PRESS RELEASE
平成 29 年 9 月 8 日
LIVING & DESIGN 実行委員会

報道関係者各位

LIVING & DESIGN 2017 開催のご案内
LIVING & DESIGN 2017 –住まいと暮らしのリノベーション－は、2017 年 10 月 11 日(水)－13 日(金)の 3 日間、大阪南港 ATC
ホールに於いて、アメリカ、イタリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、ベルギー、海外 6 ヶ国からの参加を迎え、一段と充実
した見応えのある内容での開催となる。
9 度目を迎える今年は、アメリカやデンマーク等、海外を筆頭に新規出展者が増加し、住空間を創り上げる多彩な提案や商材が
集う。年ごとに出展者の層も全国に広がり、アイテムも多様性に富む LIVING & DESIGN。今年のテーマは、LIVING & DESIGN
のこれ迄の実績から、強みの一つとも言える「MATCHING-つながる、新たな可能性」とし、様々な物や人、そして企業が繋が
ること・つながり方をつくることで生まれる、新たな可能性に焦点を当て、これからの『住まいと暮らし』を提案する。
展示とともに毎回、高い評価を得、話題を集める講演会では、世界の一線で活躍する、建築家の田根 剛 氏、手塚 貴晴 氏、
手塚 由比 氏そして東 利恵 氏をはじめとする、業界をリードする方々を講師に迎え、充実したプログラムが実現。
（http://www.living-and-design.com/seminar/ 招待状別添）
加えて、出展者、関係者によるビジネスの発信の場として、会場内に設けたスペースに於いては、定番のプレゼンテーション
が、そして米国ワシントン州政府のセミナー会場からも国際情報が打ち出される。
また、
「木材を使った家具」をテーマにした主催者特別企画『木材を使った家具のデザインコンペ 2017』では、今年より新たに、
カナダから、デザイナーでありスカルプターでもあるブレント・コマー氏が審査員に加わり、内藤 廣 氏、小泉 誠 氏、
永山 祐子 氏、喜多 俊之の 5 人の審査員により、未発表公募作品の中から選ばれた作品をパネル展示する。同時に、昨年の
受賞者の一部の家具も展示される。この他、新たに『LIVING & DESIGN 新素材 20 選』も併催予定。
2009 年スタート時より LIVING & DESIGN のテーマとする「住まいと暮らしのリノベーション」を軸に、これからの『住まい
と暮らし』を会場から提案していく LIVING & DESIGN 2017。今年も新たに様々な特別企画が彩りを添える中、ビジネスとして
の新しい出会いと創造の場を提供し、これからの経済を担う住環境産業の活性化と内需拡大を図っていく。
LIVING & DESIGN 2017 開催規模 赤字は昨年実績数
出展者数…………… 152 社（国内 119 社、海外 33 社）※内部出展社数含む。143 社（国内 110 社、海外 33 社）
出展小間数………… 145 小間 （国内 113 小間、海外 32 小間）134 小間 （国内 104 小間、海外 30 小間）
海外出展国数……… 6 ケ国 （アメリカ、イタリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、ベルギー）
展示面積…………… 4270 ㎡ 4,000 ㎡
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「LIVING & DESIGN 2017」
開催概要
１． 名 称
LIVING & DESIGN 2017
２． 会 期
平成 29 年 10 月 11 ⽇（⽔）〜10 月 13 ⽇（⾦）3 ⽇間
３． 会 場
大阪南港 ATC ホール（大阪市住之江区南港北 2-1-10）
４． 主 旨
『住まいと暮らしのリノベーション』をテーマに 2009 年からスタートした住空間の国際⾒本市『LIVING & DESIGN』は、
⾒本市という場を通して、感性の⾼い暮らしを提案することにより、住環境産業ビジネスの拡大を図ってきました。
