
お問合せ先 メッセフランクフルト ジャパン（株）
インテリア ライフスタイル事務局  〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8456　E-mail. visit@interior-lifestyle.com　Web. www.interior-lifestyle.com

ゾーン名 :招待者名 /出展者名 :

【入場に際してのご注意】 
● 商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の
方および一般の方のご入場はお断りしております。
● ペットを連れてのご入場はできません。 
● 主催者による会場内記録の使用について：主催者
は見本市会場内において取材・撮影を行います。取
材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフ
ランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランク
フルト グループが主催・運営する国内外見本市の広
報・宣伝活動に使用する場合があります。

小間番号 :

ACCESS  会場への交通

見本市公式ウェブサイトからの
Web来場事前登録
本状内の「来場登録券」を持参

6月23日（日）までにご登録をしていただいた方には、
会期前に来場者バッジを郵送いたします。
来場者バッジご持参の方に限り、受付での登録が不要になり、
そのままご入場いただけます。

Web来場事前登録受付中！ 
入場がスムーズな「Web来場事前登録」をぜひご活用ください！

入場方法は2通り

※郵便事情により、お手元に来場者バッジ（ハガキ）が届かない場合は、
　登録完了画面を印刷して受付までお持ちください。
※Web来場事前登録をされていない方、来場登録券をお持ちでない方は
　入場料2,000円を頂戴します。

来場登録券

■ 業種
小売・専門店
1 □ ライフスタイルショップ
2 □ インテリアテキスタイルショップ
3 □ 服飾・セレクトショップ
4 □ 家具専門店
5 □ 雑貨専門店
6 □ 文具専門店
7 □ その他 ＿
8 □ 百貨店
9 □ 量販店
10 □ 通信販売・ネットショップ・TVショッピング
11 □ 卸・問屋
12 □ 輸出入業・商社
13 □ メーカー
14 □ デザイン事務所
15 □ インテリアコーディネーター・デコレーター
16 □ 設計事務所
17 □ 建設・住宅関連
18 □ ホテル・旅館・レジャー施設
19 □ レストラン・カフェ・バー
20 □ 官公庁・団体・大使館
21 □ 学生
22 □ その他 ＿

■ 職種
1 □ 購買・仕入れ
2 □ デザイナー
3 □ 営業・企画・マーケティング 
4 □ 広報宣伝
5 □ 管理部門
6 □ その他 ＿

暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社
会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。本見本市はバーコードによる入場管理を行って
おります。出展ブースでバーコードの読取りを行いますと、事前にご登録いただいた情報が出展者に提供されます。
バーコードの読取りは、出展者に名刺をお渡しするのと同様の行為になりますので、十分ご留意ください。
【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフ
ランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展者・ス
ポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当な目
的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。

登録券 1枚につき1名様・3日間ご入場いただけます。（コピー不可）
アンケート項目にご回答のうえ、名刺2枚を添えて受付にご提出ください。

■ 役職
1 □ 経営者・役員・オーナー
2 □ 管理職 

3 □ 社員・職員
4 □ その他 ＿

■ 従業員数
1 □ 1–5 5 □ 101–500     　
2 □ 6–20 6 □ 501–1000    

3 □ 21–50 7 □ 1001–

4 □ 51–100

■ 商品買付け決定権
1 □ 決定権を持っている
2 □ 一部決定権を持っている
3 □ 決定に影響力を持っている
4 □ 決定権を持っていない

■ 来場動機
1 □ 製品の購入・発注
2 □ 製品購入のための情報収集
3 □ 市場・業界の動向調査
4 □ 特別展示への来場
5 □ その他 ＿

■ 次回の出展に興味がある
□ インテリア ライフスタイル（2020年6月）

※複数回答不可

個人情報に関するお問合せ窓口 / For enquiry:  privacy@japan.messefrankfurt.com

E-mail.

Tel.

氏名

部署

役職

会社名

■ 名刺貼付欄 

住所

1

2

当日会場受付にお持ちください

イギリスの街角にあるコーナーショップ。そんな街角のどこにでもあるよう
な店舗のレイアウト、導（動）線、サイン、商品陳列、そして店主との会話な
ど、見本市にも応用できる有効な要素は多くあります。商品のバイイングは
もちろん、店舗そのもののスペシャリストである山田遊氏と、昨年に引き続
き更に進化した商談の場を作ります。

ゾーンの入口には山田遊氏が店主を務める特設ショップを開設します。会
場を巡るヒントになる、インデックス機能を兼ね備えながら実際に商品を購
入し、持帰ることができます。

グラフィックデザイン： 池田充宏   
 DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

　　　 空間デザイン： 小林恭 ＋ マナ  
 設計事務所 ima / www.ima-ima.com

　　　　　　 カフェ： 塚本晃弘  
 CPCenter / www.cpcenter.net
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東京ビッグサイト 西ホール

りんかい線
大崎駅（JR）
新木場駅（JR、東京メトロ）
→国際展示場駅

ゆりかもめ
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
豊洲駅（東京メトロ）
→東京ビッグサイト駅

アクセスに関する最新情報はこちらから  www.bigsight.jp/access/transportation/

アトリウム特別企画

The Corner Shop 
– How to make a market –

※写真はイメージです。

インテリア ライフスタイルとは
国内外26ヵ国・地域、700超の出展者から最新ブランド、商材が集結。
半年先のライフスタイル市場をリードし、小売・コントラクト向け商材が
集う高感度なインテリア・デザイン見本市です。

1F

4F

2F アトリウム

西1ホール

西3ホール 西4ホール

西2ホール 

衣食住すべての商材がボーダレスに揃うため、
新しい売り場のアイデアやビジネス拡大の
可能性が高まります。1
トークイベント「LIFESTYLE SALON」では、
小売ビジネスや海外トレンド、新アイデアなど、
バイヤーをはじめライフスタイル市場に関わる
すべての方に、創造力をかきたてる情報を発信します。

2
ものづくりの背景やブランドストーリーを持った商品、
感度の高い出展者との出会いを提供します。3

南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年
method（メソッド）を立上げ、フリーランスのバイヤー
として活動を始める。現在、（株）メソッド代表取締役。
2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功の
メソッド」誠文堂新光社より発売。

アトリウム・ディレクター
山田遊 method inc. / wearemethod.com

出展商材やテーマに
合わせた12の
ゾーニング

EVERYDAY 
豊かな暮らしのための生活用品 
FOODIST 
デザインのある食品 
GLOBAL 
海外の最新ブランド・商材 
HOME 
住まいの中心となる家具や商材 
JAPAN STYLE 
日本のものづくり・伝統技術 
KITCHEN LIFE 
キッチン・ダイニング空間のための商材

ACCENT 
デザイン雑貨・ファッションアイテム
JEWELRY 
作家によるコンテンポラリージュエリー
MOVEMENT 
トレンドを生み出すデザインブランド
NEXT 
若手起業家による新規ブランド
NORDIC LIFESTYLE 
北欧デザイン 
TALENTS 
新進デザイナーによるプロトタイプ

4F1F

※前回のアトリウム特別企画。

商材のストーリーが
伝わる高感度な
インテリア・デザイン見本市

www.facebook.com/interiorlifestyletokyo/
interiorlifestyletokyo
＠iltokyo #interiorlifestyletokyoハッシュタグで検索

(CORNER SHOP) by method

温かみのあるデザインで毎年人気の北欧ブランドが今年もインテリア ライフス
タイルに集結。テーブルウエアや服飾雑貨、テキスタイルをはじめ、クリスマス商
戦に向けたギフトアイテムが並びます。

NORDIC LIFESTYLE

MIPRO（対日貿易投資交流促進協会）のアドバイザーによる人気の
レクチャーツアーを開催します！ 海外出展者をまわりながら小口輸入の
アドバイスが受けられます。20名限定ですのでぜひご参加ください！

※全日開始5分前にはお集まりください。
集合場所：LIFESTYLE SALON会場
集合場所：ビジネスサポートデスク
集合場所：ビジネスサポートデスク

7月18日（木） 11:30 ‒ 12:15

7月19日（金） 11:30 ‒ 12:15

7月17日（水） 11:30 ‒ 12:15

小口輸入レクチャーツアー

日本独自のライフスタイルと、美意識の高いものづくりが
融合した日常のデザインを発信。東京2020オリンピック・
パラリンピックに向けたインバウンド需要のための幅広い
商材が集まります。ゾーン内では日本各地の職人による実
演を実施。もの作りの技術を間近で見ることができます。

JAPAN STYLE

ヨーロッパ、アジアを中心とした海外ブランドが多数出展。
日本初上陸の最新アイテムを誰よりも一番に発掘できます！

GLOBAL

ハイライト

各企画の最新スケジュールはこちらから

北欧の出展者との交流の場。出展者による実演やフィン
ランド大使館職員によるトークを開催。フィンランド
発の「ロバーツコーヒー」も出店。コーヒーやお酒片手に
HYGGELIGなひと時をお楽しみください！　
7月17日（水）/ 18日（木）16：00 － 17：30（予定）

