PRESS RELEASE
平成 30 年 10 月
LIVING & DESIGN 実行委員会

報道関係者各位

LIVING & DESIGN 2018 開催結果報告
10 回目を迎えた LIVING & DESIGN 2018 – 住まいと暮らしのリノベーション－は、
「“ NEXT FRONTIER” 新たな時代へ」を
テーマに、10 月 10 (水)－12 日(金) ATC ホールに於いて開催され、アメリカ、イタリア、英国、カナダ、ドイツ、ベルギーの
海外 6 ヶ国からの参加を迎え、国内外から選りすぐりの出展者、展示内容が揃い、充実した３日間となった。
今年は、海外を含め新規出展者 30 社（内部出展含）が加わり、環境への配慮と、高い美意識から生み出された最新鋭の壁掛け式
暖炉を生み出した英国の老舗ストーブメーカーESSE 社や、伝統や技術を継承すると同時に未来に視点を向け、その技術やアイデ
アを現代の住空間に生かした新素材を開発するメーカーの出展等、サスティナブルな素材や自然への回帰を意識した提案が際立ち、
例年より更に濃い内容となった。
展示と共に毎回、話題を集める特別企画では、マジスの創業者 ユージニオ ペラッツア氏、建築家 内藤 廣 氏や谷尻 誠 氏、
また、1200 年の伝統を持つ西陣ならではの技術を応用し西陣織を新たにマテリアルとして海外でも展開し発信し続ける細尾 真
孝 氏をはじめ、業界をリードする専門家を講師に迎え講演会が行われた。一方、ビジネス直結の場として、出展者によるプレゼ
ンテーションの他、今回初出展となった、世界中から集められた最新素材のライブラリーを運営する Material ConneXion Tokyo
や、クラウドファンディング Makuake によるセミナーも行われ、設計士、デザイナーやクリエイターに向け、広く訴求が行われ
た。
昨年立ち上げ、大変高い評価を得た、特別企画『新素材 10 選』では、建築家の NAP 建築設計事務所 中村拓志 氏、芦沢 竜一 氏
等、国内外で活躍する空間創りに関わる 8 名の建築家やデザイナーがリコメンダーとして、過去の施工事例で印象に残るユニーク
な素材や技術 10 点を紹介。その施工例、作品事例と共にユニークな素材が展示され、反響を呼んだ。その他、
「木材を使った家
具」を対象にしたコンペ、
『木材を使った家具のデザインコンペ 2018』も今回 4 回目を迎え、多くの応募作品の中から選出され
た受賞作品が発表、展示された。
LIVING & DESIGN 2018 は、今年のテーマ、
「“ NEXT FRONTIER” 新たな時代へ」の通り、技術革新により加速度的なスピー
ドであらゆる物事が変化する新たな時代との対峙が迫られる中、その変化や異分野をも柔軟に取り込み、付加価値を高めていく必
要性の提唱 ― を会場から発信し、10 周年を迎えるにあたり、過去の実績を土台としこれからの可能性に焦点を当て、未来の『住
まいと暮らし』を様々な角度から提案した。
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LIVING & DESIGN 2018 開催概要
名 称:

LIVING & DESIGN 2018
住まいと暮らしのリノベーション TOTAL INTERIOR

会 期:

平成 30 年 10 月 10 日（水）～10 月 12 日（金）3 日間

会 場:

大阪南港 ATC ホール（大阪市住之江区南港北 2-1-10）

LIVING & DESIGN 2018 テーマ:
“ NEXT FRONTIER” 新たな時代へ
主 催:

LIVING & DESIGN 実行委員会

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）関西経済同友会／（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） 関西住宅産業協会／（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／米
国大使館商務部／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）

広報連携協力:
U-35 Under 35 Architects exhibition 2018
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

特別協力: アジア太平洋トレードセンター株式会社、
株式会社

デザインアーク

会場構成: 株式会社 インフィクス
総合プロデューサー: 喜多 俊之

会場構成ディレクター: 間宮 吉彦

コーディネーター: 川上 玲子

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
来場対象： 建築、不動産、ハウスメーカー、住宅・リフォーム業、デザイン関係者、設計事務所、小売・流通関係者、コントラ
クト関係者、サービス業、一般等
入 場 料 ：1,000 円（招待状持参者、事前登録者は無料）
LIVING & DESIGN 2018 開催規模
出展者数…………… 121 社（国内 92 社 海外 29 社 内部出展含む。内、新規出展者 30 社）
出展小間数………… 118,5 小間（国内 91,5 小間 海外 27 小間）
海外出展国数……… 6 ケ国 （アメリカ、イタリア、英国、カナダ、ドイツ、ベルギー）
特別企画『新素材 10 選』出展者数……7 社
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展示面積…………… 3,770 ㎡
来場登録者数
月日