その結果、人々の生活、ライフスタイルや環境に対する関心を⾼め、業界のビジネスを促進し、産業の活性化と内需拡大に
繋げる国際⾒本市として多くの⽅々から⾼い評価を頂き、住環境で大きく遅れをとった⽇本の次なる経済の中核的役割を担
っています。
『LIVING & DESIGN』は、⾒本市会場から住空間の最新情報を発信しながら暮らし⽅をデザインし、様々な
関係機関との連携を図りつつ、出展者×来場者、また出展者×出展者の繋がりによる商談成⽴の強さを核に、エンドユーザ
ーに対しても住空間への考え⽅のリノベーションを促進するという独⾃のスタイルを確⽴しています。同時に、環境問題や
⾃然にも視点を向けつつ、⽇本人が築いてきた独⾃の生活様式や伝統、技術を、新しい発想と手法で現代のライフスタイル
に融合させ継承しています。これからの暮らしを提唱し、人々への真の意味での豊かな暮らしの訴求と、住空間、リノベー
ション、インテリア産業の着実な拡大を実現する LIVING & DESIGN は、今年 9 年目を迎え、大きな経済効果に繋げてい
きます。
５． LIVING & DESIGN 2017 テーマ
“MATCHING”
つながる、新たな可能性
SNS で気軽に世界へ発信し、住まいや服に⾞をシェアする。個人がモノの売り買いをボタン⼀つでできてしまう⼀⽅、
地⽅のコミュニティのようなアナログなつながりも⾒直されています。様々な意味で『繋がる』を⾝近に感じ、意識する時
代が訪れているのではないでしょうか。
2017 年の LIVING & DESIGN は「MATCHING-つながる、新たな可能性」というテーマを掲げました。様々な物や人、そ
して企業が繋がること・つながり⽅をつくることで生まれる、新たな可能性に焦点を当て、これからの『住まいと暮らし』
を提案致します。
６． 主 催
LIVING & DESIGN 実⾏委員会
７． 後 援
経済産業省／国⼟交通省／大阪府／大阪市／大阪商⼯会議所／（⼀社）関⻄経済同友会／
（⼀財）対⽇貿易投資交流促進協会（ミプロ）／（独法）⽇本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部／中⼩機構 近畿／
（公社）インテリア産業協会／（⼀社） 関⻄住宅産業協会／（⼀財）生活⽤品振興センター／（⼀社）全国住宅産業協会／
（⼀社）総合デザイナー協会／（⼀財）伝統的⼯芸品産業振興協会／（公社）⽇本インダストリアルデザイナー協会／
（公社）⽇本インテリアデザイナー協会／（⼀社）⽇本インテリアファブリックス協会／
（⼀社）⽇本インテリアプランナー協会／（⼀社）⽇本オフィス家具協会／（⼀社）⽇本家具産業振興会／
（⼀社）⽇本硝子製品⼯業会／（⼀社）⽇本建材・住宅設備産業協会／（公社）⽇本建築家協会／（⼀社）⽇本建築協会／
（公財）⽇本デザイン振興会／（⼀社）⽇本照明⼯業会／⽇本チェーンストア協会／（公社）⽇本通信販売協会／
⽇本百貨店協会／（⼀社）⽇本ライティングコーディネート協会／（⼀社）⽇本リノベーション・マネジメント協会／
（⼀社）リノベーション住宅推進協議会／（⼀財）大阪デザインセンター／USD-O 大阪デザイン団体連合／
大阪の住まい活性化フォーラム／（公財）大阪市都市型産業振興センター／（公社）大阪府建築士会／
（⼀社）大阪府建築士事務所協会／ATC 輸⼊住宅促進センター／在大阪・神⼾アメリカ総領事館 商務部／
在大阪イタリア総領事館／在名古屋カナダ領事館／ ベルギー・フランダース政府貿易投資局 (順不同)
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８． 協 ⼒
グリーンスペース
株式会社 ハースト婦人画報社
建築翻訳会社フレーズクレーズ
９． 広報連携協⼒
U-35 Under 35 Architects exhibition 2017
１０．特別協⼒
アジア太平洋トレードセンター株式会社
１１．会場構成
株式会社 インフィクス
１２．出展対象
住宅・リノベーション・リフォーム関連、家具、照明、インテリア家電、ホームテキスタイル、
インテリアアクセサリー、住宅設備機器、デザイン、インテリア及び建築デザイン、クリエイター
その他
１3．⾒本市開催規模
出展⼩間数
展示面積
目標来場者数

