
Exhibitor index

広島･東京の2カ所を拠点とし、住宅、商業空間、

会場構成、ランドスケープ、プロダクト、イン

スタレーションなど、国内外で幅広い分野の

プロジェクトを多数手がける。近年の代表作に

「hotel koe tokyo」「関東マツダ 目黒碑文谷

店」などがある。

【ディレクター】
SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd
代表取締役 谷尻誠／吉田愛

LIFESTYLE SALON 2022

6月1日（水） 6月2日（木） 6月3日（金）

花が成長する過程において、花が咲き、散り、

そして新緑が芽生えるように、

小物や雑貨も発想やきっかけからデザインされて、作られ、

お店に並び、誰かの手に取られます。

このように花と雑貨の来歴は等しく「どの瞬間も美しい」。

今回の特別企画「Blooming」では、小物や雑貨、

そして出展者個々の小さな世界観が、

咲き誇り輝くようなブースデザイン・空間構成を目指します。

この場で出会うさまざまな個性や世界観に触れることで、

新しい発想のきっかけや新しい気づきに

つながることを期待します。

www.suppose.jp

最新のプログラム情報はこちら
※プログラム内容は変更になる場合があります。

最新の出展者情報はこちらから
検索できます ※感染防止対策のため、各回先着100名までの参加とさせていただきます。

※聴講希望の方は各回開始15分前よりお並びいただけます。
会場：アトリウム 出展者一覧

EUで高まるSDGsの波はファッション、
建材、身近な商材にも影響を及ぼし始
めています。E Uを代表する床材メー
カー t a r k e t tと、一流ファッション
ブランドも多数採用するナイロンメー
カーA q u a f i lと業務提携した伊藤忠
商事（株）の取組みを紹介しながら、
SDGsの先端地であるEUにおける商品
デザインのトレンド、コンセプトをお話し
します。

EU発の環境対応商材の現在
－建材、アパレル、繊維素材等に見る使うことへの責任－

アトリウム特別企画

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。今年は2 0 2 2年のトレンド
の紹介に加えて、長年の取材から得た
情報をもとに、アンビエンテの印象を
ジャーナリスト本間美紀氏に語っていた
だきます。

※Ambiente Trendsについては
　録画配信となります。
※同時通訳あり

Ambiente Trends 2022

身近に自然を感じられる住まいや暮
らし、それがスノーピークが提案する
「野遊びができる暮らし方」です。なぜ、
スノーピークが「住」事業に取り組んで
いるのか。家具の開発から街づくりまで、
スノーピークの「住」についてご紹介し
ます。

スノーピークが提案する「野遊びのできる暮らし方」

自然とつながる空間デザイン

世界最大のテキスタイルの国際見本市、
ハイムテキスタイルのこれまでの膨大な
トレンドアーカイブを掘り起こし、これか
らの時代にやっぱり必要なデザインやス
タイル、カラー、キーワード、インスピ
レーションを改めて構成して心地良い
未来を探ります。

Reconnect.
ハイムテキスタイルのトレンドアーカイブ

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。今年は2 0 2 2年のトレンド
の紹介に加えて、長年の取材から得た
情報をもとに、アンビエンテの印象を
ジャーナリスト本間美紀氏に語っていた
だきます。

※Ambiente Trendsについては
　録画配信となります。
※同時通訳あり

Ambiente Trends 2022

プロダクトレーベルの未来、マーケット
の中で求められている事、デザインとビ
ジネスの両立について率直な意見を交
わします。

プロダクトレーベルの復興

日本各地の「長く続くその土地らしさ」を
発掘し、紹介するD&DEPARTMENTの
ナガオカさんの活動から、地方における
デザインの活用法や可能性を考える
トークセッション。
故郷の愛知県阿久比町に会員制店舗を
開き、売り場に立つリアルな日々から考
える「デザイン」の今についてお話しし
ます。

地方とデザイン 
－おでかけクリエイティブナイト #11－

自然だらけの地方にも
バイオフィリックデザインは必要なのか？

北欧と日本は、寒冷地、木の文化など共
通点も多く、互いに影響を受け合ってい
ると思います。自然に敬意を払い、素材
の特徴を活かした美しい物づくり。北欧
インテリアを23年扱ってきて今年リブラ
ンディングしたILLUMSと、正直なデザ
イン（Honest Des ign）を心がけつつ
NormArchitectsなど北欧との関係も
深い芦沢啓治氏をお迎えして、北欧と日
本についてお話しします。

