
わたしの時間
建物の上の本の形状でアルファベットをあらわし

信号を送るという通信手段、「腕木通信」。

ナポレオンの時代に、実際につかわれていました。

最先端のスマホも魅力的ですが、

昔の人が知恵を絞つた機器も、知的好奇心をそそります。

記録的に暑かつた夏も終わり、やっとやりたいことができそうな秋。

好奇心を満たしに、外へ出かけてみませんか。

奈良の木フェア

照明力 今こそ聞きたい!とつておきの光の話

ショップ&ショールーム最新情報

東京デザインセンター・インフォメーション
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奈良の木 フェア

奈良県産木材製品PR&「奈良の木」デザインコンペ

奈良県は数多くの古い建築物が存在し、歴史的にも木材との結びつきが強い地j_2です。森林の育成に適

した降水量や気温などの自然条件にめぐまれているため豊富な森林資源を有し、特に吉野杉は良質な建築

用材として古くから知られてきました。

吉野杉は苗木をlha当 たり約1万本という密植をします。間伐を繰り返しながら、人と豊かな自然の力で、

まっすぐで真円に近く、節のない美しい材になるのです。また、酒樽に使用されることからもわかるように、

年輪幅がほぼ一定で密であるため、強度も強く、割れが少ないのも特徴です。吉野特有の気候、土壌に

よって、見た目の色艶や香りも良く、使えば使うほどに美しさ、風合いが増していきます。

11月 22日 (金 )、 23日 (土 )の 2日 間、これらの奈良県の木材や木材製品を紹介するイベント、「奈良の木フェアJ

を、ガレリアホールにて開催いたします。

奈 良県産 木 材 製 品 PR
吉野材を使用したモデル展示を行い、落ち着いた

上質な空間を実際にご体感いただけます。また

奈良県産の木材や木材製品の展示ブースが多数

並び、ご商談スペースもございます。さらに、奈良県

の観光情報や奈良の林業の紹介もいたします。

両日ともに、先着100名 様に「奈良の木」木製品を

差し上げます。プロの方、一般の方を問わずどなた

でもご来場いただけます。ぜひお越しください。

日時 11月 22日 (金 )13:00～ 17:00

11月 23日 (土 )10:30～ 15130

会場 BFガレリアホール (予 約不要・入場無料)

「奈良の木」デザインコンペ

公開審査・表彰式
「奈良の木Jデザインコンペは奈良県産の木材の

特長を活かした既設の建物 (内 装・外装等 )や 、

商用施設・住宅等の新たなデザインを募集する

コンペです。「奈良の木フェアJ会場内にて、最終

審査作品のパネル展示をいたします。また一次審

査通過者によるプレゼンテーションと、公開審査、

表彰式も行います。プレゼンテーションと審査の模様

はどなたでもご自由にご覧いただけます。

日時 11月 23日 (土)10:30～ 15:30

会場 BFガレリアホール (予約不要・入場無料)

審査委員長 古谷誠章(早稲田大学教授・建築家) 奈良県産材を使用した住宅施工例

主催 奈良県  お問い合わせ 奈良県農林部 奈良の木ブランド課  Te1 0742-27‐ 7470 E― mail naranoki@of■ ce pref nara lg jp

