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誰もが小学校時代に育てた記憶のある朝顔。

鮮やかな赤・青。紫は真夏の太陽とともに

子ども時代の楽しい夏を思い出させます。

年々厳しさの増す夏ですが、のりきり方は工夫次第。

日本の風物を生活に取り込んでみたり、

インテリアの色や素材で涼しさを取り入れてみたり。

あなたの夏を再び楽しい季節に変えるヒント、

東京デザインセンタニで見つけてください。

「JCDデザインアワード2012」 公開審査

ルミナベッラ東京 シヨニルーム オープン

カーテン館 ショニルニム オ■プン

「G…CaH Club」 サロンオニプン

シ当ップ&ショールーム最新情報

東京デザインセンター・インフオメーション
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快適な夏のライフスタイルをご提案します。旬が言

新ショールームがオープン !

4Fルミナベッラ 東京
LUMINABELLAと は、イタリア語で「光」を意味する“Lumina"と「美しい」

を意味する“Bella"に より生まれました。光とは明るく照らすだけではなく人の

心をも温かく、美しく照らすものと私共は考えます。その「光」にイタリア・スペ

インを中心とした、ヨーロッパの上質なデザインが融合し、ここでしか出会えな

い、照明器具をご提案いたします。LUMBttBELLAが扱う照明器具には

「ストーリーJがあります。全ての作品に名前がついているのもその由縁で

す。世界中の若手から有名デザイナーまで幅広く起用し、常に斬新な素材

やデザインで独自の世界観を見出している「FOSCARINIJ社 、陰影にこだ

わり“光の芸術家 "と 称されている「Catellani&Sm■ h」 社、ヴェネチア・ムラ

ノ島で、職 人 により今 もなお伝 統 的 な技 術・製 法 を守 り続 けている

「DEMAJOJ社 など、数々のブランドを扱っています。日本の総代理店として

唯一取り扱う商品が多いのもLUMINABELLAの 特徴です。

5Fカーテン館
オーダーメイドカーテン・ブラインド・ロールスクリーンなど、国内メーカー各社を中

心に、様々な窓周り製品を取り揃えた「ウインドウデコレーションJの 専門店が

オープンいたしました。当店ではカーテンをはじめ、バーチカルブラインド・プリー

ツスクリーン・木製ブラインド・ロールスクリーンなど、メーカー各社の人気のアイテ

ムを取り揃え、実際に日で見て触れて、体感していただけます。毎日を共に暮らし

生活を彩るものだからこそ、お気に入りの一点を見つけてほしい。また使い易さ

やコストなど、実用面にも配慮したアドバイスで、快適でハイセンスな住まい作り

のお手伝いをさせていただきます。6月 17日 (日 )ま で、オープン記念特別セールも

開催中です。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

Te1 03-6277-1147

営業時間 10:00～ 18:00

定休日 水曜
万等場

｀
)

Te1 03-5793-5931

営業時間 10:00～ 18:00

定休 日 日曜・祝日
‐ 珈 騨 め

注目N ttWアイテム「Boa」

DEMA」0社 (イ タリア)の新作、丸いおはじきのようなキュートなベンダントライト。小振り

ながら、セード内側の反射板によりしっかりと明るく、下面のガラスカバーによりまぶしさ

は抑えられるという、計算されたデザインが魅力的。(右 写真)

カラー white/black/brown/grey 価格 57,750円 (税込)

3Fフォアベ ル ク

SCALtt LIVING(ス ケールリビング)