HYGGELIG HOURS ‒ヒュッグリアワ－‒

supported by 
ROBERT’S COFFEE 

（敬称略）

東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は17:00まで）

www.interior-lifestyle.com

ご招待状

2019年
7月17日（水） – 19日（金）

International trade fair for 
the interior design market
アジアの中心、東京から世界へ向けてライフスタイルを
提案するインテリア・デザイン市場のための国際見本市



お問合せ先 メッセフランクフルト ジャパン（株）
インテリア ライフスタイル事務局  〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8456　E-mail. visit@interior-lifestyle.com　Web. www.interior-lifestyle.com

ゾーン名 :招待者名 /出展者名 :

【入場に際してのご注意】 
● 商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の
方および一般の方のご入場はお断りしております。
● ペットを連れてのご入場はできません。 
● 主催者による会場内記録の使用について：主催者
は見本市会場内において取材・撮影を行います。取
材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフ
ランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランク
フルト グループが主催・運営する国内外見本市の広
報・宣伝活動に使用する場合があります。

小間番号 :

ACCESS  会場への交通

見本市公式ウェブサイトからの
Web来場事前登録
本状内の「来場登録券」を持参

6月23日（日）までにご登録をしていただいた方には、
会期前に来場者バッジを郵送いたします。
来場者バッジご持参の方に限り、受付での登録が不要になり、
そのままご入場いただけます。

Web来場事前登録受付中！ 
入場がスムーズな「Web来場事前登録」をぜひご活用ください！

入場方法は2通り

※郵便事情により、お手元に来場者バッジ（ハガキ）が届かない場合は、
　登録完了画面を印刷して受付までお持ちください。
※Web来場事前登録をされていない方、来場登録券をお持ちでない方は
　入場料2,000円を頂戴します。

来場登録券

■ 業種
小売・専門店
1 □ ライフスタイルショップ
2 □ インテリアテキスタイルショップ
3 □ 服飾・セレクトショップ
4 □ 家具専門店
5 □ 雑貨専門店
6 □ 文具専門店
7 □ その他 ＿
8 □ 百貨店
9 □ 量販店
10 □ 通信販売・ネットショップ・TVショッピング
11 □ 卸・問屋
12 □ 輸出入業・商社
13 □ メーカー
14 □ デザイン事務所
15 □ インテリアコーディネーター・デコレーター
16 □ 設計事務所
17 □ 建設・住宅関連
18 □ ホテル・旅館・レジャー施設
19 □ レストラン・カフェ・バー
20 □ 官公庁・団体・大使館
21 □ 学生
22 □ その他 ＿

■ 職種
1 □ 購買・仕入れ
2 □ デザイナー
3 □ 営業・企画・マーケティング 
4 □ 広報宣伝
5 □ 管理部門
6 □ その他 ＿

暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社
会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。本見本市はバーコードによる入場管理を行って
おります。出展ブースでバーコードの読取りを行いますと、事前にご登録いただいた情報が出展者に提供されます。
バーコードの読取りは、出展者に名刺をお渡しするのと同様の行為になりますので、十分ご留意ください。
【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフ
ランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展者・ス
ポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当な目
的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。

登録券 1枚につき1名様・3日間ご入場いただけます。（コピー不可）
アンケート項目にご回答のうえ、名刺2枚を添えて受付にご提出ください。

■ 役職
1 □ 経営者・役員・オーナー
2 □ 管理職 

3 □ 社員・職員
4 □ その他 ＿

■ 従業員数
1 □ 1–5 5 □ 101–500     　
2 □ 6–20 6 □ 501–1000    

3 □ 21–50 7 □ 1001–

4 □ 51–100

■ 商品買付け決定権
1 □ 決定権を持っている
2 □ 一部決定権を持っている
3 □ 決定に影響力を持っている
4 □ 決定権を持っていない

■ 来場動機
1 □ 製品の購入・発注
2 □ 製品購入のための情報収集
3 □ 市場・業界の動向調査
4 □ 特別展示への来場
5 □ その他 ＿

■ 次回の出展に興味がある
□ インテリア ライフスタイル（2020年6月）

※複数回答不可

個人情報に関するお問合せ窓口 / For enquiry:  privacy@japan.messefrankfurt.com
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当日会場受付にお持ちください

イギリスの街角にあるコーナーショップ。そんな街角のどこにでもあるよう
な店舗のレイアウト、導（動）線、サイン、商品陳列、そして店主との会話な
ど、見本市にも応用できる有効な要素は多くあります。商品のバイイングは
もちろん、店舗そのもののスペシャリストである山田遊氏と、昨年に引き続
き更に進化した商談の場を作ります。

ゾーンの入口には山田遊氏が店主を務める特設ショップを開設します。会
場を巡るヒントになる、インデックス機能を兼ね備えながら実際に商品を購
入し、持帰ることができます。

グラフィックデザイン： 池田充宏   
 DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

　　　 空間デザイン： 小林恭 ＋ マナ  
 設計事務所 ima / www.ima-ima.com

　　　　　　 カフェ： 塚本晃弘  
 CPCenter / www.cpcenter.net
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インテリア ライフスタイルとは
国内外26ヵ国・地域、700超の出展者から最新ブランド、商材が集結。
半年先のライフスタイル市場をリードし、小売・コントラクト向け商材が
集う高感度なインテリア・デザイン見本市です。
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衣食住すべての商材がボーダレスに揃うため、
新しい売り場のアイデアやビジネス拡大の
可能性が高まります。1
トークイベント「LIFESTYLE SALON」では、
小売ビジネスや海外トレンド、新アイデアなど、
バイヤーをはじめライフスタイル市場に関わる
すべての方に、創造力をかきたてる情報を発信します。

2
ものづくりの背景やブランドストーリーを持った商品、
感度の高い出展者との出会いを提供します。3

南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年
method（メソッド）を立上げ、フリーランスのバイヤー
として活動を始める。現在、（株）メソッド代表取締役。
2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功の
メソッド」誠文堂新光社より発売。

アトリウム・ディレクター
山田遊 method inc. / wearemethod.com

出展商材やテーマに
合わせた12の
ゾーニング

EVERYDAY 
豊かな暮らしのための生活用品 
FOODIST 
デザインのある食品 
GLOBAL 
海外の最新ブランド・商材 
HOME 
住まいの中心となる家具や商材 
JAPAN STYLE 
日本のものづくり・伝統技術 
KITCHEN LIFE 
キッチン・ダイニング空間のための商材

ACCENT 
デザイン雑貨・ファッションアイテム
JEWELRY 
作家によるコンテンポラリージュエリー
MOVEMENT 
トレンドを生み出すデザインブランド
NEXT 
若手起業家による新規ブランド
NORDIC LIFESTYLE 
北欧デザイン 
TALENTS 
新進デザイナーによるプロトタイプ

4F1F

※前回のアトリウム特別企画。

商材のストーリーが
伝わる高感度な
インテリア・デザイン見本市

www.facebook.com/interiorlifestyletokyo/
interiorlifestyletokyo
＠iltokyo #interiorlifestyletokyoハッシュタグで検索

(CORNER SHOP) by method

温かみのあるデザインで毎年人気の北欧ブランドが今年もインテリア ライフス
タイルに集結。テーブルウエアや服飾雑貨、テキスタイルをはじめ、クリスマス商
戦に向けたギフトアイテムが並びます。

NORDIC LIFESTYLE

MIPRO（対日貿易投資交流促進協会）のアドバイザーによる人気の
レクチャーツアーを開催します！ 海外出展者をまわりながら小口輸入の
アドバイスが受けられます。20名限定ですのでぜひご参加ください！

※全日開始5分前にはお集まりください。
集合場所：LIFESTYLE SALON会場
集合場所：ビジネスサポートデスク
集合場所：ビジネスサポートデスク

7月18日（木） 11:30 ‒ 12:15

7月19日（金） 11:30 ‒ 12:15

7月17日（水） 11:30 ‒ 12:15

小口輸入レクチャーツアー

日本独自のライフスタイルと、美意識の高いものづくりが
融合した日常のデザインを発信。東京2020オリンピック・
パラリンピックに向けたインバウンド需要のための幅広い
商材が集まります。ゾーン内では日本各地の職人による実
演を実施。もの作りの技術を間近で見ることができます。

JAPAN STYLE

ヨーロッパ、アジアを中心とした海外ブランドが多数出展。
日本初上陸の最新アイテムを誰よりも一番に発掘できます！

GLOBAL

ハイライト

各企画の最新スケジュールはこちらから

北欧の出展者との交流の場。出展者による実演やフィン
ランド大使館職員によるトークを開催。フィンランド
発の「ロバーツコーヒー」も出店。コーヒーやお酒片手に
HYGGELIGなひと時をお楽しみください！　
7月17日（水）/ 18日（木）16：00 － 17：30（予定）

