
PRESS RELEASE
HIGHLIGHT
28 Oct. - 3 Nov. 2016



デザインイベント「HIGHLIGHT」について
■日時	 2016年１０月28日（金）-１１月３日（木）11:00-19:00	

	 (10/27	15:00-18:00	プレスプレビュー/18:00-21：00	オープニングレセプション)

■住所	 東京都文京区小石川2-5-7佐佐木ビルB棟2階

■TEL	 03-5689-5597（芦沢啓治建築設計事務所）	

■参加デザイナー/ブランド（2016年9月時点、順不同・敬称略）	Christophe	Guberan、Dimitri	Bähler、Calvin	Ho、安藤北斗・林登志也	/we+､

	 村越淳、MUTE、Bob	Foundation、Gabriel	Tan、三澤直也、Jean	Besson、Fabien	Cappello、二俣公一、	TORAFU	ARCHITECTS、

	 田部井美奈、藤城成貴、	DRILL	DESIGN、長岡勉、山野英之、芦沢啓治	/	Supermama、tempo、DUENDE、石巻工房	

■プレス	 株式会社ミルデザイン

■URL	 http://designkoishikawa.com/highlight2016/

■協賛	 和信化学工業株式会社

■協力	 super	robot、	IFFT/インテリア	ライフスタイル	リビング、	ROOTOTE

■後援	 スイス大使館

DESIGN小石川は、新たなデザインイベント「HIGHLIGHT」を2016年秋に開催します。	「HIGHLIGHT」では、現

代の大量消費社会と一線を画すメッセージを内包したアートやプロダクトが、国内外からDESIGN小石川に集結。今

まさにハイライトというべきデザイナーやアーティストをキュレーションしてお見せします。	2016年秋の東京デザインウ

ィーク期間中には、変化しつつある小石川とエッジの効いたデザインを掛け合わせたイベントとして発展。同時に、2

階フロアをシェアする家具ショップ「TAIYOU	no	SHITA」、1階、4階の一部のスペース、小石川町内のショップ、印

刷工場を改装した石巻工房ショールームを巻き込んだエキシビションが展開されます。小石川という街と先鋭的なデ

ザインの融合による街の取り組みそのものが、東京の「ＨＩＧＨＬＩＧＨＴ」となるべく取り組んでいます。

エキシビションでは、昨年から始まった若手のスイスデザイナーとのコラボレーションを継続し、今年スイスデザイン賞

とHublot	Design	Awardｓ	を受賞したChristophe	Guberan＊１、そしてInterieur	awards	competitionで大賞を受

賞したDimitri	Bähler	＊2をデザイン小石川に招聘します。また石巻工房のコラボレーションワーク、シンガポールの

Gabriel	Tanによるいくつかの新作をはじめ、モビールブランドのtempo ＊3とスイスデザイナーたちによる新作、シンガ

ポールのデザインギャラリーSupermamaによるシンガポールのデザイナーと日本の工芸によるコラボレーション、デ

ザイナーがホームセンターの材料と加工費1万円以下でプロダクトを生み出すプロジェクトDOit	YOURSELF!など

多彩な顔触れとなっています。

期間中、小石川界隈のショップでのコラボレーション展示販売、同じく小石川にある石巻工房ショールームにおいて、

この度新たなステージを迎えるatelier	oïと芦沢啓治のユニット、oï	ashizawaのお披露目パーティーも行いますの

で、そちらも是非ご足をお運びください。

＊１	http://www.swissdesignawards.ch/federaldesign/2016/christophe-guberan/index.html?lang=en
＊2	https://interieur.be/awards/2016/objects
＊3	http://www.t-e-m-p-o.com



スーパーママはシンガポールのギャラリーショップでデザイン監修も行う。文化的なアイコンをデザ
インとして取り入れ、工芸品や日常的なものの間に微妙な境界線を探っている。少しぜいたくで
もみんなが伝統の一部分を持てるような商品を販売している。