北欧と日本、インテリアの親和性
（株）ILLUMS JAPAN
クリエイティブディレクター
山岡重信

（株）芦沢啓治建築設計事務所
建築家／デザイナー
芦沢啓治

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

【モデレーター】
ジャーナリスト
本間美紀

ハイムテキスタイル 
公式アンバサダー
ienotextile主宰
南村弾

（有）インテリア情報企画
代表取締役
善明剛史

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

【モデレーター】
ジャーナリスト
本間美紀

Tarkett Hong Kong Ltd.
リージョナル セールス マネージャー
小畑直人

伊藤忠商事（株）
サステナブルプロジェクト
開発マネージャー
谷本光紀

（株）パーク・コーポレーション
parkERs
クリエイティブディレクター
城本栄治

（株）パーク・コーポレーション
parkERs
オペレーションDiv.マネージャー
いばらきフラワーパーク園長
長田昇

（敬称略）

【ファシリテーター】
inu（同）
ディレクター
藤本美紗子

カリモク家具（株）
取締役副社長
加藤洋

ケイミュー（株）
執行役員
商品企画・技術開発部長
藤田新次

（株）芦沢啓治建築設計事務所
建築家／デザイナー
芦沢啓治

（株）E＆Y 代表取締役
デザインエディター
松澤剛

（株）100percent 
代表取締役
坪井信邦

【ファシリテーター】
liil（同）
代表
篠原礼子

（株）スノーピーク
執行役員
未来開発本部長
吉野真紀夫 

（株）スノーピーク
事業創造本部
王治菜穂子

【モデレーター】
（株）スノーピーク
未来開発本部
村田春雄

D＆DEPARTMENT PROJECT
デザイン活動家
ナガオカケンメイ

（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

（福）ChaCha Children ＆ Co.
理事長
迫田健太郎

（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

環境意識の高まりを受けて、プロダクト
開発においてサステナブルという視点の
ない商品開発はもはや存在し得ないと
言ってもいいほどです。その中において
アップサイクル、創造的再利用は、まだま
だその可能性を謳歌できていない分野で
あると同時に、成功の秘訣にはデザイ
ナーやアーキテクトの豊かな発想と企業
の協力が不可欠です。今回の企画参加企
業のケイミュー、カリモク家具と本企画
ディレクター芦沢啓治氏がアップサイクル
の可能性について語ります。

アップサイクルって何？02

「持続可能な未来の主役を育む。」が
コンセプトの保育園ChaCha Children 
Daikanyama。「自然公園×クリエイティ
ブ教育」がコンセプトの都市公園内保育園 
ChaCha Chi ldren Soshigayakoen 　。
このような未来志向の学び場づくりのクリ
エイティブの根底に流れる理念は「20年後
を創る」というミッションです。建築や子育
て環境づくりを社会へのメッセージとし、
子どもたちを社会の担い手として尊重する
独自の価値観、幼児教育とクリエイティブ
の共創のあり方を考えるトークセッション。

クリエイティブがもたらす20年後の幼児教育のあり方
－おでかけクリエイティブナイト #12－

11:00－12:00 For New Ideas 11:00－12:00 For New Ideas 11:00－12:00 For Contract Business

12:30－13:15 For New Ideas 12:30－13:15 For New Ideas 12:30－13:30 For Contract Business

14:00－15:00 For Retail Business 14:00－15:00 For Retail Business 14:00－15:00 For Contract Business

16:00－17:00 For Contract Business 16:00－17:00 For New Ideas 15:15－16:15 For Contract Business

聴講無料 事前予約不要 完全入替制

SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.
代表取締役
谷尻誠／吉田愛

【ファシリテーター】
「商店建築」副編集長
車田創

コロナ禍では身近な生活のなかでもカフェ、
オフィスなどオープンスペースの必要性を
感じることが増えてきました。内（自然）と中
（建物）をゆるやかに繋ぐ空間について、
SUPPOSE DESIGN OFFICEが今まで関わっ
てきた宿泊施設やオフィス、住宅など自然を
取り入れた空間について、過去のプロジェ
クトを事例にお話しいただくとともに、今後
の生活に必要とされる自然と建物の関わり
合いについて探ります。また、谷尻氏、吉田氏
自身が普段の生活で取り入れている「自然と
空間」についてもお話しします。

「日常に公園のここちよさを。」をコンセ
プトに、都会の生活の中に公園のような
心 地よい空 間をデザインしてきた
parkERsは、昨年、茨城県の公園のリ
ニューアルに参画することになりました。
都会ではなく地方、室内ではなく屋外と、
これまでとは異なるプロジェクトから見
えてきたこれからの人と自然の関係性、
空間デザインの可能性についてお話し
します。