152 社 145 ⼩間（国内海外含む）
4,270 ㎡
10,000 人

１4．特別企画
フォーラムやセミナー、企画ゾーン、コンペ等。
１5．来場対象
建築・不動産:
⼩売・流通:

デザイン・設計事務所／建設・住宅関連産業／住宅メーカー／建築・店舗内装業／
リフォーム業／インテリア・デザイナー／インテリア・コーディネーター／その他
⼩売店／専門店／百貨店／量販店／通信販売／商社・輸⼊業者／卸・問屋／その他

サービス業:

ホテル／レストラン／飲食店／レジャー施設／公共施設／その他

一般・学生:

リノベーションやインテリアに関心の⾼い⽅

１6．⾒本市会場当⽇⼊場料
1,000 円（招待状持参者、事前登録者は無料）
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LIVING & DESIGN 2017 特別企画
LIVING & DESIGN 2017 フォーラム・セミナー
全７プログラム。

http://www.living-and-design.com/seminar/ 参照

LIVING & DESIGN 2017「新素材 20 選」
（予定）

空間造りに関わられている建築家やデザイナー、美術家といった 20 名の⽅々に、これまでのご⾃⾝の作品や空間の中で使われ
た、印象に残るユニークな素材、またはその使い⽅や技術を持たれるメーカーや企業、人を、その事例と共にご紹介頂く新し
い企画です。詳細につきましては、web サイトならび、当⽇配布致します冊子でご紹介予定。
木材を使った家具のデザインコンペ 2017

https://medium.com/fraze-craze/compe17-9ff0713893b1
主催︓
公益社団法人 ⽇本インテリアデザイナー協会
共催︓
大阪府地域産材活⽤フォーラム
協⼒︓
BC ウッド ⽇本事務所／LIVING & DESIGN 実⾏委員会
特別協賛︓株式会社 デザインアーク
審査員︓ ブレント・コマー氏、内藤 廣 氏、⼩泉 誠 氏、永山 祐子 氏、喜多俊之 氏
「木材を使った家具」をテーマに、針葉樹や広葉樹など各素材の特性を活かした作品を公募。
内藤 廣、ブレント・コマー、⼩泉 誠、永山 祐子、喜多 俊之の５人の審査員により選考を⾏い、グランプリ、⾦賞、銀賞、
銅賞、⼊選作品をパネル展示する。
⾒本市会場当⽇⼊場料︓1,000 円（ただし、招待状持参者、WEB からの事前登録者は無料）
事前登録、セミナー申込みは下記アドレスより
◎事前来場登録
http://www.living-and-design.com/preregistration/
◎セミナー・フォーラム
http://www.living-and-design.com/seminar/
※セミナー、フォーラムは定員に達した時点で締め切り。

PRESS RELEASE
「LIVING & DESIGN 2017」に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
LIVING&DESIGN 実行委員会 事務局（〒541-0041 大阪市中央区北浜 2-1-23 日本文化会館ビル 8 階）担当: 道廣
TEL : 06-6210-1969 FAX: 06-6210-1968 MAIL :info@living-and-design.com URL: http://www.living-and-design.com