HYGGELIG HOURS ‒ヒュッグリアワ－‒

supported by 
ROBERT’S COFFEE 

（敬称略）

東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は17:00まで）

www.interior-lifestyle.com

ご招待状

2019年
7月17日（水） – 19日（金）

International trade fair for 
the interior design market
アジアの中心、東京から世界へ向けてライフスタイルを
提案するインテリア・デザイン市場のための国際見本市



※タイトル、講演内容などは変更になる場合がございます。最新情報は見本市公式ウェブサイトをご確認ください。

7月17日（水） 7月19日（金）

LIFESTYLE SALON 2019 聴講無料・事前予約不要

10:30 － 11:30  For Retail Business

はじめての小口輸入 ～ビジネス輸入の流れ～

（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
貿易・投資アドバイザー 芝田政之
※セミナー後には海外出展者をまわりながらの
　レクチャーツアーを開催。

もう迷わない。海外の素敵な製品を店頭に！
小ロット輸入の具体的な知識を一から学べます。

12:15 － 13:15 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ
※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。 12:15 － 13:15 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ ※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。

12:00 － 13:00 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ ※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。

ゑびや大食堂の売上を4倍にした
データ活用とAI改革
100年以上続く老舗店を、AIやビッグデータを活用し、業務の
効率化を図り売上向上と労働環境を改善した取組みをご紹介。

（有）ゑびや・（株）EBILAB  
代表取締役社長
小田島春樹 

10:30 － 11:30 For Retail Business

15:00 － 16:00 For Contract Business

SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd. 
代表取締役　
谷尻誠 （左） 
吉田愛 （右）

「しごと」
次回11月のIFFT/インテリア ライフスタイル リビングは見本市ディ
レクターにSUPPOSE DESIGN OFFICE 谷尻誠・吉田愛氏を迎え、
オフィスをテーマに特別企画を開催します。
谷尻氏、吉田氏がこれまでに手掛けたプロジェクトに絡めながら
「しごと」についてお話しします。

食器や鍋、ツールなどキッチンをめぐる消費材の市場は先が見えな
い状況が続いています。新しい商機はインテリアや住まいと繋がる
リアルなキッチンライフにこそあります。その最新事情をジャーナリ
ストが解説。新ビジネスに挑む2社へ公開インタビューも！その後は
ドイツワインでのカクテルアワーでビジネス交流会を催します。

16:00 － 17:00 For Retail Business

食とキッチンライフ　新ビジネス創出Meet-up

キッチンジャーナリスト 

本間美紀
協賛：オスモ＆エーデル（株）

7月18日（木）

IDÉEが目指す暮らしの提案
「生活の探求、美意識のある暮らし」をコンセプトにした
インテリアブランド「IDÉE（イデー）」のバイヤーが、これまでに
手がけた企画や買付について実例をもとにお話しします。

IDÉEが選ぶBest Buyer’s Choiceにもご注目ください！

IDÉE バイヤー
大島忠智 

14:45 －
インテリア ライフスタイル
アワード授賞式

14:00 － 15:15 For Retail Business / Award

（株）奈良クラブ 代表取締役社長 

中川政七 （左）
（株）エイトブランディングデザイン 
代表 / ブランディングデザイナー
西澤明洋 （右）

おでかけクリエイティブナイト
エイトブランディングデザインの西澤明洋氏が聞き手となり、様々な
クリエイティブの秘訣を探るトークセミナー「クリエイティブナイト」
が特別出張。今回のゲストは、中川政七氏。サッカーチーム（株）奈良
クラブを通じた地域ブランド化の方法論に迫ります。先着100名様
にCOEDOビールをプレゼント。一緒に乾杯しましょう！

16:00 － 17:00 For Social Business

協賛：コエドブルワリー

Exhibitor index 出展者一覧

それぞれの理想の店づくり
アトリウム特別企画ディレクションチームが語る理想の店づくりとは。
最新事例とともにアトリウム特別企画に込めた
メッセージをお伝えします。

14:00 － 15:00  For Retail Business

（株）メソッド 代表
山田遊 （左上）

DRAWER inc.

池田充宏 （右上）

設計事務所 ima

小林恭 ＋ マナ （左下）

CPCenter

塚本晃弘 （右下）

13:30 － 14:30  For Social Business

幅広いデザイン活動を行なうKIGIのお二人と
産地との関わりも深いバイヤー山田遊氏の対談から、
地域・産地とデザイナーの理想的な協業の形を導き出します。

地域を活かすデザイナーとのものづくり

（株）メソッド 代表 

山田遊 
（株）キギ　
クリエイティブ
ディレクター
/ アートディレクター
植原亮輔 

（株）キギ
アートディレクター
/ デザイナー
渡邉良重 

10:30 － 11:30 For Social Business

MADE51－難民による新しいビジネスの可能性
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）によって立ち上げられた
プロジェクト「MADE51」。難民たちによる工芸品を、市場に流通
させ販売につなげるための取組みです。社会的企業の協力のも
と、伝統技術と現代デザインを融合させた魅力的な製品を創作
しています。アジア見本市初出展のMADE51による新たなビジネ
スモデルにご注目ください。

MADE51グローバルリーダー
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）
ハイディ クリスト
※同時通訳あり

Exhibitor index 出展者一覧
（敬称略）

アトリウム特別企画 The Corner Shop

（株） acrylic
As it is / （株）中野科学
（株）E&Y
IFUJI
VITAL MATERIAL
かねみつ漆器店
KIKOF
（株）CAST JAPAN
京東都
9°
CLAUS PORTO / （株）ルック
└Ach Brito & Ca, S.A.
COmRE / （株）室島精工
COURT / 堀田カーペット（株）
COOHEM
山陽製紙（株）
（株）ZIKICO
（株）SyuRo
SUMIDA CONTEMPORARY
SEKISAKA
SEVEN SEVEN
DYK / （株）高儀
TAISEI（株）
（株）竹尾
（株）TANT
tempo / （有）mother tool
（株）ドゥーブルアッシュ
東京西海（株）
トウメイ
TRICOTE
（株）ドロワー
TONKACHI
NAGAE+
（株）NOMAD
PAPIER TIGRE
HARU stuck-on design; / （株）ニトムズ
biotope / （株）ビオトープ
FIEL
MY BOTANICAL GARDEN / （株）ネクストデイ
（有） マルヒロ
marumasu
ミドリ / （株）デザインフィル
MIYAVIE
MAKE WHAT YOU WILL
（株）MOODA SOAME
（株） 山のくじら舎
湯躍 / ヤングビーナス薬品工業（株）
（株）ライブラリーデザイン
LAPUAN KANKURIT / （株）ビオトープ
ROYAL-PHOENIX of the seas
1 PLATE PRODUCTS
alpaka / Decoreter OU 【エストニア】
└（株）ヘルモーイ

ア行
（株）アーツワークス / チェリーブラウン

ikaero / （株）近藤紡績所
アイハラ貿易（株）
（株）アイ・フェローズ
└ミッシーファルミ
（株）青芳

Design Access / アカツキコーポレーション（株）
（株）アクセサリーマルタカ
（有）アクセル ジャパン
（株）浅川製作所

ASAHEI  ALEXANDRE TURPAULT BORGO DELLE TOVAGLIE
（株）飛鳥工房 （諸富家具振興協同組合）
アスワン（株）

アッシュコンセプト
アットアロマ（株）
ADERIA / 津軽びいどろ
（株）アプロス
（株）アペックス
am / （株）藤和商会
あやせものづくり研究会
A la carte
├ ikuji-kobo
├Disney Baby
├decorate
├PEEP ZOOM
├BIRKENSTOCK
└Leapepe
ALART / 丸信金属工業（株）
（株）un tiers
（株）アンドゥミ
アンマリー・シャニョン / （株）エムアイシー
└レッセ・リュシー・フェール
EKO JAPAN（株）
（株）イーズ プロダクツ
（株）イケヒコ・コーポレーション
石丸陶芸（株）
（株）一千乃（旧アクティ大門屋（株））
（株）イッソ・エッコ
ideaco
（株）イナダ商事
稲元マーク（株）
祈りの道具屋まなか
（株）イワタ
（株）IMPEX JAPAN
（株）ウィークス
ヴィンテージ リバイバル プロダクションズ
ウェスキー（株）
VOIRY
UTSUA / （株）まるぶん
（株）うなぎの寝床
栄進物産（株）
A.P.WORKS / （株）アドブレーン
ESCALE（株）
越前漆器（株）KORINDO
エデュテ（株）
NJスタイル / 名古屋樹脂工業（株）
ELVANG DENMARK / スヴァ インターナショナル
（株）エルックス
OW: / （株）はせがわ
（株）大泉物産
オークヴィレッジ（株）
大蔵山スタジオ（株）
オカ（株） プリス事業部
お香・お線香の梅栄堂
小田陶器（株）
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
OLSIA

