っと感じる違和感を募集し、FUTURE

About

LIFE FACTORY の白鳥真衣子、東江麻祐と共に、編集者の柴田隆寛さんを交えて広義な “ 性 ” に考えます。

FUTURE LIFE FACTORY
FUTURE LIFE FACTORY は、「これからの豊かなくらしとは何か」を問い直し、具現化していく
パナソニックのデザインスタジオです。ユーザーの課題解決や、テクノロジーを中心に置いた従
来の商品開発だけでなく、未来洞察を基にした、人々の価値観の変化や社会課題を起点としたク
リエイションが大きな特徴です。従来の常識にとらわれない発想で、新規事業の種や未来のくら
しのビジョンを世に問いかけています。

https://panasonic.co.jp/design/flf/

NewStore by TOKYU HANDS
NewStore by TOKYU HANDS は、
「新しいモノの売り方とコミュニケーションを考える実験型店舗」
と位置づけ、東急ハンズの新しいチャレンジを実証する場として 2020 年 7 月オープンしました。
ここでは、自身の矜恃、モノへの想いや未来のお店について語り合うオンラインメディア
「NewStoreStudio」の配信や、手やモノを通して生み出される “ コト ” を体感してもらう展示を展
開しています。 今回のイベントは NewStore by TOKYU HANDS の運営する、NewStoreStudio（東
急ハンズ公式 YouTube アカウント）から配信予定です。
本件に関するご質問、取材に関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。
□ GENERAL CONTACT

パナソニック株式会社 デザイン本部 FUTURE LIFE FACTORY

□ PRESS CONTACT

daily press 川村 美帆 | 03-6416-3201 ｜ 090-4063-3081 mihokawamura@dialypress.org

futurelifefactory@gg.jp.panasonic.com