天候

来場登録者数

10 月 10 日（水）

曇のち雨

1,917

10 月 11 日（木）

雨のち曇

1,865

3,782

10 月 12 日（金）

曇

2,415

6,197

総合計

累計

6,197

※来場登録者数は、入場時に受付にて登録いただいた数字です。
※2 日以上にわたりご来場頂いた方も１名としてカウントされております。
※出展者は含まれておりません。

出展者一覧（121 社）
国内 92 社
アイオーシー株式会社／安心計画株式会社／アンドパッド(株式会社 オクト)／株式会社 イケダコーポレーション／有限会社 椅
子徳製作所／株式会社 伊と幸／伊吹物産株式会社／公益社団法人 インテリア産業協会 関西支部（株式会社 イオグランツ/株式
会社 エフ・アイショップテンマ/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
ザインセンター/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/立川ブラインド工業株式会社
/株式会社 太陽/株式会社 天童木工/トーソー株式会社/東リ株式会社/株式会社 ニチベイ/パナソニック株式会社/株式会社 パモ
ウナ/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/株式会社 モーリショップ/ＩＨＰＣ（輸入住宅促進セ
ンター）/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／エ
ナジー・イノベーションズ・ジャパン株式会社／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
カベ／株式会社 オンザウォール／株式会社 カクダイ／株式会社 かじ新／株式会社 京都サッス（スイバブランド SUIBA）／
KIRIDAS TOTSUKAWA(十津川木工家具協議会)／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／コンテナ
建築「INSTACUBE」(株式会社 ＣＩＡＯＬＡ)／株式会社 さかとういす／しまねっと WOOD(株式会社 出雲木材市場)（飯石森
林組合/齋藤木材株式会社/公益財団法人 島根県西部山村振興財団/有限会社 日高林産/渡部製材所）／有限会社 嶋本木工所／ス
ガツネ工業株式会社／株式会社 盛光ＳＣＭ／ダイキン工業株式会社／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／株式会社 TN コーポレーション／株式会社 デザインアーク／公益財団法人 日本デザイン振興会
／株式会社 伴戸商店／東大阪デザインプロジェクト（東大阪市）
（株式会社 一蔵/株式會社 excellent（エクセラント）/株式会
社 盛光 SCM/大洋精工株式会社/太陽製作所株式会社/株式会社 丸二金属製作所/八紘電機株式会社/株式会社 ユーコン）／檜創
建株式会社／株式会社 平田タイル／株式会社 福井金属工芸/株式会社 トーマ／有限会社 平和木工／株式会社 松崎／
Maristo(株式会社 アベルコ)／山分物産株式会社／株式会社 リサブレア／リビエラ株式会社／株式会社 リラインス／株式会社
ロイヤルファニチャーコレクション／和歌山県家具工業協同組合 (株式会社 秋月家具/株式会社 シガ木工) ／WASHILUCE(八
紘電機株式会社)
海外 29 社
Audi 大阪中央/Audi 梅田／（ドイツ）／American Luxury Living（株式会社 イオニア/株式会社 ツナシマ商事/株式会社 テシ
ード/NOBU ARCHI DESIGN 株式会社/株式会社 ハナムラ/株式会社 平田タイル/株式会社 ロッキーズコーポレーション）
（アメ
リカ）／株式会社 池内商店（ドイツ）／esse-japan（英国）／株式会社 コンセプトビー（アメリカ）／ブライトン株式会社（ア
メリカ）／在大阪・神戸米国総領事館商務部（アメリカ）／株式会社 SIXINCH.ジャパン（ベルギー）／株式会社 ハーフェレジ
ャパン（ドイツ）／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/ウエスタンフォレストプロダクツジャパン株式会
社/Clean Line Designs/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/株式会社 丸嘉/林友ハウス工業
株式会社/WRCLA 日本事務所）(カナダ)／Magis Japan 株式会社（イタリア）／Material ConneXion Tokyo（アメリカ）／
立共インターナショナル株式会社（アメリカ）
特別企画『新素材 10 選』出展者
・株式会社 アイチ金属
・芦澤竜一建築設計事務所
・株式会社 アナログ
・SHARE WOODS
・大光電機株式会社
・タミヤ株式会社
・株式会社 松下工作所
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LIVING & DESIGN 2018 特別企画
◆LIVING & DESIGN 2018 フォーラム・セミナー