コントラクト向け変形タイルカーペットコレクション

「SCALEJに 続き、レジデンシャル向けの変形タイ

ルカーペット「SCALE LIVINGJが発表されまし

た。特殊なバッキングにより、接着剤を使用せずに

床に敷き詰められる変形タイルカーペットは、シル

クのような素材のタイルカーペット、レザー、メタル

の異なるマテリアルで、オリジナリテイあふれる床を

演出します。シェイプは、CUT、 MESH S、 BLOOM
の3パターン。カットパイル全 8色、レザー、メタル。

Te1 03-3446-9405

4Fセンベラ
sembella東 京ショールーム限定
ベッドフレーム「Blanche(ブ ランシュ)」

新作ベッドフレニム「ブランシュ」は、お客様からの

ご要望をもとにショールームスタッフが開発しまし

た。通常のベッドフレームより脚を長くしてベッド下

の空間を広くしつつ、ヘッドレス&コ ンパクトに仕上

げています。材に美しい杢目のカーリーメープルと

ホワイトのメラミン材を使用し、日本一の家具産地

福岡県大川市で生産しています。

サイズ [S]W1020× D1996× H370m m

[SD]W1220× D1996× H370mm
[D]W1420× D1996× H370m m

(床高 370/床下 200mm)

6Fフレデリシア・ファニチャー

ボーエ。モーエンセン「J49」 の復刻

1944年 、ボーエ・モーエンセンがコペンハーゲンの

生活協同組合の為にデザインした」49チェア。今回

フレデリシア社より復刻することとなりました。この

椅子は「手ごろな価格で良いデザインをJというモー

エンセンの哲学に基づいて作られました。広く一般

に受け入れられることを目指しデザインされた」49は 、

コンパクトながら美しいバランスを実現したまさに

モーエンセンらしさを凝縮したスティックチェアですc

ビーチ、ブラック、ホワイト全てショールームにてご覧

いただけます。ぜひこの座り心地をお試しください。

価格 25,200円 (税込)～

Te1 03-5789-2897



雪まった充実のサマー 0イ ンフォメーション。

ショップ&ショールーム最新情報

2F l写 りII

FABER(フ ァベ ール )社「 F¨LIGH丁」

イタリアではレンジフードのトップブランドであり、

世界的にも著名なFABER社 の「F LIGHT」 を

展示いたします。「F LIGHT」 はDFC(Double
Filtra● on Circulator)シ ステム付照明で、2010年

のEuroCucina(サ ローネ国際キッチン見本市)で

初めて披露されて以来、イタリアを始めヨーロッパ

で爆発的な人気を誇る商品です。今回展示するの

は「LUXIAJ。 小さなスクエア型のガラスと輝きに

満ちた透明ラインストーンが、見事に均一に幾重に

も重なり合ったシャンデリアカバーです。ぜひショー

ルームにてご覧ください。

LUXIA(ル キア)

価格 895,650円 (税込)

仕様 ラインストーン、ガラス

「ワインパーティー」のご案内

ワインとインテリアのマリアージュを目的に、定期

的にワイン会を開催 しています。参加 された方 に

はワイングッズが割引価 格 で購 入できる特 典 も !