カ行
（株）岳南木工商会
家事問屋
嘉匠菴 （有）大尾嘉漆器
KataKoto / （株）WakuWaku Office
cado / カドー
我戸幹男商店
金沢卯辰山工芸工房
カミノシゴト
カミヒトエ
カモ井加工紙（株）
カンポ マルツィオ / （株）ニップインターナショナル
Giiton / 清原（株）
キジファブリック
└ Inka Japan

KISEN / （有）四津川製作所
木村硝子店
（株）木屋
キリオリ / （株）高橋型精
（有）金照堂
KINZOKUOH | Flow / （株）三松
（株）クォーターリポート
クサカンムリ
KUSU HANDMADE / （株）中村
グッチーニ、ウェスコ、レオナルド、ケラ、ボスカ、
　ゾーン、モルソー / （株）シカマインターナショナル
クラシカ（株）
└（株）アカネライティング
（株）グラナダ
（株）グラムス
クリーンテックス・ジャパン（株）
（株）GreenFlash
QURZ INC.
（株）クレエ
クレオ ハキハキ工房
GLENROYAL / 渡辺産業（株）
（株）ゲットイット
└クチポール
Kochel / OPUS（同）
（株）小泉製作所
（公財）高知県産業振興センター
├（有）上田微生物
├（株）エコアス馬路村
├（株）ケンセン35
├（一社）高知県木材協会 土佐材流通促進協議会
├（株）土佐組子
├（有）土佐通信
├（株）土佐龍
├（有）戸田商行
├（株）ハート
├穂岐山刃物（株）
├（株）ミロクテクノウッド
└（株）モリサ
江東ブランド（江東区）
├江戸川木材工業（株）
├GRASSE TOKYO（株）
├GLASS-LAB（株）
├（有）篠原紙工
├北三（株）
└リカシツ（株）
国際化工（株）
小倉 縞縞
Coquette
cozyca products
COTTLE
（株）コペックジャパン
コモック / トゥーユー  （株）スタジオアナグラム
conte
コンテックス（株）
KONTON / ヤマテー

サ行
（株）サカン
（有）作山窯
（株）SATOMI SUZUKI TOKYO
THE HARVEST / （株）ローヤル物産
ZAF
サンレジャン（株）
G.F.G.S.
G.E.M
（株）GSホームプロダクツジャパン
└ ritterwerk GmbH
JTC（株）
ジェンガラ
ジオインタナショナル（株）

sizuro / （株）日本香堂
（株）志成販売
（株）シティライフ

SHIMAYASU STYLE / （株）島安汎工芸製作所
（株）シモオカ
JAVALO ELF
SIWA | 紙和 / 大直
シン
（株）シング
ThinKniT
新光金属（株）
杉田エース（株）
SKOOLER,810s / MOONSTAR
スケーター（株）
（株）スズ木

stairs design products / （株）ダイコープロダクト
SOUTIENCOL + gardens of paradise / （有）ユニバーサルラボ
ステファノマーノ / （株）ディンプル
スリーアップ（株）
Sleep Style Lab. / （株）睡眠機能研究所
諏訪田製作所
├ルビス
└ロレンツィ ミラノ
西部木工 / ARTISAN
セールス・オンデマンド（株）
瀬戸内デニム（株）
ceramic mimic fabric / 文山製陶（有）
（株）セラミック・ジャパン
セセリーンハウス / （株）ハルモニア
センコー（株）
SEMPRE / （株）米澤製材所
（株）センプレデザイン
泉洋化工（株）
soil（株）
双円
（有）草土
（有）副久製陶所
Sotto / 瀬尾製作所（株）
（株）ソルティー

タ行
TAISEI BIJUTSU PRINTING
TAITAI
TIME & STYLE
髙岡屋
（株）タカタレムノス
高野木工（株）
（有）タカハシ産業
（株）竹中
タスマンインターナショナル（株）
├Burleigh
└Denby
（株）ダッドウェイ（ペット プロダクツ）
（株）ダッドウェイ（ベビー・キッズ プロダクツ）
龍野コルク工業（株）
DAN PROJECT
（有）鋳心ノ工房
（株）ツカモトコーポレーション
（株）土直漆器
226
（株）角田清兵衛商店
燕振興工業（株）
DIARGE / （株）ラディアス
（株）ティーズファクトリー
（株）ディーディーインテックス

TISTOU / DOMANI / extremis / Henry Dean / BROKIS
Timbre
（株）ディンプレックス・ジャパン
（株）テオリ
テラモト（株）
天衣無縫 （株）新藤
（一財）伝統的工芸品産業振興協会
TOIVO / （株）ライン
（株）東京商工社
東京吉岡（株）
（株）東五六

TOJIKITONYA
藤次郎（株）
（株）トーマ
（有）冨岡商店
TOMITA
└（株）KSAG
TOMOKO
（株）トヨダプロダクツ -Creas-

TRANSPARENCY / 新興プラスチックス（株）
└（株）エーディコア・ディバイズ
トリニティ（株）
トリプル・オゥ
トルコのオヤ糸屋さん

ナ行
長谷園
└ IFNi ROASTING&CO.
ナガノインテリア工業（株）
名古屋木材（株）
ナチュラルグローブ（株）
ニーディックテキスタイル
224porcelain
（株）ニチガン
日本製ベビー服PUPO
日本繊維輸入組合
├田村駒（株）
└西田通商（株）
日本ハンドバッグ工業連合会
├（株）キクヒロ
├（有）清川商店
├（株）サンバッグ坂本
├（株）三和袋物
├ナース鞄工（株）
├（有）野村製作所
├（株）パーリィー
├（株）まるふく商店
├（有）ミヤ・レザークラフト
├（株）山万
├（株）ラモーダヨシダ
└（株）リーブス
ニュートラルグレイ
NEIGHBOR & CRAFTSMAN
ネコネコデザインペーパーアーツ
（株）ノーム
ノスタルジックガレージ / （株）青木商店
のるぶりんかラグ

ハ行
（株）バーディー・プラン
（株）ハイマウント
パシフィック洋行（株）
（株）ハシモト清
PASS THE BATON
八幡化成（株）
服部テキスタイル（株）
はなもっこ / シーブレーン
（有）バハール
（有）hapuna&Co.
晴香堂（株）
（株）HALムスイ
播州織工業協同組合
HANWA ltd.
（株）ピーエーエス
（株）ピーオーエス
ピーターラビット / （株）ソニー・クリエイティブプロダクツ
（株）B.Bファニシング
└E.B.International（H.K）Ltd
People Tree / フェアトレードカンパニー
（株）ビーワーススタイル
PICUS
（株）ビッテ
（株）HINODEYA
百年物語 / （公財）にいがた産業創造機構
（有）ヒロ・コーポレーション
廣田硝子（株）

ヒロボシ（株）
hint by UMENODESIGN
├天野漆器 （株）
├インダストリーアンドマネジメント（株）
├ウインセス（株）
├（有）かねみつ漆器店
├GLASS-LAB（株）
├上越クリスタル硝子（株）
├ゼロミッション
├（株）高千穂
├中田漆木
├日本ケミフェルト（株）
├（株）フクシン
├（株）丸進
└丸三安田瓦工業（株）
FARM / Brown.
（有）4th-market
（株）フクシン
ふくろやタオル
富士工業（株）
FUJITAKA TOWEL GINZA
富士吉田織物協同組合
├（株）アルル
├（有）田辺織物
└（有）テンジン
富士吉田織物協同組合 2nd
├（有）羽田忠織物
└光織物（有）
フットマーク（株）
（株）ブランカコーポレーション
（株）BLUE
PLAYCOURT
フレイムス
PROGRESS
（株）フロンティア
（株）ブンカ / CafeBlind Lab.
└（株）コルティナ
Pale Blue.By K
PALEVEIL / 岩岡印刷工業（株）
ベストエフォート（株）
（株）ヘミングス
（株）ベルベット
bordbar / （株） 鯨岡
ホームステッドリミテッド
（株）ホクビ
北陸製菓（株）
ポトペリー
（有）堀江陶器
POLS / （株）丸萬

マ行
（株）マークス
MACALASTAIR / 渡辺産業（株）
益子焼 わかさま陶芸
（株）マストプラニング
増見哲（株）
（株）松井ニット技研
松田美智子の自在道具
（株）松本商店
（株）マテリアカーサ
マルアイ
marusatsu
（株）マルサン近藤
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
丸三綿業（株）
丸眞（株）
└アブラハムムーン&サンズ
（株）マルモ印刷
（有）丸嘉小坂漆器店
（株）丸利玉樹利喜蔵商店

MEETS TAKEGAMI / 中越パルプ工業（株）
（株）ミキモク
└（株）すえ木工
mizuiro（株）
水島産業（株）・美鶴
（有）ミマツ工芸 （諸富家具振興協同組合）

Odai / 宮川森林組合
深山
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
ミューファン
ムーミン / （株）ライツ・アンド・ブランズ
ムク
ムラエ商事（株）
村上パイル（株）
（株）メイク
メゾンベルジェ パリ / ルネ（株）
└プロデュイ ベルジェ
（株）メタロイ商会
（株）メリーゴーラウンド
木製照明のモアレ
moji
MotoM / オリンピア照明（株）
MOBJE / （株）Yence
MOHEIM / （株）プラスティックス
MoMA / （株）ピーオーエス
モメント
MOYO / （株）フォーワテック・ジャパン
MoriMori / （株）フォレスト