出展者⼀覧（2017 年 9 月 8 ⽇現在）
◆国内出展者 （119 社）
株式会社 I&C／株式会社 AKITA COLLECTION OFFICE／株式会社 朝⽇リビング／株式会社 アベルコ／安心計画株式会社
／株式会社 出雲木材市場（株式会社 キノシタ 出雲⼯場/積⽔成型⼯業株式会社 出雲⼯場）／伊丹木材株式会社／伊吹物産株
式会社／公益社団法人 インテリア産業協会 関⻄⽀部(株式会社 イワタ/株式会社 エフ・アイショップテンマ/カラーフュージ
ョン/カリモク家具株式会社/株式会社 川島織物セルコン/コイズミ照明株式会社/株式会社 コラムデザインスクール/株式会社
サンゲツ/株式会社 スミノエ/積⽔成型⼯業株式会社/大光電機株式会社/株式会社 太陽/⽴川ブラインド⼯業株式会社/株式会
社 天童木⼯/トーソー株式会社/株式会社 ニチベイ/パナソニック株式会社 エコソリューションズ社/株式会社 パモウナ/
富士⼯業販売株式会社/北洋交易株式会社/三井デザインテック株式会社/メガソフト株式会社/リリカラ株式会社/ルノン株式会
社)／株式会社ウッドスタイル／エーアンドエー株式会社／株式会社 エクシィズ／大阪芸術大学 デザイン学科／⼀般財団法人
大阪デザインセンター／株式会社 オカノ／株式会社 オカベ／株式会社 オクト／株式会社 オンザウォール／株式会社 カク
ダイ／KATHALO 株式会社／株式会社 かじ新／株式会社 カナタ製作所 SWITCH 事業部／株式会社 菊井商店／株式会社
きさらぎ／ケイミュー株式会社／光洋製瓦株式会社／コバヤシ産業株式会社／株式会社 さかとういす／三協⽴山株式会社 三
協アルミ社／株式会社 嶋椅子／有限会社 嶋本木⼯所／スガツネ⼯業株式会社／有限会社 ステンレス⼯房プロ／株式会社 盛
光 SCM／積⽔ハウス株式会社／ダイキン⼯業株式会社／大和重⼯株式会社／株式会社 タカショー／株式会社タカショーデジ
テック／谷元フスマ⼯飾株式会社／有限会社 種村建具木⼯所(TANEMOKU）／TEAMW8W (株式会社 石原左官/株式会社 ソ
エル/有限会社 トライズ/有限会社 フコス/株式会社 Reachout)／株式会社 CIAOLA／株式会社 TN コーポレーション／株式
会社 ディートレーディング／株式会社 テクノソリューションズ／株式会社 デザインアーク／株式会社 トークインターナシ
ョナル／株式会社 トーマ／公益財団法人 徳島市地場産業振興協会（有限会社 伊川彫刻店/有限会社 椅子徳製作所/株式会社ジ
ャパンニューファニチァ/本林家具株式会社/来宝綜合銘木⼯業株式会社）／トシン・グループ株式会社／株式会社 トヨダプロ
ダクツ／⽇東精⼯株式会社・和光株式会社／公益財団法人 ⽇本デザイン振興会／⼀般社団法人 ⽇本リノベーション・マネジ
メント協会 関⻄⽀部／灰⼀株式会社／株式会社 浜国 ／株式会社 パレットハウスジャパン（インテリアスパイス/キャピタル
ペイント株式会社/株式会社 JML/株式会社 林⽥順平商店/プラント・フィールド/workshop ひとつ屋）／株式会社伴⼾商店／
東大阪デザインプロジェクト（東大阪市）
（株式会社 盛光 SCM/大洋精⼯株式会社/八紘電機株式会社/株式会社 ユーコン）／
肥⽥電器株式会社／檜創建株式会社／株式会社 平⽥タイル／有限会社 平和木⼯／株式会社 防震製作所／まるは油脂化学株
式会社／三菱電機株式会社／八紘電機株式会社／リビエラ株式会社／株式会社 リラインス／和歌山県家具⼯業協同組合 株式
会社 秋月家具／和歌山県家具⼯業協同組合 株式会社 シガ木⼯

◆海外出展者（33 社）
アウディジャパン販売株式会社（ドイツ）／在大阪・神⼾アメリカ総領事館 商務部（株式会社 ケイエスシー/株式会社 コンセ
プトビー/ブライトン株式会社（アメリカ）／OLD WOOD LLC（アメリカ）／ガイア株式会社（ドイツ）／株式会社 カントリ
ーベース（アメリカ）／株式会社 SIXINCH. ジャパン（ベルギー）／ダッチウエストジャパン株式会社（アメリカ）／株式会
社 ハーフェレジャパン（ドイツ）／B&O PLAY（デンマーク）／BC ウッド⽇本事務所（インターフォージャパンリミテッド/
ウェスタンフォレストプロダクツジャパン株式会社/⾼広木材株式会社／チャネルオリジナル株式会社/中川木材産業株式会社/
ブレント・コマー Brent Comber Originals inc./林友ハウス⼯業株式会社/WRCLA ⽇本事務所（カナダ）／FLORIM
CERAMICHE S.P.A.(イタリア）／米国ワシントン州政府 商務局（アメリカ針葉樹協会/ウェストパック／エバグリーン建築資
材貿易振興会/OLD WOOD LLC/株式会社 カントリーベース/トゥーマック・ランバー/ナータッグ・ビルディング・サプライ
株式会社/ラティクリート・インターナショナル・インク）
（アメリカ）／Magis Japan 株式会社（イタリア）／⽴共インター
ナショナル株式会社（アメリカ）