ぜひお気軽にご参加ください。

*毎月の詳しい日程は、HP(www kaguawa ip)よ り

News!をご確認ください。

Te1 03‐ 6450‐ 3026

4F東リ
「リフォームコーナー」はじめました

リフォームに適した床羽・壁紙の施エサンプルを

ご覧いただけるコーナーを設置いたしました。ぜひ

お立ち寄りください。

「バスナ」浴室床を簡単きれいに/「ステップアップ」

住宅用階段を明るく美しく安仝に/「ファブリックフ回ア

スマイフィール」住宅用タイルカーベットで自由にアレン

ジ/「住まいの壁紙100選」汚れ防止が充実し、セルフ

コーディネートもラクラク/「 レイフローリング」重ね貼り

ができ、お手入れが簡単

4Fクリエーション バ ウマン

遮熱ファブリック「Silver collection」と
遮熱バーチカルブラインド「Reflect N Plus」

今年も節電の夏。冷房費を節約しながら、暑さをし

のぎ、心地よく美しい部屋で過ごす。そんな空間を

実現できるのが、クリエーションバウマンの「Silver

Collec■ on」 と「Renect N PlusJで す。遮熱カーテン

の多くはスティールコーティングであるのに対し、

「SIver c011ectionJは、より効果の高いアルミ蒸着

で、約70～ 90%の 熱とUVを 防ぎます。また、遮光カー

テン=遮熱カーテンと誤解されている方も多くいらっ

しゃいますが、遮熱ファブリック「Siver cOllectionJ

の方が遮光カーテンよりも熱を防ぎます。しかも光を

通すので、部屋の明るさを保ち快適空間をつくり

ますc透 け感の違う6ア イテム全50色 展 開です。

これまで幾度となく寄せられてきた「遮熱のバーチ

カルブラインドはないのですか。」のお声にもお応

えできるようになりました。967%以 上の熱とUVを
カットする「Reflect N Plus」 は、ベーシックな白、

グレー、ベージュの3色展開です。

www creationbaumann ip

Te1 03-5423-5036

6月 26日 、量産壁紙「VS 2012-2014」 発売 !

全点防カビ機能を備え、施工性に優れている商

品が揃いました.新 築からリフォームまでお使い

いただけます。

夏体 み親子ワークショップ

「ケナフで紙すき」体験教室

今年で15回 目となる恒例のワークショップ。人と

環境にやさしい植物「ケナフJを 使って“紙すき"

をします。夏休みの一日、親子揃って楽しい時間

を過ごしてみませんか。

日時 7月 28日 (土 )14:00～ 16:00

材料費 親子1組500円 定員 20名 (先着順)

お問い合わせ。お申し込み

Te1 03-5421-3711(担 当石原/菊地)

lF日進木工
NttW ITEMデ スクユ ニットのご紹介

デスクの天板は無垢のナラ材。チェスト背面には

スペースを設け、コードやモデムなどの機器の収納

にも配慮した、奥行400mmの シンプルなフォルム

です。ブックシェルフはふたつのタワーのFH7を 棚板

で橋渡ししたスタイル。収納はもちろん、飾棚とし

ても使用できるスリムで機能的なデザインです。

Te1 03-3448-8771

2Fネオ・デザイン
EMM匡 丁丁(エメット)

空間や使い方に合わせてカスタマイズできるソファ。

片 llソ ファはユニットサイズを20cm刻 みでお選

びいただけます。アーム幅を薄く座面を広くし、

ゆったりとした座り心地を実現。軽やかな木製脚

のフローテイングスタイルです。やわらかでしっとりと

したイタリアンレザーを使用しています。

リビングチェア2点セット 653,100円 (税込)

組み合わせサイズ W2310× D1600× H830(SH430)mm
Te1 03-3444-2115

5Fコーラーギャラリー東京
KOHLERの 2012年版カタログ到着

オープンから2カ月が経ち、展示もますます充実いた

しました。今回、4月末に米国のシカゴで行われた

KBIS(The Kitchen&Bath lndustry Show)で

発表された新製品を含む、最新カタログが揃いま

した。KOHLER製 品を閲覧するだけでなく、水廻

リデザインヘのインスピレーションの一つのツールと

して活用していただけますcぜひお立ち寄りください。

Te1 03‐ 6459-3966

bOld 2.0



「JCDデザインアワード2012」 公開審査
(社 )日 本商環境設計家協会が主催する「JCDデザインアワードJは 、商環境を中′いとする

空間デザインの顕彰を目的として1974年 にスタートしたコンペテイションです。その時代

その時代の空間デザインの価値と可能性を抽出し、変遷を遂げてきました。インターネット

による一次審査を経て、その年の最もすぐれた空間デザイン「JCD BEST 100Jを 選出。

最終の二次審査は、今年も東京デザインセンターにて公開形式で行います。世界一のコ

ミュニケーションデザインを決定する、白熱した審査風景をぜひ会場で実際にご覧ください。

審査員 浅子佳英、飯島直樹 (審 査委員長)、 五十嵐太郎、小坂 竜、中村拓志、

橋本夕紀夫、平林奈緒美

日時  6月 23日 (土 )13:00～ 17:00入場無料

会場  BFガレリアホール

お問い合わせ。お申し込み 社団法人日本商環境設計家協会 (」 CD)

e―mail info@jcd orip wwW iCd Orip

5Fジーエービー「G― Call Club」 サロンがオープン
約20万 人のG‐ Call会 員の方々を対象に、通信サービス「G CallJと 、通  イタリア食材セミナー第1回「オリーヴオイル」