照明力 SHOMEl… RYOKU 報道番組スタイルのトークイベント

今 こそ聞 きたい !とつておきの光 の話

今や日本の照明デザインは、国内、アジア圏をはじめとして、世界中にその活躍の場を拡げつつあります。昨年の

照明力ではアジア各国から照明デザイナーを招き、光の普遍性、地域性、文化性について多角的に掘り下げま

した。グローバル化がすすみ、また、大震災の後、新光源としてLEDが定着しつつある今日、光の原点とは何かを

問い直すことが改めて必要となってきています。今回は日本の照明デザインのパイオニアである石井幹子さんを

お迎えし、「照明デザインの過去・現在・未来Jについて幅広くトークを繰り広げます。その日、ガレリアホール

はスタジオと化し、2部構成で盛り上がります。セッション終了後にはLIGHT BARがオープン、ゲストを交えた

パーティーもお楽しみください。

スペシャルゲスト石井幹子

パネラー 内原智史、東海林弘靖、武石正宣、東宮洋美、富田泰行

日時   11月 28日 (木)18:00開場 18:40～ 22:00

会場   BFガ レリアホール

入場料  1000円 (ド リンク・軽食付き)※ 入場制限の場合あり

主催   円卓会議・照明楽会 www bluemoment_jp/

共催   東京デザインセンター

lFブラジル銀行 9月 24日 (火 )オープン
9月 24日 (火 )、 ブラジル銀行五反田出張所が東京デザインセンターlFに オープンいたします。ブラジル

銀行 は1808年 に設立されたブラジルおよびラテンアメリカ最大の商業銀行で、日本では1972年 に初の

支店を開設しました。ブラジル貿易を促進、サポートすると同時に、個人や法人、また領事館、大使館を

はじめとする政府機関との取引にも力を注いでいます。

営業時間 9:00～ 15:00定休日土曜。日曜・祝日

Te1 0120‐ 09‐5585(日 本語対応)www bb com br/iapan/,p

デザイン
ブックス

ブラジル銀行

http:〃www.design―centenco.ip
「わたしの時間」の送付をご希望の方は下記までご連絡ください。

tdc@design― center co jp

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

東京デザインセンター



実りの季節、個性あふれる新商品が勢ぞろい。ラ

ン ヨ ップ&ショールーム最新1情 報

lF日進木工

「SOF」 ソファに新サイズ登場
これまではW1800mmの サイズのみの展開だった

「SOF」 シリーズのソファに、新たにW2200mmの
サイズが登場いたしました。また脚の高さも2種類

(370mm/420mm)よ りお選びいただけます。あわ

せてスツールもご用意しております。ぜひショー

ルームにてご体感ください。

Te1 03-3448-8771

2Fソアラメディカル
カフェセミナー 美 と健 康 を育 てるレシピ 3

お菓子と飲み物を召し上がりながらのカジュアル

なセミナーです。秋から冬に向けての健康法を

テーマに、冬に低下しがちなビタミンDと様々な疾病

との関わりや、体を温 めてインフルエ ンザから

身を守るための工夫などについて、専門家がわか

りやすくお話しいたします。

日時  10月 30日 (水 )10:00～ 11:30

会場  2Fカ フェサロンサーカス

講師  杉山英久 (サプリメントアドバイザー・株式会

社分子生理化学研究所)、 奴久妻智代子 (医

学博士・東京ソアラクリニック)

参加費 1,000円 (お菓子・ドリンク代込)

定員  12名 (先 着順・要予約)

お問い合わせ・お申し込み

Te1 03-5422-6735(担 当堀)

お申し込み締め切り10月 18日 (金 )

4F東リ

新商品のご案内

手仕事の温もり感や経年で風化した質感など作為

的でない偶然の美、柔らかい曲線や受け継がれ

る民族調・伝統柄などを、各商品に様々な手法で

表現いたしました。

「ロイヤルシリーズ」
リアル感を追求したビニルタイル「ナチュラル サー

フェイス」が登場。

4,400～ 6,300円 /耐 (税込)

「ロールカーペット」
自然と調和する明るめのベース色「グレージュJ

(グ レーベージュ)を 多く採用。ダイナミックなパ

ターンや広がりを感じさせるシームレスデザイン、ま

たウールの質感など、ロールカーペットならではの魅

力をお楽しみいだだけます。

「リアルデコ」(不燃化粧仕上げ材)

アイテム数を拡大。同柄同色の粘着剤付き化粧

フィルム「ハーデックJ登場。「ロイヤルウッド」との

コラボレーションをさらに増柄しました

リアルデコ 2,830円 /扇 (税込 )

ハーデック 5,900円 /面 (税込 )

震驚響賛
準舞・

‐

5F G¨CaH
G― Ca‖ Clubサロン

成熟した大人が、楽しいこと、美味しいもの、素敵

な人生を見つけることができる場です。サロン

では、G Callシ ョッピングのお取り寄せ人気商品を

その場で購入、お持ち帰りできます。またうつわの

企画展も開催しています。 4Fシェララフィア

ベッドフレーム「エスカーダ」
ヘッドボードに美しい木目を活かした突板を斜め

に貼 り合わせ、クラシカルな印象 の新作 ベッド

フレーム。シンプルでありながらも風格のある、落ち

着いた大人の雰囲気が漂います。引出しなしの

ウッドスプリング仕様か、引出し付のすのこ仕様を

お選びいただけます。ぜひシヨールームヘ、お気軽

にお立ち寄りください。

"懸

警          睫
小嶋亜創展 9月 ～10月

内田鋼一展 11月 ～12月

企画 西麻布 桃居店主 広瀬―郎

G― Ca‖ Clubサロン寄席 第 回

日時  9月 26日 (木)19:00～ 21:00

出演  春風亭―之輔

参加費 3,150円

ビューティフリレウォーキングレッスン

日時  10月 23日 (水 )14:00～ 15:00

講師  園原健弘 (元 オリンピック競歩日本代表)

参加費 1,050円

The DUOサ ロンコンサート

日時  10月 25日 (金)19100～ 21

出演  鬼怒無月&鈴木大介

参加費 3,150円

材質   タモ突板

色    ライトブラウン、ナチュラル

シングル  W1035× D2015× H860(床 高260mm)