Supermama | Brand

石巻工房×mizucolor | Project

DOit YOURSELF! | Project Drift | we+

Active Shoes | Christophe Guberan

Stove Chair | Gabriel Tan

VPT&C | Dimitri Bähler

SO | 村越淳

tempo | Brand

DUENDE | Brand

マークスインターナショナルのオリジナルブランド「DUENDE」（デュエンデ）より、芦沢啓治デザイ
ンの親子で使えるコートラック’DUE’を展示。その他、DIYをより気軽に、楽しくできるイタリア発の
PLAY	WOOD、オランダのTiny	miraclesなど様々な形状に変化できるユニークなプロダクトをお
披露目いたします。

DRILL	DESIGNとジャン・ベッソンがデザインしたモビールに加え、Christophe	Guberan	&	
Dimitri	Bähler	をゲストに向えた新しいモビールを展示します。tempoは国内外のデザイナーによ
る日本発・新しいモビールのシリーズです。

石巻工房の家具に、それらをデザインしたデザイナー、グラフィックデザイナーがそれぞれ色を選定
し、自然派塗料mizucolorで着色。今までの石巻工房とは一転グラフィカルな家具が誕生します。

DOit	YOURSELF!は、ホームセンターの商品から材料費と加工費を含め1万円以内で、新しいプ
ロダクトを製作するプロジェクトです。これは、デザイナーにとってのアイデアの宝庫、ホームセンタ
ーから、日本中にDO	IT	YOURSELFを拡張させる試みでもあります。

砂の上に影が落ちたように時計の針が動きつづける、移ろいゆくものと時を感じさせる時計を展
示します。

Exhibits

様々な厚みの布を伸縮性のある生地に重ねることにより、形状記憶構造を持つ布を開発。それら
を再構成してデザインされたアッパーシューズを展示します。伸縮性のあるファブリックと底面のゴ
ムのバランスが、しなやかさと安定感を両立させています。

シェーカーデザインに習ってデザインされた、狭い空間で使われるのに適した椅子を展示。3本足
で、背もたれが小さく、シェーカーストーブから発想を得た座面の、壁かけができる。

オランダのヨーロッパセラミックセンターにおいて開発した、セラミックの新たな成形、パターン付け、
色付けの方法を用いてデザイン、製作したプロダクトを展示します。

３Ｄプリンタによって同心球状に積層させた本作品は、回転する粘土に掌や指を押し当てた際に
できるろくろ目を想起させます。3Dプリンタという工程を無視するかのような次世代の製造手法を
用いて、あらためて工程の痕跡を見つめ直した作品です。



芦沢	啓治/Keiji	Ashizawa

MUTE/ミュート

Gabriel	Tan/ガブリエル・タン

藤城成貴/Shigeki	Fujishiro

山野英之/Hideyuki	Yamano

TORAFU ARCHITECTS/トラフアーキテクツ

Bob Foundation/ボブファンデーション

三澤	直也/	Naoya	Misawa

二俣公一/Koichi	Futatsumata

Fabien	Cappello/ファビアン・カッペーロ

Jean	Besson/ジャン・ベッソン

村越淳/Jun	Murakoshi

Calvin	Ho/カルヴィン・ホー

安藤北斗・林登志也	/we+
Hokuto	Ando	&	Toshiya	Hayashi	/we+

田部井美奈/Mina	Tabei DRILL DESIGN/ドリルデザイン

Dimitri Bähler/ディミトリ・ベレChristophe Guberan/クリストフ・グベラン

Solo Works     /Supermama     / Ishinomaki Laboratory×mizucolor     /tempo     / DOit YOURSELF !    /DUENDE     

