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わたしの時間
夏の印象がある桃ですが、実は秋の季語。

花は桃の節旬にめでられ、果実はちょつとぜいたくな

果物として好まれる、日本人の生活に密着した果物です。

みずみずしくしたたる桃をはじめ、晩夏から秋にかけては、

旬の果物がそろう収穫の季節。

東京デザインセンターからも、実りのあるイベントや

情報を続々発信します。

ELLE DECOR Design Walk 2012

TDCセミナー

照明力/アジアン・パワー・オブ・ライト

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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イベントや新商品がゆたかに彩る、東京デザイじ

ショップ&ショールーム最新情報

2F讐:J‖

「UZUシリーズ」リニューアル
2010年 、第22回 ニューヨーク国際現代家具見本市

(ICFF)に おいて、クラフツマンシップ賞を受賞して

いるUZUス ツール。ショールームでも好評のUZU
シリーズに、新たにテーブルとラグマットが仲間入り

しました。グルグルとしたモチーフは、徳島県の鳴門

海峡を渡る激流が作り出す渦潮 (う ずしお)の イ

メージ。3本脚のテーブルはサイズ展開が16パ ターン

あり、テーブル、ちゃぶ台、デイスプレイ台など、いろい

ろなシチュエーションに対応することができます。ラグ

マットは可愛らしく渦の絵がデザインされています。

UZU Rug(馬「準≡るE)

素材 アクリル

価格 φ360m m/4,200円 (税込)～

UZU Table(馬「環二堆F)

価格 φ260m m/28,350円 (税込)～

「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人できる特典も!

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 lp)よ り

「News」 をご確認ください。

Te1 03-6450-3026

4Fルミナベッラ 東京

Fabbian(フ ァビアン)利L「 Becky」

シンプルかつ美しいガラスカットで人々を魅了し

続けるFab bian社 (イ タリア)の 新作「Becky」 が

ショールームに届きました。ペンダント、テーブルス

タンド、シーリングの3シ リーズ展 開。キラッと輝く

clearタ イプとやわらかく光るwhiteタ イプがあり、そ

れぞれガラスならではの上品な質感が楽しめます。

Te1 03-5793-5931

Becky F16 A01 01/71

サイズ φ120× SH250
/H2000(m ax)mm

価格  52,500円 (税込)

Becky F16 B01 01/71

サイズ φ120× H250m m

価格  39,900円 (税込)

Becky F16 E01 01/71

サイズ φ120× H250mm
価格  51,450円 (税込 )

4Fクリエーションバウマン
「COMBINAT10N GU:DE」
最 新 版 をプレゼント

新居へのお引越しや、模様替えでインテリアを考

えるときに、最もわくわくするけれど、最も迷ってしま

うアイテムのひとつがカーテンではありませんか ?

