Group
Exhibitions:
Shinagawa

６月３ 日から５日まで︑東京・品川にある古い洋館のターミナルラウンジ

という空間で︑新進のプロダクトレーベル７社で︑合同展を行います︒

品川駅

照明や器といったインテリアグッズから︑時計や鞄などのファッション小

)

高輪口

高輪プリンス
ホテル

京品ホテル

物などを取り揃えたバラエティーに富んだ内容となります︒

是非︑お出掛けください︒

品川郵便局

レクサス高輪

ターミナルラウンジ

号︶沿い︑
15

品川駅高輪口を出て右へ︒

レクサス高輪︑タマホーム本社を過ぎ

第一京浜︵国道

一本目の歩道橋を過ぎすぐ左の道へ入ります︒

左手にドムス高輪マンション︑高輪公園を見ながら︑

突き当たりのお寺︵東禅寺入り口︶を左へ︒

保育園を左に見ながら二本目の小さな道︵駐車場手前︶を左へ︒

少し歩くと左手に見えてきます︒入口は二階です︒

(・
JR京急品川駅高輪口から徒歩７分︶

歩道橋

タマホーム
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ドムス高輪
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3 - 8 - 11

第一京浜︵国道

高輪保育園

ターミナルラウンジ

東京都港区高輪

東禅寺

駐車場
東禅寺入口

100%

共栄 design

NOOKA

ribbon project

http://www.100per.com

http://www.kyouei-ltd.co.jp

http://nooka.jp/

http://www.ribbonproject.net/

designer : 坪井

designer : 岡本

designer : Matthew Waldman

http://www.deroll.com/

浩尚

光市

director : 岡田栄造

1980 年東京生まれ、04 年多摩美術大学環境デザイン科卒。

サウンドプロデューサー・プロダクトデザイナー

1965 年ニューヨークに生まれる。

06 年 Hironao Tsuboi Design 設立。

1970 年静岡市生まれ。

数々のデザイナー暦を経て、現在、Nooka Inc. の CEO を勤めるかたわら

現在 100％Inc. の Art Director / Designer を務め、国内外メーカーの Project

2006 年 共栄デザインを設立。同年 静岡県立美術館にて個展 "TWO DAYS

パーソンズ・スクール・オブ・デザインで講師として教鞭をふるっている。

異分野のクリエイターとのコラボレートで商品開発を行うものです。

を手掛ける。

& FOUR PRODUCTS" を開催。NY で開かれた ICFF(NY) にイタリアの

また、デザイン事務所 berrymatch LLC. の CEO でもある。

これまでとはまったく異なる開発プロセスから、

Red Dot Award / D&AD

Global Awards/ Good Design Award 等受賞

多摩美術大学非常勤講師

「designboom」より参加など、「シンプル・ミニマム・ユーモラス」をテー
マにした共栄デザインのプロダクトは、Droog、アトランタデザインミュー
のデザインブランド、ショップ、美術館などで扱われている。

株式会社 100percent

出展物 : 時計 グラス 照明

斬新なアイデアとデザインにこだわった商品を作り出していきます。
出展物 : 器、壁掛け時計、カトラリーセット など

NOOKA JAPAN 株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-2-15- サンパークハイツ 202
Tel: 03-6411-5839

yuka@nooka.jp

担当 : 佐藤 由佳

〒141-0033 東京都品川区西品川 1-6-4
Tel: 03-5759-6747

info@100per.com

担当：坪井 信邦

です。

出展物 : 腕時計

ジアム、ロンドンデザインミュージアム、colette など、世界 30 カ国以上
出展物 : 一輪ざし、傘、デスクマット、グラス、電球

リボンプロジェクトとは、リボンの老舗メーカーである 井上リボンの新しい試み

method
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-2-15- サンパークハイツ 202
Tel: 03-6411-5839

yuka@wearemethod.com

担当 : 佐藤 由佳

共栄 design
静岡県静岡市清水区草薙 1326-15
Tel: 054-347-0653

info@kyouei-ltd.co.jp

担当 : 中西 彩子

Tou

http://www.stitchandsew.jp

http://tou-product.com

designer : 椎屋 智晴

designer : 稲田 博範

http://nocontrolair.com
中野 綾

designer : 米永 至
2004 年、空間とグラフィックを中心としたデザイン事務所 PANTALOON

1977 年富山県生まれ。2000 年京都精華大学デザイン科（建築）を卒業。

を設立。私たちの考えるデザインを伝える場として、事務所にマルチプル

家具・プロダクト・グラフィックデザイン手がける。2007 年からステッチ

ファッションデザイナー。

スペースを併設し、現代美術やデザイン、ファッションなどの展覧会を企画、

アンドソーを株式会社ババガンプ社 SR 事業として立ち上げる。デザイン

1975 年生まれ。京都精華大学美術学部デザイン学科（建築）卒

運営しております。今回は造形作家の曽田朋子氏との協働によるプロダク

エキシビジョンへの出展、商品の展示会開催、家具／プロダクトのデザイン、

2002 年よりファッションレーベル NO CONTROL AIR を主宰。2003 年問

トを発表いたします。作家の視点や素材を再解釈したデザインと、使う方

コミュニケーションデザインの立案、設計、実施まで行う。

いかけを持ったデザインをセレクトショップ

の想像力が引き合うところに、新しい「かたち」がうまれ「機能」となっ

Toi を大阪市西区にオープ

ン。2007 年ファッションプロダクトレーベル Tou スタート。ファッショ

ていくようなプロダクトを提案いたします。

出展物 : 服飾小物

出展物 : 鞄、帽子、器、服飾小品

Stitchandsew

鞄

ンの文脈から少し外れた、コンテンポラリーな服飾小物を提案します。
出展物 : 服飾小物

鞄

大阪市西区靱本町 1-18-12 飾大ビル 203
PANTALOON

Tel: 06-6447-9500

大阪市北区中津 3-17-14
Tel: 06-6377-0648

info@pantaloon.org

post@stitchandsew.jp

担当：稲田 博範

NO CONTROL AIR
大阪市西区靱本町 1-17-5 第一青野ビル１F

担当 : 中野 綾

Tel: 06-6441-4801

info@nocontrolair.com

担当：米永 美絵

へご連絡ください︒
NOOKA JAPAN Inc.

StitchandSew

http://www.pantaloon.org/

当日は十分な接客を行いたい為︑バイヤー様及びプレス関係者様は事前にアポイントメントをお願いいたします︒出展ブランドとお取引きの

ある方は各ブランドへ︑それ以外の方のアポイントメントは

PANTALOON