1996年横浜国立大学建築学科卒業、	 architecture	 WORK-
SHOP、金物工房super　robot勤務を経て、2005年芦沢啓
治建築設計事務所設立。国内外の建築プロジェクト、家具ブ
ランド、デザインギャラリーとの仕事の傍ら2011年石巻工房設
立、2014年に家具ブランドとして会社化、代表取締役就任。	 主
に建築（オフィスビル、住宅、集合住宅、リノベーションなど）、家
具、プロダクトのデザインまで手がける。

イトウケンジとウミノタカヒロにより2008年に結成。共に桑沢デザ
イン研究所卒業。プロダクト、インテリア、グラフィックなど領域にと
らわれず、ディレクションからデザインまでトータルで行う。
IFFT	interiorlifestyle	living	Young	Designer	Award、GOOD	
DESIGN	 AWARD、石巻工房アドバイザリーボード、桑沢デザイ
ン研究所	非常勤講師。

シンガポールとバルセロナとニューヨークを接点に活躍するデザ
イナー。Gabriel	Tan	Studioとして個人でデザイン活動をしつ
つ、国際的なデザイン集団であるOutofstockの共同創設者。
主なクライアントにLigne	Roset、	Scanteak、Biobu、Industry	
Plus、Blå	Stationなど。ラサール芸術大学とオレゴン州大学の
非常勤講師、カンヌ・ライオンズで審査員も務めた。

和光大学経済学部卒業後、桑沢デザイン研究所夜間部を
卒業。	1998年より株式会社イデーに入社。	2005年に退社
し、shigeki	fujishiro	designとして個人でデザイン活動を行っ
ている。	主な契約先、Saito	Wood(Japan)、IDEE(Japan)、RS	
Barcelona(Spain)、Hermes	petit	h(France)、HAY(Denmark)
、2016/arita(Japan)、dosa(U.S.A)、第21回桑沢賞	受賞	

鈴野浩一(すずの	こういち)と禿真哉(かむろ	しんや)により2004
年に設立。建築の設計をはじめ、インテリア、展覧会の会場構
成、プロダクト、空間インスタレーションなど多岐に渡り、建築的な
思考をベースに取り組んでいる。

インテリアデザイナー。1983年東京生まれ。武蔵野美術大学
卒業後、同大学助手、在外研究員（パリ）を経て、現在フィールド
フォー・デザインオフィス所属。主な受賞に、石巻工房デザインコ
ンペティション優秀賞、Erik	Jørgensen	Design	Award	2011	
2nd	prize、8th	Gandia	Blasco	International	Design	Com-
petition	1st	prizeなど。

朝倉充展と洋美によるクリエイティブグループ。イギリスCentral	
Saint	Martins	College	of	Art	&	Design卒業後、2002年に
Bob	 Foundationを設立。アートディレクション/グラフィック/イラ
スト/ムービーなどに渡り活動。2015年、オリジナルペーパーブラ
ンドNumber	62をdaily	Bobという日用品ブランドに一新し、製造
から販売まで行う。興味のある題材を見つけては分野を問わず研
究する毎日。「プロフェッショナルな図画工作」がモットー。

福岡と東京を拠点に空間デザインを軸とする「ケース・リアル	
(CASE-REAL)」と、プロダクトデザインに特化する「二俣スタジ
オ	 (KOICHI	 FUTATSUMATA	 STUDIO)」、両主宰。インテリ
ア・建築、家具・プロダクトからオブジェクト作品に至まで多岐に渡
るデザインを手がける。

ジャン・ベッソンはパリを拠点に活動するデザイナー。
建築家と共同して家具デザインに携わるほか、作品を通じて”均
衡”について数々の試みを行っている。
モビール制作の工程はパーツがどのように作用するのか明確で
ないまま想像力を駆使して進められ、素材が持つ性質への探求
や足し算よりも引き算の考えのもとに作られている。