そんなときには、ぜひ「COMBINATION GUIDE」
をご覧ください。クリエーションバウマンには、600

アイテム6000色 の生地があります。その中から、

使いやすく機能的、且つ美しい組み合わせを中

心に、厳選されたドレープとレースの組み合わせ、

10パ ターンをご紹介。個性的でありながらも優しく

リラックスした雰囲気を創り出す、取り入れやすい

組み合わせなど、見ているだけでもわくわくして

きます。窓辺に掛った写真は、どんなカーテンに

なるか具体的にイメージしやすく、自信を持って

お選びいただけます。スイス本社で秋のコレク

ションの全責任を担 当するマネージャー、Irma
のセンスと、日本での売れ筋を考慮して選定した

「COMBINATION GUIDEJ。 最新版をご希望の

方は、お気軽にお問い合わせください。

www creationbaumann,p

Te1 03-5423‐ 5036
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lF日進木工

新商品「note」

新しいボードシリーズが登場しました。天板から

側面、底面へと続く彫りの深い面形状。優しい

フォルムとエッジのきいた直線的なデザインのコン

トラストが魅力的です。四隅の大きなアールと、

小口や扉の手かけ部分など、物があたったり触れ

たりすることの多い部分には無垢材を使用。生活

の香りがする住まいに似合う、よく使い込まれ、時

に傷がついても魅力に変えてしまうような家具を

お届けしたい。そんな想いでデザインしました。

タイプは6種 類、サイドボード2種、TVチ ェスト、

キュ|フ オ、FAX台 、TVボ ードを展開しています。

Te1 03-3448-8771

6Fスカンジナビアン リビング
「PP58/3」 復亥1

ハンス・」・ウエグナーがデザインした最後のダイニン

グチェアPP58。 そのデザインの翌年、背のフレー

ムはそのままに、3本 脚のPP58/3を 発表しました。

最大の特徴は木製のチェアでありながらスタッキン

グが可能なこと。重ねた時に連なる背もたれの

カーブが、無垢の木の美しさを際立たせていま

す。限りなくシンプルな構造にすることで驚きの安

定感を実現しました。PP58同 様座り′亡ヽ地も良く、

何世代にもわたる日常使いにも耐えうる耐久性が

あります。ぜひショールームにてお試しください。

Te1 03-5789‐ 2885

6Fナカツ

Flou(フ ルー)社「Nathalie Bed」

Flou社 は1978年 に設立した、イタリアの最高級

ベッド・ブランド。快適な睡眠を得るための科学を

追求したベッド本体の機能に加え、洗練された美

しいデザインを施しています。特に人気の高い

「Nathalie BedJは 、Cassinaの Maralungaや

De Padovaの Louisianaを 手掛 けたイタリアの

デザイナー、Vico Magistreti(ヴ イコ・マジスト

レッテイ)に よる作品です。国内唯一のFlou正 規

販売代理店であるナカツのショールームでは、

張り地サンプルを多数ご覧いただけます。

Te1 03-6459-3766

班lb彙 櫨li



/セ ンターのオータム0イ ンフォメーション。

3Fフォアベルク
SCALE LIV!NG BL00M
(スケールリビングブルーム)

レジデンシャル向けの変形タイルカーペット「SCALE
LIVING」 の中から、BLOOMを ご紹介いたします。

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

材のテキスタイル、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。お好みの

組み合わせで、オリジナルラグ感覚でご使用いただ

けます。シェイプは、BLOOMの 他、CUT、 MESH_S
の合計3パターン.カ ットパイル全8色、レザー、メタル。

Te1 03-3446-9405

撥

4F東リ
新商品のご案 内

「CFシートーH」「CFシートーP」

クッションフロアの発売から40年。エンボスによる

光と影の表情を追求した「サーフェイスデコ」を中

心に、デザインを一新しました。

「ピエスタ」

天然石のような自然な貼り映えのする、コンポジ

ションビニルタイル。ショールームエントランスにて

展示しています。

「エクスクローム」
こだわりの質感と豊富なバリエーシヨンが特徴のデ

ザインプリントタイルカーペット。600アイテムを超える

品揃えで、イージーオーダーシステムも導入しました。

「ラグ&マット」

オーダーラグをはじめ、防炎商品、変形ラグも種類

が豊富になりました。

カーテンチャリティ

日本盲導犬協会への募金活動として、毎年行っ

ている「カーテンチャリテイ」。今年はクリスマスの

イベ ントとして 開催 い たします。詳 細 はHP
(www tolicoip)に て発表いたします。

期間 11月 下旬～12月 25日 (火 )

Te1 03-5421-3711

2Fネオ・デザイン
ALDO(ア ル ド)

アームと一体化した安定感のあるスクエアなボ

ディに、フェザーたっぷりのクッシヨンの組み合わ

せ。ちょっと小ぶりでどんな空間でもフイットしや

すく、くつろぎを楽しみたいリビングに最適です。

サイズ W2020× D880× H750(SH390)mm

価格  262,500円 (税込)

*別売 肘クッション 17,430円 (税込)