ヤ行
（株）ヤクセル
YAMAZAKI X NORIKO HASHIDA DESIGN
（株）山櫻 +lab（プラスラボ）
（株）山田家具工業
山田繊維（株）
（株）大和
（株）ヤマト屋
（有）弥生陶園
（株）ユープロダクツ
（株）ユニコン
吉井タオル（株）

ラ行
ライクイット（株）
ラグマート
（株）LACONIC
（株）ラップスインターナショナル
（株）リアクセント
（株）リアルジャパンプロジェクト
Reela
リサ・ラーソン / （株）トンカチ
LINEN TALES / （株）エフアイオウ
Re:ful / （株）トヨトミ
リンデン（株）
RoomClip
ルクス / シーブイ
（株）ルネ・デュー
ルボア（株）
（株）ルミカ
RAINFUBS
レオ・レオニズフレンズ / （株）コスモマーチャンダイズィング
レグナテック（株） （諸富家具振興協同組合）
レ・クリント / （株）スキャンデックス
レジュモージェモー
ロイヤルガーデナーズクラブ
LOCHERBER / （株）大同
（株）ロロ
└（有）ゼストコーポレーション

ワ行
（株）ワールド・クリエイト
Y.S.M PRODUCTS
ワイエムワールド
（株）ONCE

FOODIST

AKIZUKIEN （有）お茶の秋月園
umu design Inc.
おいしい日本茶研究所
Kumamoto TOMATO-logy PROJECT
KOANDRO（株）
（株）ごとう醤油
（株）里山商会
谷川醸造（株）
中根製茶（株）
日仏貿易（株）
NEWE
ハーブラボラトリー
美観堂
hickory03travelers
PLANTE（株）
HOSHIKO
ポルトドポルト（同）
三宅商店カフェ工房

NEXT

ASEEDONCLOUD
Asemi Co.
アトリエヨクト
ALBELROY
AND WOOL
IKKON
n.number
m.Funatabi
eN PRODUCT
OKERU
Camphor
KUMAMORI ORGANICS
ke shi ki
穀雨
KODAMA TOKI
kochi
五八PRODUCTS
Sound Track
SAKURAYAMA
zaziquo
SUSTAINABLE CULTURE CLUB
Sarahbel
Som Barniile
Shinabel
Jino / Crown Clown Inc.
SHOJIFUJITA
JINMON
SUGAI WORLD, Inc.
Stitch
Slowdown Studio / KIAN
Selieu
ZEROMISSION
ttyokzk ceramic design
tamao×hug2
tutaee
Timoneto
テキスタイルの箱舟 / Madoka Oshikane
dou?
nife Co., ltd.
NECKTIE design office
nezu
nemunemu
nooca
Panenka
Hiragana
FAD distortion
Feelgood / Allfor1, Inc.
Fillyjonk
phenomena collection
FORSLAG DESIGN STUDIO
福村硝子
FLANGE PLYWOOD
Pull Push Products.
bog craft inc.

POTTENBURN TOHKII
PORTRAY AROMAS
bororo
MYNUS
MIND THE HAT
松葉畳店
mannine
ミズイロトシロ
millvalley
mills
moil
やまま文具
YURI HIMURO
ヨシタ手工業デザイン室
Yokke Pokke
RATTA RATTARR
RIOWA
retela
Re:VERSE PRODUCTS
Livin' Large
RYOTA AOKI POTTERY
Lue
Y inc.
STUDIO KIMYO 【韓国】

TALENTS

炭酸デザイン室
TM
tunnel design

-JEWELRY-selected by New Jewelry

ayako anemone
ambiek
ETSUSHI
ohrora
KAKERA
comado
ColouR
susui
silica nuzzle
sumiiro
Douze
tortue
toi bonheur
Babi glass jewelry
Bio Jewelry Coloridas
HiN
POTTERY STUDIO K
MalaNoche
mica jewelry works
MIKU FUKAMITSU
MEGUMI TOYOKAWA
moca.arpeggio
unik
YURI MIYATA
yoki
le chemin
Loop Ring Works
RoseRose

Australia

ARTISANS GLOBAL

Austria

Rasp GmbH
└Vienna Snowglobe

Denmark

DYKON A/S

Finland

Finlayson Oy
├FINLAYSON
├アスワン（株）
├（株）カインドウェア
├（株）かまわぬ
├三陽商事（株）
├スタックストー（株）
├西川（株）
├ベネリック（株）
├丸眞（株）
├（株）マルアイ
├メサテックスジャパン（株）
├（株）ノルディックギフト
└（株）山加商店
Myssyfarmi
└（株）アイ・フェローズ
Finland Pavilion
Hukka Design
├LOVI
├Luin Living
└Pisa Design

France

PEUGEOT SAVEURS SNC

Germany

KERAMIKSTUDIO ANNE WERNER
LUMENQI
German Pavilion
├ADVANSA
├billerbeck Betten-Union
├Brinkhaus
├Eagle Products Textil
├ Federal Ministry for Economic Affairs and Energy （BMWi）
├Goebel Porzellan
├Kordula Graupner Holzminiaturen
├MAWA
├Norafin Industries (Germany)
├Plauener Seidenweberei 
│└ IHK Chemnitz
├Relaxound
├STS Textiles
├Wendt & Kuhn KG （ヴェント&キューン） 
└Werkstatt moderner Figurenbildnerei Guenter Reichel

Hong Kong

Hong Kong Trade Development Council
sinwaki international trading limited
└xu weilong

India

BSL LTD
ESAF RETAIL PRIVATE LTD.
KARUR EXPORT COMPANY
Ocean Exim India Pvt. Ltd.
RIVIERA HOME FURNISHINGS PVT. LTD.
SHEELTEX （INDIA）
SRIYANSH KNITTERS PVT. LTD.

Italy

FIORIRA UN GIARDINO SRL

Lithuania

LINOO
SMELLS LIKE SPELLS
└（株）アスティ
made in LITHUANIA
├A grupe リトアニアリネン
├ACIU PACIU
├COZYWOOD
├ENTERPRISE LITHUANIA
├Epic Linen
├kARTu studio
├Lino takas
├MagicLinen
├Manon Mondan
├Midene Art Studio
├MooseAmber
├Nord DECO
├NorraVilla
└RUTY

Morocco

LE NOUVEL ATLAS SARL

Portugal

NOSDIL S.A.
FROM PORTUGAL
├ANTONIO SALGADO & C. LDA
├APERTEX
├CARAPAU PORTUGUESE PRODUCTS
├CARVALHO
├DITTO
├FROM PORTUGAL
├ INVIDRO GLASS ART
├LASA
├LITTLE NOTHING - PAULA CASTRO
├MANTECAS - BUREL FACTORY
├MARIAS PAPPERDOLLS
├MUNDOTEXTIL
└VICARA

Russia

IMPERIAL PORCELAIN MANUFACTORY

South Korea

GNIKOREA Co.,Ltd.
JUNJU
LEVERPRESSO

Spain

TEXTILES FRAUPEREZ S.L.
└バーモラルインターナショナル
Spain Pavilion
├COTOBLAU S.A.
├CREACIONES EUROMODA
├DESTINY DECOR SL
├ENGUITEX HOME S.L.U
├FRANCISO JOVER S.A.
├Textiles Visatex
└VIALMAN S.L.

Switzerland

MADE51

Taiwan

BE Enterprise Co., Ltd.