1978年、埼玉県出身。千葉大学工学部工業意匠学科ならび
に同大学院修了、Royal	 College	 of	 Art（英国王立芸術大学
院）MAデザインプロダクト科修了後、takram	design	engineer-
ingやi.lab（イノベーション・ラボラトリ）との新製品、新規事業開
発ならびに教育研究活動に従事。千葉大学大学院工学研究
科特任研究員、同大学国際教育センター特任助教、東京大学
知の構造化センター特任研究員（i.schoolプログラム・マネージャ
ー）を経て、Jun	Murakoshi	Design	代表。

カルヴィン・ホーは現代美術やグラフィックデザインなど多彩なジャ
ンルで活躍するデザイナー。1970年、シドニーで生まれ、5歳の時
に香港に移住。1992年より香港を拠点にデザイン活動を行う。
主なクライアントに、Adidas,	 Cartier,	 DKNY,	 NIKE,	 Disney,	
Wiredなど。2016年ﾃﾞｻﾞｲﾝ小石川にて初個展’MEMORIES’を
開催。

安藤北斗と林登志也により2013年に設立。東京を拠点に活動
するコンテンポラリーデザインスタジオ。プロダクト・インスタレーショ
ン・グラフィックなど、多岐に渡る領域のディレクションとデザインを
行ない、テクノロジーや特殊素材を活用した実験的なアプローチ
を追求している。

1973年奈良県生まれ。’09年、TAKAIYAMA	 inc.設立。	書籍、
広告、ロゴマーク、建築サインなど、平面から空間まで、グラフィッ
クデザインを軸に活動。	 また「クソバッジ」「B.C.G」などの制作も
行う。

グラフィックデザイナー。E&Y、輸入カメラ『LOMO』販売代理店
勤務を経て、2003年より有限会社服部一成に勤務。2006年よ
り個人の仕事もスタート。2014年に独立し、広告、CI、パッケー
ジ、書籍、雑誌などの仕事を中心に活躍。2009年アトリエ「kvin	
a」に参加。

林裕輔と安西葉子によるデザインスタジオ。2001年設立。プロ
ダクトデザインを中心に、グラフィック・パッケージ・空間デザインな
ど、カテゴリーを超えてデザインとディレクションを行う。	 アートディ
レクション、ブランディングデザイン、素材開発、用途開発、技術
開発の協力など、カタチをつくる以前の段階からプロジェクトに参
加することも多く、クライアントと共に新しいデザインの可能性を
広げている。

ファビアン・カッペーロはメキシコとロンドンを拠点に活動するプロ
ダクト・家具デザイナー。2010年に独立以来、商業的なものから
限定的な活動、環境問題などまで様々な分野で活動している。ま
た、どの作品においても、ものづくりの技術と工業生産の兼合い
を非常によく考えた上で制作している。

プロダクトデザイナー。1988年スイス生まれ。2010年、ローザン
ヌ美術大学卒業後、同大学でデザインの指導にあたる。2014
年デザイン事務所設立後、HAY、USM、Moustacheといった国
内外の企業から商品を発表。ベレのデザインは素材そのものの
存在感を強く意識させる。

プロダクトデザイナー。1985年スイス生まれ。形は、素材を研究
し十分に理解することから生まれるという彼の考えは、ローザンヌ
美術大学で培われたもの。そうして生まれたグベランのデザインは
Alessiの商品にもなっている。また、従来からあるインクジェットプ
リンターで出力した平面上の紙が自ら折り畳み立体物になるとい
うHydro-Foldプロジェクトで注目を集め、現在MITの研究員とし
ても活動。