（3月29日現在）

2022.3.30念校

アトリウム特別企画 Blooming

As it is /（株）中野科学
（株）アセンブル
（株）アボード
石丸陶芸（株）
オーヴュー / アール・シー・ピー（株）
（有）かねみつ漆器店
KITSUCA
（株）CAST JAPAN
京東都（きょうとうと）
國府田商店（株）
（株）Cozy Plus Incorporate・アンコンプレ
（有）シーブレーン
（株）尚雅堂
（株）すみだ珈琲
（株）セラミック・ジャパン
（株）髙橋型精
DDI.
Neutral Gray
（株）ネクストデイ
（株）ピーオーエス
（株）フタバ
ブルーマチックジャパン（株）
（株）ポトペリー
前畑（株）
（株）益基樹脂
丸枡染色（株）
横山興業（株）
ヨシタ手工業デザイン室

ア行

アーバン工芸（株）
アイシン高丘（株）
（株）青木商店
AKASE（株）
（株）朝日堂
（株）アッシュグレイ
アッシュコンセプト
└あやせものづくり研究会
（株）ADVAITA
└アーテック（株）
Atelier ao
atelier Su
└創房 荻須
アトリグラス（有）
（同）アナザーハンドレッドイヤーズ
（株）アプラス
（株）アプロス
（株）アペックス
（株）アルナ
（株）アルル
（株）アワサカ
アンドメディカル
EKO JAPAN（株）
（株）イーズプロダクツ
石巻工房
（株）イチーナ
（株）逸品社
ideaco
（株）イデアポート
井上製作所（株）
├扇町工芸
└FURIKAKE
Innovative Craft Works
（株）イワタ
インターゼロ（株）
WEEKEND（ER）& CO. /（株）ヘミングス
（株）ウィークス
Vita
VOIRY
UASHMAMA /（株）コンタン
（株）うなぎの寝床
UMENODESIGN（株）
├インスタイル（株）
├ウインセス（株）
├関谷理化（株）
├高千穂シラス（株）
├（株）フクシン
├（株）丸進
└丸三安田瓦工業（株）
漆のお箸十八膳
（有）永商 / Parsian Gabbeh
（株）エーゾーン
エーワイ（株）
MNNG / mononogu Co., Ltd.
（有）EL COMMUN
（有）及春鋳造所
（株）大泉物産
オークヴィレッジ（株）
オカ（株）プリス事業部
（株）オカモト商店
（株）小倉陶器
お香・お線香の梅栄堂

小田陶器（株）
OKKO真珠（株）
OLSIA
オロル（株）

カ行

（株）カイズ
（株）カイタックファミリー
（株）岳南木工商会
家事問屋
春日部桐たんす組合 / PAULONA
（株）我戸幹男商店
金沢卯辰山工芸工房
カモ井加工紙（株）
Kayu Style
（株）華陽テクノ･プラザ
カリモク家具（株）
（株）川口電機製作所
（学）環境造形学園専門学校 ICSカレッジオブアーツ
（有）雉子舎
キッシーズ（株）
木村硝子店
キュリオスプリング（株）
ギルド工房
GINZA SOBI FLOWERS
銀座吉田（株）
錦城護謨（株）
（株）クォーターリポート
クチポール
クレシェンド（有）
（株）CLEDRAN
（株）クローネ
km5（株）
啓文社印刷工業（株）
ケイミュー（株）
（有）ケナー
（株）小泉製作所
（公財）高知県産業振興センター
├GROWING
├（株）ケンセン35
├土佐草木花
├（株）土佐龍
├（有）戸田商行
├ひだか和紙（有）
├（株）ミロクテクノウッド
└（株）モリサ
Ko.U (株）
江東ブランド / 江東区
（株）コクーゾ
国際化工（株）
Coquette（株）
（株）コサイン
（株）コンセプト

サ行

（株）彩か
（有）サイフク
（株）坂謙
SAGALAGA DESIGN
（株）サカン
（株）佐々木商店
サフォ /（株）ハート
（株）サンキ
三条商工会議所
├（株）相場紙器製作所
├（株）大湊文吉商店
├カネコ総業（株）
├（株）川﨑合成樹脂
├（株）テーエム
├（株）トミタ
├馬場長金物（株）
├（株）古沢製作所
└（株）山谷産業（村の鍛冶屋）
（株）三方舎
（株）三松
サンレジャン（株）
（有）三和トレーディング
JTC（株）
ジオインタナショナル（株）
Ciqi
（株）ZIKICO
（公財）静岡産業振興協会
├岸本挽物
├KOZOU HAKOSTYLE
├ZEROMISSION
└（有）日本スエーデン
（株）志成販売
（株）島安汎工芸製作所
（株）シモオカ
JUST SHELF
新光硝子工業（株）
└（株）HERBAL8
新光金属（株）