FERRO-CARBON ENT. CO., LTD
Gdesign / Gold Classic Enterprise Ltd.
Hightrend Merchandise Corp. Tzulai Branch
Thermo Square Taiwan Ltd.
XUTAI STUDIO
└DEHONG INTERNATIONAL CASHMERE CO.
YIJIU PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD
National Taiwan Craft Research and Development Institute
├Atelier Unique tapa
├HUNSHEN
├JIAJ LIVING ART STUDIO
├National Taiwan Craft Research and Development Institute
├Orixin Metal Art
├OUI design
├silverplants
├TENMOKU STARRING
└Tsai Ching Ceramics

Thailand

Department of Industry Promotion
THE SUPPORT ARTS AND CRAFTS INTERNATIONAL CENTER 
  OF THAILAND, PUBLIC ORGANIZATION （SACICT）

Tunisia

Tunisian Handicrafts
├ARTEX
├Center of Innovation in Carpet and Weaving
├Katia Glass Painting
├Noble Olivewood
└NATIONAL OFFICE OF TUNISIAN HANDICRAFTS

Turkey

DENIZLI RATEKS TEKSTIL
NAKKAS CINI SERAMIK HEDIYELIK ESYA TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI
Solmazer Mutfak Esyalari

United States

David Howell & Company
└エントロピーデザイン



※タイトル、講演内容などは変更になる場合がございます。最新情報は見本市公式ウェブサイトをご確認ください。

7月17日（水） 7月19日（金）

LIFESTYLE SALON 2019 聴講無料・事前予約不要

10:30 － 11:30  For Retail Business

はじめての小口輸入 ～ビジネス輸入の流れ～

（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
貿易・投資アドバイザー 芝田政之
※セミナー後には海外出展者をまわりながらの
　レクチャーツアーを開催。

もう迷わない。海外の素敵な製品を店頭に！
小ロット輸入の具体的な知識を一から学べます。

12:15 － 13:15 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ
※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。 12:15 － 13:15 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ ※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。

12:00 － 13:00 For New Ideas

Ambiente Trends 2019

ボラ・ヘルケ・パルミザーノ
（ドイツのデザイントレンド発信事務所）
アネッタ パルミザーノ ※同時通訳あり

生活雑貨やインテリアのトレンドがわかる！
ドイツの見本市「アンビエンテ」発の最新情報。

ゑびや大食堂の売上を4倍にした
データ活用とAI改革
100年以上続く老舗店を、AIやビッグデータを活用し、業務の
効率化を図り売上向上と労働環境を改善した取組みをご紹介。

（有）ゑびや・（株）EBILAB  
代表取締役社長
小田島春樹 

10:30 － 11:30 For Retail Business

15:00 － 16:00 For Contract Business

SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd. 
代表取締役　
谷尻誠 （左） 
吉田愛 （右）

「しごと」
次回11月のIFFT/インテリア ライフスタイル リビングは見本市ディ
レクターにSUPPOSE DESIGN OFFICE 谷尻誠・吉田愛氏を迎え、
オフィスをテーマに特別企画を開催します。
谷尻氏、吉田氏がこれまでに手掛けたプロジェクトに絡めながら
「しごと」についてお話しします。

食器や鍋、ツールなどキッチンをめぐる消費材の市場は先が見えな
い状況が続いています。新しい商機はインテリアや住まいと繋がる
リアルなキッチンライフにこそあります。その最新事情をジャーナリ
ストが解説。新ビジネスに挑む2社へ公開インタビューも！その後は
ドイツワインでのカクテルアワーでビジネス交流会を催します。

16:00 － 17:00 For Retail Business

食とキッチンライフ　新ビジネス創出Meet-up

キッチンジャーナリスト 

本間美紀
協賛：オスモ＆エーデル（株）

7月18日（木）

IDÉEが目指す暮らしの提案
「生活の探求、美意識のある暮らし」をコンセプトにした
インテリアブランド「IDÉE（イデー）」のバイヤーが、これまでに
手がけた企画や買付について実例をもとにお話しします。

IDÉEが選ぶBest Buyer’s Choiceにもご注目ください！

IDÉE バイヤー
大島忠智 

14:45 －
インテリア ライフスタイル
アワード授賞式

14:00 － 15:15 For Retail Business / Award

（株）奈良クラブ 代表取締役社長 

中川政七 （左）
（株）エイトブランディングデザイン 
代表 / ブランディングデザイナー
西澤明洋 （右）

おでかけクリエイティブナイト
エイトブランディングデザインの西澤明洋氏が聞き手となり、様々な
クリエイティブの秘訣を探るトークセミナー「クリエイティブナイト」
が特別出張。今回のゲストは、中川政七氏。サッカーチーム（株）奈良
クラブを通じた地域ブランド化の方法論に迫ります。先着100名様
にCOEDOビールをプレゼント。一緒に乾杯しましょう！

16:00 － 17:00 For Social Business

協賛：コエドブルワリー

Exhibitor index 出展者一覧

それぞれの理想の店づくり
アトリウム特別企画ディレクションチームが語る理想の店づくりとは。
最新事例とともにアトリウム特別企画に込めた
メッセージをお伝えします。

14:00 － 15:00  For Retail Business

（株）メソッド 代表
山田遊 （左上）

DRAWER inc.

池田充宏 （右上）

設計事務所 ima

小林恭 ＋ マナ （左下）

CPCenter

塚本晃弘 （右下）

13:30 － 14:30  For Social Business

幅広いデザイン活動を行なうKIGIのお二人と
産地との関わりも深いバイヤー山田遊氏の対談から、
地域・産地とデザイナーの理想的な協業の形を導き出します。

地域を活かすデザイナーとのものづくり

（株）メソッド 代表 

山田遊 
（株）キギ　
クリエイティブ
ディレクター
/ アートディレクター
植原亮輔 

（株）キギ
アートディレクター
/ デザイナー
渡邉良重 

10:30 － 11:30 For Social Business

MADE51－難民による新しいビジネスの可能性
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）によって立ち上げられた
プロジェクト「MADE51」。難民たちによる工芸品を、市場に流通
させ販売につなげるための取組みです。社会的企業の協力のも
と、伝統技術と現代デザインを融合させた魅力的な製品を創作
しています。アジア見本市初出展のMADE51による新たなビジネ
スモデルにご注目ください。

MADE51グローバルリーダー
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）
ハイディ クリスト
※同時通訳あり

Exhibitor index 出展者一覧
（敬称略）

アトリウム特別企画 The Corner Shop

（株） acrylic
As it is / （株）中野科学
（株）E&Y
IFUJI
VITAL MATERIAL
かねみつ漆器店
KIKOF
（株）CAST JAPAN
京東都
9°
CLAUS PORTO / （株）ルック
└Ach Brito & Ca, S.A.
COmRE / （株）室島精工
COURT / 堀田カーペット（株）
COOHEM
山陽製紙（株）
（株）ZIKICO
（株）SyuRo
SUMIDA CONTEMPORARY
SEKISAKA
SEVEN SEVEN
DYK / （株）高儀
TAISEI（株）
（株）竹尾
（株）TANT
tempo / （有）mother tool
（株）ドゥーブルアッシュ
東京西海（株）
トウメイ
TRICOTE
（株）ドロワー
TONKACHI
NAGAE+
（株）NOMAD
PAPIER TIGRE
HARU stuck-on design; / （株）ニトムズ
biotope / （株）ビオトープ
FIEL
MY BOTANICAL GARDEN / （株）ネクストデイ
（有） マルヒロ
marumasu
ミドリ / （株）デザインフィル
MIYAVIE
MAKE WHAT YOU WILL
（株）MOODA SOAME
（株） 山のくじら舎
湯躍 / ヤングビーナス薬品工業（株）
（株）ライブラリーデザイン
LAPUAN KANKURIT / （株）ビオトープ
ROYAL-PHOENIX of the seas
1 PLATE PRODUCTS
alpaka / Decoreter OU 【エストニア】
└（株）ヘルモーイ

ア行
（株）アーツワークス / チェリーブラウン

ikaero / （株）近藤紡績所
アイハラ貿易（株）
（株）アイ・フェローズ
└ミッシーファルミ
（株）青芳

Design Access / アカツキコーポレーション（株）
（株）アクセサリーマルタカ
（有）アクセル ジャパン
（株）浅川製作所

ASAHEI  ALEXANDRE TURPAULT BORGO DELLE TOVAGLIE
（株）飛鳥工房 （諸富家具振興協同組合）
アスワン（株）

アッシュコンセプト
アットアロマ（株）
ADERIA / 津軽びいどろ
（株）アプロス
（株）アペックス
am / （株）藤和商会
あやせものづくり研究会
A la carte
├ ikuji-kobo
├Disney Baby
├decorate
├PEEP ZOOM
├BIRKENSTOCK
└Leapepe
ALART / 丸信金属工業（株）
（株）un tiers
（株）アンドゥミ
アンマリー・シャニョン / （株）エムアイシー
└レッセ・リュシー・フェール
EKO JAPAN（株）
（株）イーズ プロダクツ
（株）イケヒコ・コーポレーション
石丸陶芸（株）
（株）一千乃（旧アクティ大門屋（株））
（株）イッソ・エッコ
ideaco
（株）イナダ商事
稲元マーク（株）
祈りの道具屋まなか
（株）イワタ
（株）IMPEX JAPAN
（株）ウィークス
ヴィンテージ リバイバル プロダクションズ
ウェスキー（株）
VOIRY
UTSUA / （株）まるぶん
（株）うなぎの寝床
栄進物産（株）
A.P.WORKS / （株）アドブレーン
ESCALE（株）
越前漆器（株）KORINDO
エデュテ（株）
NJスタイル / 名古屋樹脂工業（株）
ELVANG DENMARK / スヴァ インターナショナル
（株）エルックス
OW: / （株）はせがわ
（株）大泉物産
オークヴィレッジ（株）
大蔵山スタジオ（株）
オカ（株） プリス事業部
お香・お線香の梅栄堂
小田陶器（株）
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
OLSIA

カ行
（株）岳南木工商会
家事問屋
嘉匠菴 （有）大尾嘉漆器
KataKoto / （株）WakuWaku Office
cado / カドー
我戸幹男商店
金沢卯辰山工芸工房
カミノシゴト
カミヒトエ
カモ井加工紙（株）
カンポ マルツィオ / （株）ニップインターナショナル
Giiton / 清原（株）
キジファブリック
└ Inka Japan