販サービス「G Callシ ョッピングJを 行う株式会社ジーエーピーが、 日時  6月 22日 (金 )13:00～ 15:00

「G― Call ClubJサ ロンをオープンしました。ジーエービーは、日本と海外、  募集人数 12名 参加費無料

消費者と生産者の間に存在するサービス ニーズのギャップ【gap】 を 食材からみたイタリア/イタリアのオリーヴオイルオリーヴの栽培、収穫、加工/良いオリー
ヴとは/オリーヴオイルの使い方についてご紹介。オリーヴオイルの販売も行います。

埋 め、質の高い消 費者と、質の高い生 産者 を結 びつけてきました。
講師 土居政度(Negoz o DOMA代 表)

「G Callシ ョッピングJで の「南魚沼産コシヒカリJの 取扱高は日本 一。
※第 2回 はパスタをテーマに7月 18日 (水 )13:00～ 15:00を予定

新設「G Call ClubJサ ロンでは、取り扱い商品を直にご覧いただくだけ

リーデル グラステイスティング・セミナー

日時    第1回 6月 26日 (火 )第 2回 7月 22日 (日 )各日13:00～ 15:00

募集人数 各日12名

参カロ費  15,750円 (リーデルグラス代実費のみ、セミナー代・試飲ワインは無料)

赤ワインがとても渋く感じたり、自ワインが酸つぱすぎたり…・同じワインでも、グラス形状に

よってその印象は大きく変わります。リーデルグラスで実際にテイスティングをしていただき

ながら、ソムリエの隠し技、グラスの選び方をお教えします。

講師 庄司大輔 (リーデル社シエア・ワイングラス・エデュケイター)

※応募者が多数となった場合は抽選とさせていただきます。この他にも様々なハイライフ

セミナーを開催してまいりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み Te 0120-979-256 www g― cali com

lFデザインブックス
1/100の 世 界 で遊 ぶ

1/100ス ケールの人物や家具を切り抜いた、寺

田尚樹によるデザインプロダクト「1/100建 築模

型用添景セットJ。 もともとは建築家が建築模型

に使う人物パーツとして作られましたが、今や一

般の人にも大人気にレ ―ヾツを自分で切り取り組

み立てる工作の楽しさと、人物のポーズ、豊富な

パーツの配置や組み合わせで様々なシーンがつ

くりあげられる面白さが人気の秘密。時間を忘れ

て没頭できる紙のミニチュアモデルです。「オー

ケストラJ編では様々な楽器と演奏家、指揮者な

どを収録。パーツの使い方によってストリート

ミュージシャンから4重奏、大オーケストラまで製

作可能。他に住宅編、オフィス編、動物園編、

サッカー編など多数種類がございます。

3Fイル カヴァロ

夏 のビアガーデン、はじま
'り

ます

緑に囲まれた解放感溢れる自慢のテラスで、

今年もビアガーデンをオープンいたします。

都会の喧騒を忘れさせる贅沢な空間で、極

上の生ビールやキリッと冷えたスプマンテを

お楽しみください。涼を呼ぶ、夏限定の冷製

パスタもおすすめです。

7月 オープン予定。Tel o3-5420-2223

テラダモケイ 1/100建築模型用添景セット

No 9オ ーケストラ編 1,575円 (税込 )

Te1 03-3445-1341

http:〃www.design― centenco.ip

東京デザインセンター

東京都品川区東五反田5-25-19 TEL.03-3445‐ 1121 FAX.03‐ 3445-1125
アクセス 」R山 手線五反田駅東口徒歩 2分・都営浅草線五反田駅A7出 口正面

でなく、旬の食材の試食会や様々なセミナーを随時開催いたします。

東京デザインセンター