Te1 03-3444-2115
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5F G¨CaH
セミナーとカフェオープンのご案内
「G Call Club」 サロンでは、旬の食材の試食会や

様々なセミナー、コンサート、展覧会等を不定期で開

催しています。また9月 からはG Callカ フェがオー

プン.テ ラスに面した空間でお食事をお楽しみいた

だけます。(催 し物がある際は、カフェはクローズ)

おすすめメニュー

南魚沼産コシヒカリ。新米お試しご膳 500円 (税込)

志村みち子 和菓子の作り方教室

敷居が高そうな印象を受ける和菓子ですが、講師の

オリジナルレシピでご家庭でも楽しめる手作り和菓子

を学べます。レッスンの最後には試食があり、和菓子

のお持ち帰りもできます。

日時 第2回 10月 11日 (木)黄身時雨

第3回 11月 8日 (木)栗 蒸羊羹

第4回 12月 6日 (木 )花びら餅

各回とも13:30～ 15:30

募集人数 各回10名  参加費 6,300円 (税込)

講師 志村みち子

池田由美子 イタリア縦断 !陶器と食文化セミナー

毎回1つ の州を取り上げ、それぞれの地域の陶磁器

を通して、その風土や食文化に触れて、イタリアの魅

力を探っていきます。郷土滲1理 のレシピのご紹介と

試食の時間もございます。

日時 第1回 10月 4日 (木 ) リグーリア州

第2回 11月 1日 (木 ) トスカーナ州

第3回 12月 13日 (木)ヴェネト州

各回とも11:30～ 13130

募集人数 各国12名 参加費 3,675円 (税込)※ 試食付

講師 池田由美子

お問い合わせ・お申し込み Te1 03-5791-7101

www g_cali com
5Fコーラーギャラリー東京
」onathan Adler Color Co‖ ection

KOHLERと NYの ファッションデザイナー、ジヨナ

サン・アドラーがコラボレーションした、斬新な色

使いのキッチンシンクとラバトリーが発売になりま

す。ショールームでも今後、展示を予定していま

す。まずは専用カタログをお渡しいたしますので、

ぜひお立ち寄りください。

Te1 03-6459-3966

lFデザインブックス
aquariumシリーズ

aquariumシ リーズはプロダクトデザイナー澄川伸

―による、アルミ製品のシリーズ。“機能を持った

彫刻"を コンセプトとし、流れるようなフォルムとアルミ

素材の美しさが特徴で、数々のデザイン賞を受賞

しています。鏡のような表面はメッキや塗装を一切

しておらず、時々から拭きするだけで素材の美し

さを保つことができます。デザインが二の次になっ

てしまいがちなダンベルもこの美しさ。使わないと

きに部屋に出ていてもインテリアを損ないません。

また、見た目が美しいだけでなく、道具としても

非常に使いやすく設計されています。

竹中銅器 aquariumシリーズ

ダンベル l kg(写 真左)  16,800円 (税込)

アクセサリースタンド(写真右)3,675円 (税込 )

Te1 03-3445-1341
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ELLE DECOR Design Walk 2012
都内ショップが参加するエル・デコ主催のデザイン・イベント「ELLE DECOR Design WalkJに 、今

年は東京デザインセンター内ショールームも参加し、新商品の発表やフェアを多数開催いたします。

また館内でタブロイド(無 料 )を 入手することができます。ぜひご来場ください。

期間      10月 30日 (火 )～ 11月 6日 (火 )

参加ショールーム カーテン館、賀川、クリエーション バウマン、コーラーギャラリー東京、G― Call、

スカンジナビアンリビング、センベラ、ナカツ、日進木工、ルミナベッラ東京、デザインブックス

ELLE DECORフ ォーラム

エル・デコと東京デザインセンターのコラボレーション企画。今年4月 のミラノサローネで発表され、大きな

反響を呼んだ「Japan creativeJ展
*の

関係者が熱く語ります。伝統工芸、伝統産業、先端技術にあら

われる日本の技と美意識を、海外デザイナーとのコラボレーションの中でいかに再発見し活性化させて

いくか。いま最も注目されるテーマについて、最新の情報をお届けします。

*一般社団法人ジャバンクリエイティブ:内 藤廣氏、廣村正彰氏らが理事となり、ミラノではメーカーとデザイナー(及 源鋳造
×ジャスパー・モリソン、ヒノキエ芸×ピーター・マリゴールド等)の組み合わせによる6作品を発表。エル・デコはオフィシャル・