KISEN / （有）四津川製作所
木村硝子店
（株）木屋
キリオリ / （株）高橋型精
（有）金照堂
KINZOKUOH | Flow / （株）三松
（株）クォーターリポート
クサカンムリ
KUSU HANDMADE / （株）中村
グッチーニ、ウェスコ、レオナルド、ケラ、ボスカ、
　ゾーン、モルソー / （株）シカマインターナショナル
クラシカ（株）
└（株）アカネライティング
（株）グラナダ
（株）グラムス
クリーンテックス・ジャパン（株）
（株）GreenFlash
QURZ INC.
（株）クレエ
クレオ ハキハキ工房
GLENROYAL / 渡辺産業（株）
（株）ゲットイット
└クチポール
Kochel / OPUS（同）
（株）小泉製作所
（公財）高知県産業振興センター
├（有）上田微生物
├（株）エコアス馬路村
├（株）ケンセン35
├（一社）高知県木材協会 土佐材流通促進協議会
├（株）土佐組子
├（有）土佐通信
├（株）土佐龍
├（有）戸田商行
├（株）ハート
├穂岐山刃物（株）
├（株）ミロクテクノウッド
└（株）モリサ
江東ブランド（江東区）
├江戸川木材工業（株）
├GRASSE TOKYO（株）
├GLASS-LAB（株）
├（有）篠原紙工
├北三（株）
└リカシツ（株）
国際化工（株）
小倉 縞縞
Coquette
cozyca products
COTTLE
（株）コペックジャパン
コモック / トゥーユー  （株）スタジオアナグラム
conte
コンテックス（株）
KONTON / ヤマテー

サ行
（株）サカン
（有）作山窯
（株）SATOMI SUZUKI TOKYO
THE HARVEST / （株）ローヤル物産
ZAF
サンレジャン（株）
G.F.G.S.
G.E.M
（株）GSホームプロダクツジャパン
└ ritterwerk GmbH
JTC（株）
ジェンガラ
ジオインタナショナル（株）

sizuro / （株）日本香堂
（株）志成販売
（株）シティライフ

SHIMAYASU STYLE / （株）島安汎工芸製作所
（株）シモオカ
JAVALO ELF
SIWA | 紙和 / 大直
シン
（株）シング
ThinKniT
新光金属（株）
杉田エース（株）
SKOOLER,810s / MOONSTAR
スケーター（株）
（株）スズ木

stairs design products / （株）ダイコープロダクト
SOUTIENCOL + gardens of paradise / （有）ユニバーサルラボ
ステファノマーノ / （株）ディンプル
スリーアップ（株）
Sleep Style Lab. / （株）睡眠機能研究所
諏訪田製作所
├ルビス
└ロレンツィ ミラノ
西部木工 / ARTISAN
セールス・オンデマンド（株）
瀬戸内デニム（株）
ceramic mimic fabric / 文山製陶（有）
（株）セラミック・ジャパン
セセリーンハウス / （株）ハルモニア
センコー（株）
SEMPRE / （株）米澤製材所
（株）センプレデザイン
泉洋化工（株）
soil（株）
双円
（有）草土
（有）副久製陶所
Sotto / 瀬尾製作所（株）
（株）ソルティー

タ行
TAISEI BIJUTSU PRINTING
TAITAI
TIME & STYLE
髙岡屋
（株）タカタレムノス
高野木工（株）
（有）タカハシ産業
（株）竹中
タスマンインターナショナル（株）
├Burleigh
└Denby
（株）ダッドウェイ（ペット プロダクツ）
（株）ダッドウェイ（ベビー・キッズ プロダクツ）
龍野コルク工業（株）
DAN PROJECT
（有）鋳心ノ工房
（株）ツカモトコーポレーション
（株）土直漆器
226
（株）角田清兵衛商店
燕振興工業（株）
DIARGE / （株）ラディアス
（株）ティーズファクトリー
（株）ディーディーインテックス

TISTOU / DOMANI / extremis / Henry Dean / BROKIS
Timbre
（株）ディンプレックス・ジャパン
（株）テオリ
テラモト（株）
天衣無縫 （株）新藤
（一財）伝統的工芸品産業振興協会
TOIVO / （株）ライン
（株）東京商工社
東京吉岡（株）
（株）東五六

TOJIKITONYA
藤次郎（株）
（株）トーマ
（有）冨岡商店
TOMITA
└（株）KSAG
TOMOKO
（株）トヨダプロダクツ -Creas-

TRANSPARENCY / 新興プラスチックス（株）
└（株）エーディコア・ディバイズ
トリニティ（株）
トリプル・オゥ
トルコのオヤ糸屋さん

ナ行
長谷園
└ IFNi ROASTING&CO.
ナガノインテリア工業（株）
名古屋木材（株）
ナチュラルグローブ（株）
ニーディックテキスタイル
224porcelain
（株）ニチガン
日本製ベビー服PUPO
日本繊維輸入組合
├田村駒（株）
└西田通商（株）
日本ハンドバッグ工業連合会
├（株）キクヒロ
├（有）清川商店
├（株）サンバッグ坂本
├（株）三和袋物
├ナース鞄工（株）
├（有）野村製作所
├（株）パーリィー
├（株）まるふく商店
├（有）ミヤ・レザークラフト
├（株）山万
├（株）ラモーダヨシダ
└（株）リーブス
ニュートラルグレイ
NEIGHBOR & CRAFTSMAN
ネコネコデザインペーパーアーツ
（株）ノーム
ノスタルジックガレージ / （株）青木商店
のるぶりんかラグ

ハ行
（株）バーディー・プラン
（株）ハイマウント
パシフィック洋行（株）
（株）ハシモト清
PASS THE BATON
八幡化成（株）
服部テキスタイル（株）
はなもっこ / シーブレーン
（有）バハール
（有）hapuna&Co.
晴香堂（株）
（株）HALムスイ
播州織工業協同組合
HANWA ltd.
（株）ピーエーエス
（株）ピーオーエス
ピーターラビット / （株）ソニー・クリエイティブプロダクツ
（株）B.Bファニシング
└E.B.International（H.K）Ltd
People Tree / フェアトレードカンパニー
（株）ビーワーススタイル
PICUS
（株）ビッテ
（株）HINODEYA
百年物語 / （公財）にいがた産業創造機構
（有）ヒロ・コーポレーション
廣田硝子（株）

ヒロボシ（株）
hint by UMENODESIGN
├天野漆器 （株）
├インダストリーアンドマネジメント（株）
├ウインセス（株）
├（有）かねみつ漆器店
├GLASS-LAB（株）
├上越クリスタル硝子（株）
├ゼロミッション
├（株）高千穂
├中田漆木
├日本ケミフェルト（株）
├（株）フクシン
├（株）丸進
└丸三安田瓦工業（株）
FARM / Brown.
（有）4th-market
（株）フクシン
ふくろやタオル
富士工業（株）
FUJITAKA TOWEL GINZA
富士吉田織物協同組合
├（株）アルル
├（有）田辺織物
└（有）テンジン
富士吉田織物協同組合 2nd
├（有）羽田忠織物
└光織物（有）
フットマーク（株）
（株）ブランカコーポレーション
（株）BLUE
PLAYCOURT
フレイムス
PROGRESS
（株）フロンティア
（株）ブンカ / CafeBlind Lab.
└（株）コルティナ
Pale Blue.By K
PALEVEIL / 岩岡印刷工業（株）
ベストエフォート（株）
（株）ヘミングス
（株）ベルベット
bordbar / （株） 鯨岡
ホームステッドリミテッド
（株）ホクビ
北陸製菓（株）
ポトペリー
（有）堀江陶器
POLS / （株）丸萬

マ行
（株）マークス
MACALASTAIR / 渡辺産業（株）
益子焼 わかさま陶芸
（株）マストプラニング
増見哲（株）
（株）松井ニット技研
松田美智子の自在道具
（株）松本商店
（株）マテリアカーサ
マルアイ
marusatsu
（株）マルサン近藤
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
丸三綿業（株）
丸眞（株）
└アブラハムムーン&サンズ
（株）マルモ印刷
（有）丸嘉小坂漆器店
（株）丸利玉樹利喜蔵商店

MEETS TAKEGAMI / 中越パルプ工業（株）
（株）ミキモク
└（株）すえ木工
mizuiro（株）
水島産業（株）・美鶴
（有）ミマツ工芸 （諸富家具振興協同組合）

Odai / 宮川森林組合
深山
└瑞浪市産業振興販路開拓委員会
ミューファン
ムーミン / （株）ライツ・アンド・ブランズ
ムク
ムラエ商事（株）
村上パイル（株）
（株）メイク
メゾンベルジェ パリ / ルネ（株）
└プロデュイ ベルジェ
（株）メタロイ商会
（株）メリーゴーラウンド
木製照明のモアレ
moji
MotoM / オリンピア照明（株）
MOBJE / （株）Yence
MOHEIM / （株）プラスティックス
MoMA / （株）ピーオーエス
モメント
MOYO / （株）フォーワテック・ジャパン
MoriMori / （株）フォレスト

