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フレキシブルなカタチで、風景に親しむ

オープンエア・ファニチャーブランド「highcollar」誕生！
何気ない空間が、大切な居場所に変わるとき。
広場や公園はもちろん、施設内のパブリックスペースや店先や街角にも、自然に人々が集まり、思い思いの時を過ごしている
場所があります。何気なく立ち寄り、気ままに過ごしている空間が、いつの間にか自分にとって大切な居場所になる。そんな
環境づくりをサポートするファニチャーブランド「highcollar（ハイカラー）」が、この春誕生します。
人の心を惹き寄せるフォルム。居心地と機能性を兼ね備えるデザイン。安全で頑丈なつくり。多くの人に愛されること願い、
場つなぎ的ではなく、もっと積極的に利用を促し自由な感覚で集い、語らい、屋外に親しむ時間をつくるには。そんなことを
考えながら、スチールの総合企業である井口産業株式会社が、素材の特性と構造や技術を丁寧読み解き、デザインを通して未来
を考えるデザインスタジオ、ドリルデザインとタッグを組み、新しいオープンエア・ファニチャーを完成させました。
この度、「highcollar」のブランドローンチとプロダクトのお披露目をかねて２０２１年 4 月 1 日（木）〜 6 日（火）の期間、
東京・青山の Gallery5610 と施設の屋外スペースを会場にエキシビションを開催します。ぜひこの機会に、highcollar の家具と
ともに屋外に親しむ時間をお楽しみください。

highcollar exhibition

会期： 2021 年 4 月 1 日（木）- 6 日（火） 11:00-18:00
会場：Gallery 5610 東京都港区南青山 5-6-10 5610 番館
プレスプレビュー：2021 年 4 月 1 日（木） 11:00-17:00

Tel : 03-3407-5610
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SCENE
風景に親しむオープンエア・ファニチャー。
ソロキャンプ人口が増える一方で、グランピングのクオリティ
も一層向上するなど、アウトドアの過ごし方は実に多種多様
に変化しています。また、街中でも、カフェやレストランの
店先のテラス席やコーヒースタンドでもエントランス脇に
ベンチを構えるなど、オープンスペースのニーズは以前にも
増しています。highcollar は緩やかにオンとオフの切り替えを
演出し、多様なシーンに対応。自分らしい時間を堪能できる
ようなしつらえを考えました。

DESIGN
使い勝手を優先するフレキシブルなかたち。
誰でも気軽に腰を下ろして、さっと使えるように、highcollar
はフレンドリーな表情とアクセスの良さにフォーカスした
デザインを展開。カンチレバーで中央から天板を支えることで、
テーブル下の空間にたっぷりと余白を取り、足元を気にせずに
安心して座ることができます。また、複数台を組み合わせて
多様なレイアウトが楽しめるように、多数のバリエーション
を展開。狭小空間でも活用できるコンパクトなサイズも取

MATERIAL
素材の特性を存分に活かした高い実用性。
公共の場で使われるアウドドアファニチャーには、高い安全
性と堅牢性が求められます。鉄鋼を取り扱って創業 1946 年
の歴史を持つ井口産業株式会社が、構造体としての強度を
さらに高める曲げ加工や溶接を行うなど、高いノウハウと
技術を highcollar に集約。また、屋外での長時間利用を考え、
可能なかぎり向上させました。
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PRODUCTS
highcollar のプロダクトは「POOL」
「TERRACE」
「CASCADE」の３つシリーズからスタートします。スペースや用途に応じて、

POOL（プール）
ゆったりとした座り心地のベンチ＆テーブル。
安全面にも配慮した丸みを帯びた一筆書きのようなフレームラインが特徴的な POOL。
ベンチとテーブルを組み合わせで、大きな広場や商業施設、バルコニーなどに並べて設置
できます。
POOL ベンチ
W1241 × D537 × H781 × SH458mm 180,000 円（MP仕様 ※）
・200,000 円（RW 仕様