メディアパートナー。木田隆子氏はジャバンクリエイティブの活動をまとめた書籍「Japan creative」 の編集を担当。

日時 10月 29日 (月 )19100～ (予 定)

会場 BFガレリアホール 入場無料

出演 建築家・内藤廣、アートディレクター・度村正彰、エル・デコ編集長・木田隆子

*詳細はウェブサイト、メールニュースで発表いたします。

照 明 力 /ア ジ ア ン・ パ ワ ー・ オ ブ・ ラ イ ト Asian Power of Light
「21世紀はアジアの時代」と言われてすでに久しく、その間急速な発展を遂げたアジア諸国は世界の

マーケットで重要な位置を占め、人、モノ、情報が多様に交流し新たな成長を生んでいます。さまざまなも

のが行き交うグローバルな時代にはボーダーレス感覚が増幅する一方で、よリー層各国の固有性も顕在

化してきます。アジアで仕事をしたり、友好を深めるとこの地理的に近い国々の思いもよらない共通点

や相違点が興味深く感じられます。このトークイベントではアジアで活躍する照明デザインの仲間たち

をお迎えし、光の普遍性、地域性、文化性など都市や生活にまつわる話題を円卓会議・照明楽会なら

ではの視点で掘り下げていきます。2部構成でのセッシヨン終了後にはLIGHT BARがオープン、ゲスト

を交えたパーティもご期待ください。

第一音F(10:30～ 12:30)

「ASIAN 10× 10」 国内外の照明デザイナーによる10分×10人の光のマシンガントーク

第二部 (15100～ 17:15)

「アジアのまちと光」「アジアのうたと光」ゲストと照明デザイナーからの話題提供による光のトークセッション

*内容は一部変更になることがありますので、ウェブサイトで適宜ご案内いたします。

日時 11月 10日 (土 )10:00開 場 10:30～ 19:30

会場 BFガレリアホール 入場料 1,000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 (内原智史、東海林弘靖、武石正宣、東宮洋美、富田泰行)/共催 東京デザインセンター

後援 ASIA LIGHTING DESIGN FORUM

■ ||  |        | ‐ |■ ■ ||■ ■ ‐||■■ ■ ■ ■ ■ ||■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |■ |||■ ■ |■■ ■ ■ |■ ■ |||■ |■ ■

http:〃www.design口 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

≡DECOR

(写真は2011年版 )
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丁DCセミナー
「I'm home」 編集長・角田絵里沙氏を迎え、今の“high end dedgn and hfestyle"、 上質で本物のライフスタイルを

追求したデザインとは何かを語っていただきます。「I'm homeJは ホームデザインを中心に、暮らしにかかわるテーマ

を幅広く取り上げ、建築家やインテリアコーデイネーターなど多くのプロの方たちにも愛読されています。この雑誌

を立ち上げ編集長を務める角田氏のお話を、ショールームの家具に囲まれた落ち着いた雰囲気の中で聞ける

貴重な機会、ぜひお越しください。

角田絵里沙 (Elisa Sumita)

多摩美術大学卒業後、商業空間のデザイン専門誌を発行する株式会社商店建築社に入社。「月刊商店建築」の編集に携わつた後、

2000年 1月 に「1'm home」 を創刊し、2012年 より住宅のインテリアコーディネート事業もスタート。

開催日 11月 30日 (金 )

会場  lF日 進木エショールーム 入場無料

*開 催 時間やお申し込 み方法 は近 日ウェブサイト、メールニュースで発表いたします。

東京デザインセンター