（株）新藤
杉竹 design studio
└Bouillon
（株）スズ木
スタンスケープ（株）
（株）スタンプス
STTOKE / Fun Projects Inc.
（株）スノーピーク
SPARKLE
（株）諏訪田製作所
セイショク（株）NUNOUS事業部
soil（株）
（有）草土
（株）ソニー・クリエイティブプロダクツ

タ行

㐧一衛材（株）
（株）ダイコープロダクト
（株）大同
大同機工（株）
TIME & STYLE
ダイヤロン（株）
（株）タカタレムノス
高野木工（株）
（株）竹中
タスマンインターナショナル（株）デンビー バーレイ
タッテ バイ タッテ / SETSUKO TATEMOTO F&T
（株）ダッドウェイペット
Tanimura Corporation
（株）WS
（株）ダントッツ
└（株）ONE DESIGNS
（株）チップス
（有）鋳心ノ工房
（株）角田清兵衛商店
燕振興工業（株）
DIARGE
（株）TNコーポレーション
（株）ティーズファクトリー
（株）ディーディーインテックス
（株）テオリ
（株）テラモト
（有）テンジン
（一財）伝統的工芸品産業振興協会
（株）ドアン
東京吉岡（株）
陶磁器問屋
（株）東洋工芸
冨田商店（株）
（株）トヨトミ
トラモンティーナ

ナ行

中井産業（株）
長谷製陶（株）
（株）ナショナル発条
（株）ニーディック
（株）日曜社
ニッケン刃物（株）
（株）日翔工業
日本光触媒センター（株）
日本ビダヤコム（株）
（株）ヌースプロジェクツ
ぬりもんあきない
ネコネコデザインペーパーアーツ
（株）能作
（株）ノーリツイス / 1518
ノット（株）
nowartt ARTGALLERY /（株）アザーワイズ

ハ行

by koransha /（株）香蘭社
（株）榛原
（有）羽田忠織物
PANAPUFA /（株）WinDuce
Panenka
パプラス /（株）カミーノ
HARIOランプワークファクトリー（株）
HariRuri
晴香堂（株）
（株）HALムスイ
ハローストーンプロジェクト
バンドシー（株）
（株）ビーワーススタイル
HIGASHIOSAKA FACTORies / 東大阪市
└大原電線（株）
光織物（有）

BESPOKE MATERIALS JAPAN
├（株）イーストンテック
├（株）エレガントウッドコーポレーション
├大蔵山スタジオ（株）
├（有）金照堂
├（有）スペース エム プロジェクツ ジャパン（SMP）
├（株）土佐組子
└（株）ビジョンマーケティング
（株）ビッテ
（株）HINODEYA
（株）VIVID VAN
（株）ビラベック
廣田硝子（株）
FAB.(dot)
FOYL /（有）ロイヤルテクノ
（株）Fly On
フライングソーサー
プリマ（株）
（株）BLUE
Fulcrum/（有）森元
Presence Furniture Laboratory / SMILE CORP
フロムノーフェア
（株）フロンティア
（株）ヘミングス
穂岐山刃物（株）
北陸製菓（株）
polku
porukka pattern

マ行

（株）マークス
（株）増田
マスターズクラフト（株）
（株）mature
松山油脂（株）
（株）マハロカンパニー
（株）マルアイ
（株）マルサン近藤
丸信金属工業（株）
MARUNI60 /（株）マルニ木工
（株）まるふく商店
丸安毛糸（株）
（有）丸よ 小泉商店
（有）丸嘉小坂漆器店
Meet Design
├AXCIS
├Atelier Yocto
├E&Y
├Um Dimm
├karin
├Craft Design Technology
├COPACK
├sugata
├STUDIO HAKKOTAI
├SEKISAKA
├ZEROMISSION
├SOGU
├TG
├TOMA
├knot
├Hamanishi DESIGN
├PICUS
├100percent
├Pull Push Products.
├Floyd
├ fromRush
├magic Fragrance
├MOTON
├46/D. -THE GOOD OLD PRODUCTS
└The Landscapers
水島産業（株）
ミズノ（株）
ミヤザキ食器（株）
（有）ミヤマ全織
（株）ミヤマプランニング
ミューファン
（株）美吉
millvalley
ムク プリュ クレム /（有）モンテローザ
MUZICA VITA
むす美
村上美術（株）/ amabro
（株）メイク
（株）メタロイ商会
Moobeli（株）
MOHEIM /（株）プラスティックス