※）

POOL 4P テーブル
W1241 × D1807 × H772 × SH458mm 430,000 円（MP仕様 ※）
・490,000 円（RW 仕様

※）

POOL 8P テーブル
W2740 × D1807 × H772 × SH458mm 840,000 円（MP仕様 ※）
・950,000 円（RW 仕様

※）

TERRACE（テラス）
建物に寄り添うストレートライン。
部屋の縁やコーナーにぴったりと収まるように、直線的なラインで構成した TERRACE。
小規模な飲食店やカフェはもちろん、通路に横列して置くのにも適しています。座面は
多方向からアクセス可能なので、ユーザーが自由な向きで座ることができます。
TERARCE ２P テーブル
W1372 × D460 × H760 × SH460mm 180,000 円（MP仕様 ※）
・200,000 円（RW 仕様 ※）

TERARCE ２P テーブル ワイド
W1666 × D460 × H760 × SH460mm 200,000 円（MP仕様※）
・230,000 円（RW 仕様

※）

TERARCE 4P テーブル
W1467 × D1372 × H760 × SH460mm 360,000 円（MP仕様※）
・410,000 円（RW 仕様

※）

TERARCE 4P テーブル ワイド
W1467 × D1666 × H760 × SH460mm 410,000 円（MP仕様※）
・470,000 円（RW 仕様

※）

CASCADE（カスケード）
狭小空間を、くつろぎのスペースに。
2 枚の板材をコンパスのように開閉可能な、テーブル＆ベンチ。開く角度に応じて、多様
な使い分けることができるので、コーヒースタンドやバーの店先、バルコニーなど、制限
のあるスペースをカフェエリアに展開できるほか、グリーンやオブジェを飾るための
スタンドとしても活用できます。

CASCADE ベンチ
W1387 × D360 × H500 × SH500mm 70,000 円（MP仕様※）
・80,000 円（RW 仕様

※）

CASCADE ベンチ＆テーブル
W1567 × D360 × H850 × SH500mm 140,000 円（MP仕様※）
・150,000 円（RW 仕様

※ MP仕様＝ Modiﬁed Pine Wood 仕様 RW 仕様 = Resin Wood 仕様

※）

※全て税込参考価格

press release 2021.03

EVENT OUTLINE

highcollar exhibition
□会期： 2021 年 4 月 1 日（木）- 6 日（火） 11:00-18:00
□プレスプレビュー： 4 月 1 日（木） 11:00 - 18:00
＊プレビュー当日はデザインを手がけたドリルデザインも在廊予定です。

□会場： Gallery 5610 東京都港区南青山 5-6-10 5610 番館
Tel : 03-3407-5610 https://www.deska.jp

新型コロナウィルスへの対応 :
- ご来場の際には、必ずマスクの着用と、会場入口のアルコール除菌剤をご使用ください。
- スタッフはマスクを着用しご案内させていただきます。
- 熱や咳の症状がある方のご入場は、ご遠慮いただく場合がございます。
- お客様の来場が集中した場合には、外でお待ちいただく場合がございます

PROFILE
Designer
ドリルデザイン | DRILL DESIGN
林裕輔と安西葉子によるデザインユニット。素材の特性や技術革新を丁寧に読み解きながら、タイムレスで心に響くデザインを導き出す。
Canon、MUJI、Camper、Mercedes Benz などの企業と協業するほか、Red Dot Design Award、Good Design Special Award、Wallpaper* Design
Award といったデザイン賞を多数受賞する。http://www.drill-design.com

Manufacture
井口産業株式会社 IGUCHI STEEL & CO. LTD,
鋼材の流通、加工を専門に行う。2007 年立体製作所事業部を設立。エグジットメタルワークサプライの生産を担当するほか、店舗の什器、建具、
テーマパークの意匠製作といった特注品を手がける。鋼材の特性を把握し、的確な加工、仕上げを行うと高い評価を受けている。

highcollar URL
https://highcollar.tokyo/

CONTACT
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。
PRESS CONTACT

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