Designer×Exhibits



about  DESIGN小石川

2016年７月、東京都文京区の小石川に、デザインと街
を結ぶゲートとして機能するギャラリーとマーケットプレイ
ス「DESIGN小石川」が誕生しました。文豪ゆかりの地と
して知られる、小石川。周辺には東京ドームや高層ビル
群と昔ながらの商店街、閑静な住宅地や小さな印刷工
場が混在し、来訪者を飽きさせません。しかし、再開発と
産業構造の変化によって、この街は大きく変貌を遂げよう
としています。小石川の地で、街とデザインをつなぎ、これ
からの可能性を拡げることを一つの目的として、ギャラリー
と複数のマーケットプレイスからなる「DESIGN小石川」
をオープンしました。広大なフロアにはギャラリーのほか、
家具や生活にまつわるアイテムをセレクトした「TAIYOU	
no	 SHITA」を併設。マーケットプレイス内には、着生蘭を
専門に取り扱う植物店「B.U.D」、厳選された食材を取り
扱う「PLAIN	 COMPANY」も出店します。「DESIGN小
石川」では、さまざまなデザインイベントに加え、地元商店
主と開催するウィークエンドマーケットなどを開催していま
す。この場で繰り広げられるインディペンデントなデザイン
活動は、国内だけでなく世界中の人々にとっても「新しい
東京の顔」となっていくことを目指しています。

DESIGN小石川	エントランス

第一回展示　Keiji	Ashizawa	'MATERIAL	AND	STRUCTURE'

石巻工房による週末ワークショップの様子

第二回展示　Calvin	Ho	'MEMORIES'	
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春日通り

都営三田線／都営大江戸線「春日」駅から徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線／東京メトロ南北線「後楽園」駅から徒歩3分



oï ashizawa Party @ 石巻工房東京ショールーム
関連イベント
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Keiji Ashizawa Design

芦沢啓治建築設計事務所

Daiei
ダイエー

access map

〒112-0002 
東京都文京区小石川 3 丁目 31-7
3-31-7 Koishikawa Bunkyo-ku 
Tokyo Japan

東京ショールーム
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2-5-7 2F Koishikawa Bunkyo-ku 
Tokyo Japan

芦沢啓治（1973）は東京を拠点とする建築家。
アトリエオイは1991年に発足した、スイスのラ・ヌーヴヴィルに工房を持つ、分野を超えたデザインを可能にする建築
家兼デザイナーの3人組ユニット。
彼らはマテリアルに関する共通したアプローチの方法をベースとして、10年に渡って様々な交流を行ってきました。
この度、彼らのコラボレーションは新たなステージを迎えます。
互いの専門知識を交換しながら、	お互いのデザインを溶合させ、新しい可能性と挑戦の発見へとつなげていきます。

■日時	:	10/29		18：00-21:00
■会場	:	oï ashizawa	studio	(石巻工房東京ショールーム)
■住所:	〒112-0003	東京都文京区小石川3-31-7
■TEL:	03-6873-5695
■URL:	http://ishinomaki-lab.org/showroom/
■プレス:	株式会社ミルデザイン
■協力:	石巻工房、super	robot
■後援:	スイス大使館

芦沢	啓治/Keiji	Ashizawa

atelier oï/アトリエ・オイ

1996年横浜国立大学建築学科卒業、	architecture	WORKSHOP、金物工房
super　robot勤務を経て、2005年芦沢啓治建築設計事務所設立。
国内外の建築プロジェクト、家具ブランド、デザインギャラリーとの仕事の傍ら2011年
石巻工房設立、2014年に家具ブランドとして会社化、代表取締役就任。	主に建築
（オフィスビル、住宅、集合住宅、リノベーションなど）、家具、プロダクトのデザインまで
手がける。

アトリエ・オイは、1991年スイスのラ・ヌーヴヴィルにて、オーレル・エビ、アルマン・ルイと
パトリック・レイモンにより設立され、25年にわたり、ジャンルの隔たりを無くすことや多
分野にわたる創造性を培うことに励んできた。「Multi	disciplinarity、team	spirit、an	
intimate	rapport	with	the	material（多様性、団結心、素材との親密なつながり）」
というのが彼らの合い言葉である。直感的で感情的な親和性とさまざまな素材を形づ
くることにより生まれた彼らの作品は世界中で評価されており、アルテミデ/ダネーゼ、
ブルガリ、フォスカリーニ、ルイ・ヴィトン、リモワ、ビクトリノックス、USM等世界の一流ブ
ランドをクライアントとしている。今秋、AXISギャラリーにて東京で初めての活動を総括
する展覧会を控えている。	