ヤ行
（株）ヤクセル
YAMAZAKI X NORIKO HASHIDA DESIGN
（株）山櫻 +lab（プラスラボ）
（株）山田家具工業
山田繊維（株）
（株）大和
（株）ヤマト屋
（有）弥生陶園
（株）ユープロダクツ
（株）ユニコン
吉井タオル（株）

ラ行
ライクイット（株）
ラグマート
（株）LACONIC
（株）ラップスインターナショナル
（株）リアクセント
（株）リアルジャパンプロジェクト
Reela
リサ・ラーソン / （株）トンカチ
LINEN TALES / （株）エフアイオウ
Re:ful / （株）トヨトミ
リンデン（株）
RoomClip
ルクス / シーブイ
（株）ルネ・デュー
ルボア（株）
（株）ルミカ
RAINFUBS
レオ・レオニズフレンズ / （株）コスモマーチャンダイズィング
レグナテック（株） （諸富家具振興協同組合）
レ・クリント / （株）スキャンデックス
レジュモージェモー
ロイヤルガーデナーズクラブ
LOCHERBER / （株）大同
（株）ロロ
└（有）ゼストコーポレーション

ワ行
（株）ワールド・クリエイト
Y.S.M PRODUCTS
ワイエムワールド
（株）ONCE

FOODIST

AKIZUKIEN （有）お茶の秋月園
umu design Inc.
おいしい日本茶研究所
Kumamoto TOMATO-logy PROJECT
KOANDRO（株）
（株）ごとう醤油
（株）里山商会
谷川醸造（株）
中根製茶（株）
日仏貿易（株）
NEWE
ハーブラボラトリー
美観堂
hickory03travelers
PLANTE（株）
HOSHIKO
ポルトドポルト（同）
三宅商店カフェ工房

NEXT

ASEEDONCLOUD
Asemi Co.
アトリエヨクト
ALBELROY
AND WOOL
IKKON
n.number
m.Funatabi
eN PRODUCT
OKERU
Camphor
KUMAMORI ORGANICS
ke shi ki
穀雨
KODAMA TOKI
kochi
五八PRODUCTS
Sound Track
SAKURAYAMA
zaziquo
SUSTAINABLE CULTURE CLUB
Sarahbel
Som Barniile
Shinabel
Jino / Crown Clown Inc.
SHOJIFUJITA
JINMON
SUGAI WORLD, Inc.
Stitch
Slowdown Studio / KIAN
Selieu
ZEROMISSION
ttyokzk ceramic design
tamao×hug2
tutaee
Timoneto
テキスタイルの箱舟 / Madoka Oshikane
dou?
nife Co., ltd.
NECKTIE design office
nezu
nemunemu
nooca
Panenka
Hiragana
FAD distortion
Feelgood / Allfor1, Inc.
Fillyjonk
phenomena collection
FORSLAG DESIGN STUDIO
福村硝子
FLANGE PLYWOOD
Pull Push Products.
bog craft inc.

POTTENBURN TOHKII
PORTRAY AROMAS
bororo
MYNUS
MIND THE HAT
松葉畳店
mannine
ミズイロトシロ
millvalley
mills
moil
やまま文具
YURI HIMURO
ヨシタ手工業デザイン室
Yokke Pokke
RATTA RATTARR
RIOWA
retela
Re:VERSE PRODUCTS
Livin' Large
RYOTA AOKI POTTERY
Lue
Y inc.
STUDIO KIMYO 【韓国】

TALENTS

炭酸デザイン室
TM
tunnel design

-JEWELRY-selected by New Jewelry

ayako anemone
ambiek
ETSUSHI
ohrora
KAKERA
comado
ColouR
susui
silica nuzzle
sumiiro
Douze
tortue
toi bonheur
Babi glass jewelry
Bio Jewelry Coloridas
HiN
POTTERY STUDIO K
MalaNoche
mica jewelry works
MIKU FUKAMITSU
MEGUMI TOYOKAWA
moca.arpeggio
unik
YURI MIYATA
yoki
le chemin
Loop Ring Works
RoseRose

Australia

ARTISANS GLOBAL

Austria

Rasp GmbH
└Vienna Snowglobe

Denmark

DYKON A/S

Finland

Finlayson Oy
├FINLAYSON
├アスワン（株）
├（株）カインドウェア
├（株）かまわぬ
├三陽商事（株）
├スタックストー（株）
├西川（株）
├ベネリック（株）
├丸眞（株）
├（株）マルアイ
├メサテックスジャパン（株）
├（株）ノルディックギフト
└（株）山加商店
Myssyfarmi
└（株）アイ・フェローズ
Finland Pavilion
Hukka Design
├LOVI
├Luin Living
└Pisa Design

France

PEUGEOT SAVEURS SNC

Germany

KERAMIKSTUDIO ANNE WERNER
LUMENQI
German Pavilion
├ADVANSA
├billerbeck Betten-Union
├Brinkhaus
├Eagle Products Textil
├ Federal Ministry for Economic Affairs and Energy （BMWi）
├Goebel Porzellan
├Kordula Graupner Holzminiaturen
├MAWA
├Norafin Industries (Germany)
├Plauener Seidenweberei 
│└ IHK Chemnitz
├Relaxound
├STS Textiles
├Wendt & Kuhn KG （ヴェント&キューン） 
└Werkstatt moderner Figurenbildnerei Guenter Reichel

Hong Kong

Hong Kong Trade Development Council
sinwaki international trading limited
└xu weilong

India

BSL LTD
ESAF RETAIL PRIVATE LTD.
KARUR EXPORT COMPANY
Ocean Exim India Pvt. Ltd.
RIVIERA HOME FURNISHINGS PVT. LTD.
SHEELTEX （INDIA）
SRIYANSH KNITTERS PVT. LTD.

Italy

FIORIRA UN GIARDINO SRL

Lithuania

LINOO
SMELLS LIKE SPELLS
└（株）アスティ
made in LITHUANIA
├A grupe リトアニアリネン
├ACIU PACIU
├COZYWOOD
├ENTERPRISE LITHUANIA
├Epic Linen
├kARTu studio
├Lino takas
├MagicLinen
├Manon Mondan
├Midene Art Studio
├MooseAmber
├Nord DECO
├NorraVilla
└RUTY

Morocco

LE NOUVEL ATLAS SARL

Portugal

NOSDIL S.A.
FROM PORTUGAL
├ANTONIO SALGADO & C. LDA
├APERTEX
├CARAPAU PORTUGUESE PRODUCTS
├CARVALHO
├DITTO
├FROM PORTUGAL
├ INVIDRO GLASS ART
├LASA
├LITTLE NOTHING - PAULA CASTRO
├MANTECAS - BUREL FACTORY
├MARIAS PAPPERDOLLS
├MUNDOTEXTIL
└VICARA

Russia

IMPERIAL PORCELAIN MANUFACTORY

South Korea

GNIKOREA Co.,Ltd.
JUNJU
LEVERPRESSO

Spain

TEXTILES FRAUPEREZ S.L.
└バーモラルインターナショナル
Spain Pavilion
├COTOBLAU S.A.
├CREACIONES EUROMODA
├DESTINY DECOR SL
├ENGUITEX HOME S.L.U
├FRANCISO JOVER S.A.
├Textiles Visatex
└VIALMAN S.L.

Switzerland

MADE51

Taiwan

BE Enterprise Co., Ltd.

FERRO-CARBON ENT. CO., LTD
Gdesign / Gold Classic Enterprise Ltd.
Hightrend Merchandise Corp. Tzulai Branch
Thermo Square Taiwan Ltd.
XUTAI STUDIO
└DEHONG INTERNATIONAL CASHMERE CO.
YIJIU PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD
National Taiwan Craft Research and Development Institute
├Atelier Unique tapa
├HUNSHEN
├JIAJ LIVING ART STUDIO
├National Taiwan Craft Research and Development Institute
├Orixin Metal Art
├OUI design
├silverplants
├TENMOKU STARRING
└Tsai Ching Ceramics

Thailand

Department of Industry Promotion
THE SUPPORT ARTS AND CRAFTS INTERNATIONAL CENTER 
  OF THAILAND, PUBLIC ORGANIZATION （SACICT）

Tunisia

Tunisian Handicrafts
├ARTEX
├Center of Innovation in Carpet and Weaving
├Katia Glass Painting
├Noble Olivewood
└NATIONAL OFFICE OF TUNISIAN HANDICRAFTS

Turkey

DENIZLI RATEKS TEKSTIL
NAKKAS CINI SERAMIK HEDIYELIK ESYA TEKSTIL SAN. VE TIC LTD STI
Solmazer Mutfak Esyalari

United States

David Howell & Company
└エントロピーデザイン