66,000円

セミダブル W1235× D2015× H860(床 高260mm)
86,000円

ダブリレ  W1435× D2015× H860(床 高260mm)
96,000円

(すべて税込・ウッドスプリング仕様価格)

Te1 03-5789-8670

Autumn Charity開 催のご案内

日本盲導犬協会への募金活動「カーテンチャリ

ティJを、例年通り秋に開催いたします。詳細はHP
にて発表いたします。

期間 9月 26日 (木 )～ 10月 22日 (火 )

www ioli co ip/

Te1 03-5421-3711

お問い合わせ。お申し込み

www g_ca‖ com/salon

Te1 03-5791-7101



に京デザインセンター、この秋の最新情報です。

2Fネオ・デザイン
CASA(カ ーサ)ソファ

細身のシルエットで斬新なデザイン。シンプルな

フレームデザインの中にやさしい手触りがあり、

アームから背中にまわった本部のラインが美しい

コンパクトソファです。固めの座面とつかみやすい

アームにより、立ち上がりの動作も容易。リビングに、

ラウンジに、どこにおいても絵になるリビングセット

です。堅牢なナラ材を使い、フレームの木の塗色と

張り地は選んでコーディネートすることができます。

輻

6Fトミタ/トミタテキスタイル

新作壁紙コレクション「FUGA(フーガ)」

「FUGA」 は風雅な世界をかもしだす、新作の壁

紙コレクションです。ガラスや雲母などの無機素材

と、紙や繊維などの有機的素材の組み合わせに、

光と影をもたらすテクスチャーや優美なプリント柄

をほどこしました。トミタではこうぞ和紙シリーズを

はじめとして、伝統と革新、和と洋の融合など様々

な観点で、日本のブランドメーカーならではのもの

づくりを行ってきましたが、今回は情感豊かで多彩

な表現の壁紙を発表いたしました。ぜひショー

ルーム内の大きなパネルで、テクスチャーやカラー

を実際にお確かめください。

Te1 03-5798‐ 7481

3Fフォアベルク
Cirro(チ ッロ )

レジデンシャル向けのコレクション「フアッシネー

ションJのModena designの 中のひとつ「CirrO」 。

ベロアタイプのプレーンなカーペットです。描かれる

繊細なプラントのデザインが、華やかで上品なお部屋

を創り上げます。全3色 。

Te1 03-3446-9405

6Fスカンジナビアン リビング
PP129ウ ェブチェア

PP129ウ ェブチェアは1968年 にハンス・
J・ ウェ

グナーによってデザインされました。アームレストから

は、ウェグナーが無垢材をシェーピングした時の

喜びを感じていただけます。PP130サ ークルチェア

や、PP124ロ ッキングチェアの元となったウェブ

チェアの、そのシンプルかつ丈夫な構造と快適な

座り心地を、ぜひショールームにてご体感ください。

Te1 03-5789-2885

2人掛け  W1560× D810× H725(SH414mm)
233,100円 (税込)

1ン 掛`け  W715× D790× H725(SH414mm)
152,250円 (税込)

張り地品番 UP2130(Dラ ンク)/塗色 ダークオーク色

Te1 03-3444‐ 2115

4Fルミナベッラ 東京
「FOSCARIN!(フォスカリーニ)」

ニューコーナー登 場

世界中のデザイナーを幅広く起用し、常に斬新で

洗練されたデザインを生み出し続けるイタリアの

照 明ブランド「FOSCARINI」 。その個性豊かな

アイテムを集めたスペシャルコーナーがシヨールーム

に登場します。話題の新作から定番の人気アイ

テムまで、FOSCARINIの 魅力とこだわりをたっぷ

りとお'愉 しみください。

Te1 03-5793-5931

4Fクリエーションバウマン
SERENO(セ レノ)

今までにない新しい透け感を実現したレース生地

「SERENO」 は、シルク風のクレープジョーゼットの

ように仕上げたやわらかい生地です。縦糸と横糸の

織りなす縞模様と、ふんわりとしたやわらかいヒダが

特徴です。35色 の色は、やわらかさをひきたてる

非常にやさしい色目。320cm幅の防炎品で、ご家庭

からコントラクトまでご使用いただけます。

6Fナカツ

Flou(フリレー)社「Nathalie(ナ タリー)」

ヴイコ・マジストレッティのデザインによる、フアブリック

ベッドの原点である「Nathahe」 は、本体とフレームの

カバーすべてを取り外し、交換することができます。

カバーの張 り地 は、ファブリックの他、革、エコ

レザー、ヌバックなど、豊富な素材とカラーバリエー

ションよりお選びいただけます。ピローは使用して

いないときは、クッションカバーの中に収納でき、

ほこりからピローを保護する役目をもっています。

Te1 03-6459-3766

10,290円 /m(税込)

生地幅 320cm組 成 100%難 燃ポリエステル

Te1 03‐ 5423-5036