日本中、至る所にホームセンターがあります。そこには様々な商品のみならず材料や工具、そして加工出来る場所があります。デ

ザイン事務所が家具のプロトタイプを作る時、あるいは事務所内の改修工事、展示会のための什器をつくるとき、私たちは頻繁

にホームセンターを利用します。料理人にとっての朝市のように、ホームセンターはデザイナーやアーテキテクトにとっての隠れた

素材置き場であり、アイデアの宝庫でもあるわけです。

DOIT	YOURSELFーこのプロジェクトでは、1万円以下の材料費と加工費を使いホームセンターで買い物、そして製作をしま

す。優れた料理人が、他人の冷蔵庫の中身で美味しい料理を生み出すことができるように、我々デザイナー、アーキテクトも、ホ

ームセンターから買ってきた材料で何かを生み出すことができるのでしょうか？

またここで生まれたプロダクトは、ホームセンターに行けば誰でも作れる可能性を秘めています。つまり日本中に点在するホーム

センターで製作可能、日本中で製作可能です。

DOIT	YOURSELF	-	DO	IT	YOURSELFを拡張させるプロジェクトでもあります。

本プロジェクトはこのHIGHLIGHT展にて展示のイントロダクションを行い、IFFT/インテリア	ライフスタイル	リビング	2016に

て、その手法をまとめた集大成を発表します。また、今後も参加者を増やしながら定期的に発表の場を増やしていく予定です。

IFFT	/インテリア	ライフスタイル	リビング		2016年11月7日（月）～9日（水）　東京ビッグサイト　東4・5・6ホール

http://www.ifft-interiorlifestyleliving.com/

関連プロジェクト	/Associated	Project



トラフ展	インサイド・アウト
■	会期	2016年10月15日（土）～12月11日（日）
■	開館時間	11:00～18:00
■	休館日	月曜・祝日	ただし、11月3日（木・祝）は開館
■	入場料	無料
■	会場	TOTOギャラリー・間
■	〒107-0062	東京都港区南青山1-24-3	TOTO乃木坂ビル3F
■	TEL＝03-3402-1010	URL＝www.toto.co.jp/gallerma/
■	主催	TOTOギャラリー・間
■	企画	TOTOギャラリー・間運営委員会
■	特別顧問：安藤忠雄	委員：小嶋一浩／妹島和世／塚本由晴
　／エルウィン・ビライ
■	協力	石巻工房、イシマル、伊千呂、かみの工作所、ルフトツーク、
　WOW	inc、セラトレーディング
■	後援	（一社）東京建築士会／（一社）東京都建築士事務所協会／（公
社）日本建築家協会関東甲信越支部／（一社）日本建築学会関東支部

TOTOギャラリー･間では、建築からインテリア、家具まで幅広く手がけてきた鈴野浩一氏と禿かむろ真哉氏

による建築家ユニット、トラフ建築設計事務所の個展「トラフ展	インサイド・アウト」を開催します。	「インサイ

ド・アウト」と名づけられた本展は、初期作品から数々の会場構成、プロダクツ、そして最新の住宅プロジェクト

「Big	T」（2016年）に至るまで、その完成形をスタディの過程、試行錯誤する中で手がかりとなったもの、イ

ンスピレーションを受けた素材などとともに展示することで、創る過程をも楽しむトラフのアタマの中をのぞき、

思考の過程を追体験いただだける内容となります。是非、トラフの思考法に触れ、これからの建築や都市の

有り様を探っていただくきっかけとしていただければ幸いです。

HIGHLIGHTに出品される、石巻工房×mizucolorのAAスツールが展示されています。トラフ展　インサイド・アウト
関連イベント