ヤ行

yup!
ヤマコー（株）
（株）ヤマザキ
（株）山七
（株）ヤマテー

（株）ヤマト屋
山梨県
（株）ユープロダクツ
（有）ユニバーサルラボ
吉井タオル（株）
吉田テクノワークス（株）
（有）四津川製作所
（株）米澤製材所

ラ行

ライクイット（株）
（株）ライツ・アンド・ブランズ
├一広（株）
├ウィナーズ（株）
├（株）エフエービージャパン
├（株）エンスカイ
├（株）オカトー
├サンスター文具（株）
├スケーター（株）
├スタックストー（株）
├（株）スミノエ
├（株）スモール・プラネット
├（株）生産者直売のれん会
├（株）セキグチ
├ゾーウィー（株）
├（有）タカサカ・インターナショナル・ジャパン
├（株）ダッドウェイ
├（株）ニシザキ
├原貿易（株）
├ピープルツリー / フェアトレードカンパニー（株）
├富士ホーロー（株）
├（株）ブルームーン
├ベネリック（株）
├（株）マリモクラフト
├丸榮日産（株）
├（株）山加商店
├ヨコズナクリエーション（株）
├（株）碌山
└（株）ワタナベ
ライフオンプロダクツ（株）
（株）ラップスインターナショナル
（株）リアクセント
（株）リアルポイント
Reela
Re:Sketch /（有）神田板金
（株）RICCI EVERYDAY
リビンラージ
（株）リブインコンフォート 
（株）ルートート
└（株）OKULAB
ルームアンドスプール / パンダ企画
ルームクリップ（株）
ル・ノーブル / ノーブルトレーダース（株）
Royal Furniture Collection
（株）ローヤル物産
ロッカクケイ（同）- Tanicushion

ワ行

（株）ワールド・クリエイト
ワンマイラー&デトランズ

FOODIST

Eco & Art /（有）アクアス
（株）北山物産
（株）ごとう醤油
（株）里山商会
しまんと百笑かんぱに（株）
（株）茶通亭 おいしい日本茶研究所
とびしま柑橘工房（株）
中根製茶（株）
日仏貿易（株）
（株）平岡商店
PLANTE（株）
（株）HOSHIKO Links
（株）山壽杉本商店
（株）ヨルテ

NEXT

Asemi Co.
雨
ISSHINDO PRODUCTS
KIKIME
KODAMA TOKI
SUNNY LOCATION
Selieu
TIER
テキスタイルの箱舟 / madoka oshikane
dou? /（株）Kondo
tototo
nezu
nooca

HiNGE dept. Accessory
FACTORY
Fillyjonk
frumafar.
breezyblue
PORTRAIT LAB
bog craft
POTTENBURN TOHKII
松葉畳店
YUI MATSUDA
Jul / murmur
retela
Little Riddle
Reflect art
LOTTA

TALENTS

oyasumi design
SEIKI DESIGN STUDIO
Domino
Hasnicca

-JEWELRY-selected by New Jewelry LLC.

atelierNEUF
Atelier Mallet
AARUSHI / エムジーン（有）
（株）キッソオ
kinaka jewelry
saia
GENAC ROUE
jardim by Marina Ishii
（株）双樹舎
tblt
DayDream(Glass)
Tema' Baco
Hitomi Hashimoto metalworks
Yumi Sumiyama

Denmark

Anne Black / FORTUNA

Finland

Embassy of Finland in Japan Trade Section (Business Finland)
HERMANDIA
HUKKA DESIGN
Osmia Oy
PISA DESIGN
Plastep

Germany

German Pavilion
├Börner
├COSMIRA
├Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
├Kobold
├MAWA
├RIDDER
└SANSYU CORP.

Great Britain and Northern Ireland

Niwaki

Italy

COSI TABELLINI JAPAN

Korea, the Republic of （South）

AROMACO INC

Portugal

FROM PORTUGAL
├CARVALHO
└LASA

Singapore

Oumazing International Furniture Pte Ltd

Spain

Stor, S.L. - QUOKKA

Taiwan

FERRO-CARBON ENT. CO., LTD.
TSAO RU CO., LTD.
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