http://www.living-and-design.com/seminar/
業界をリードする選りすぐりの講師による全 10 プログラム
10/10 (水)

・谷尻 誠 氏（建築家/SUPPOSE DESIGN OFFICE 共同代表）
『はじまりについて』
・木田 隆子 氏（
『エル・デコ』ブランドディレクター）
『ミラノ、パリ、ロンドン、世界の最新デザイン事情。
』
・内藤 廣 氏（建築家/東京大学名誉教授）
『新しい時代への肩ならし』
・平田 晃久 氏（建築家/平田晃久建築設計事務所 主宰）
・平沼 孝啓 氏（建築家/平沼孝啓建築研究所 主宰)
×三井 嶺 氏（建築家/三井嶺建築設計事務所 代表）
『平田平沼』／対談

10/11(木)

BC ウッド日本事務所主催セミナー
・ブレア・バラード 氏（クリーン・ライン・デザイン オーナー）
『北米トレンド～家具デザインにおける無垢の木の使用～』
・中川 博司 氏（中川木材産業株式会社 専務取締役）
『ウエスタン・レッド・シダーの特徴と耐久性』
・吉川 久美子 氏（株式会社 エムクロッシング 代表取締役）
『素材が広げるイノベーションの可能性』
・ユージニオ・ペラッツア 氏（イタリア Magis 創業者）
『Il design secondo Magis マジス流デザイン』
※モデレーター：喜多 俊之 氏（デザインプロデューサー）

10/12(金)

・織田 憲嗣 氏（東海大学名誉教授、東川町文化芸術コーディネーター）
『デンマークの家具作り』
・松浦 竜太郎 氏（株式会社 乃村工藝社 クリエイティブディレクター）
『BORDERLESS ～領域を超えるデザインと、そのマテリアル～』
※LIVING & DESIGN 2018 特別企画『新素材 10 選』にて、今回、松浦 氏がリコメンダーとして推薦した、
新しく開発した光壁を発表した大光電機株式会社の照明士、村西 貴洋 氏にも途中から参加頂く。
・細尾 真孝 氏（株式会社 細尾 常務取締役 /MIT メディアラボ ディレクターズフェロー）
『伝統産業をクリエイティブ産業へ』
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◆LIVING & DESIGN 2018「新素材 10 選」
http://www.living-and-design.com/new_material_selection_10/
株式会社 NAP 建築設計事務所中村 拓志 氏、谷尻 誠氏、芦澤 竜一 氏をはじめ、 空間創りに関わられ、一線で活躍されてい
る建築家やデザイナー10 組の方々が、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
の使い方や技術を使った事例をご紹介。そしてその素材を持たれるメーカーや企業にご出展頂き、施工、作品事例と共に素材
を展示。
出展者
・株式会社 アイチ金属
・株式会社 アイチ金属
・芦澤竜一建築設計事務所／
ヨシ（琵琶湖沿岸の取り組み）
流木（琵琶湖、沖島の取り組み）
土 （その土地の土を活かす建築）
・株式会社 アナログ
・SHARE WOODS
・大光電機株式会社
・タミヤ株式会社
・株式会社 松下工作所

リコメンダー
【中村 拓志 氏／株式会社 NAP 建築設計事務所 主宰】
【谷尻 誠 氏／建築家／SUPPOSE DESIGN OFFICE 共同代表】
【芦澤 竜一 氏／芦澤竜一建築設計事務所】

【中川 泰章 氏／muura inc.】
【阿曽 芙実 氏／阿曽芙実建築設計事務所】
【松浦 竜太郎 氏／株式会社乃村工藝社 クリエイティブディレクター】
【矢部 達也 氏／矢部達也建築設計事務所】
【橋本 健二 氏／橋本健二建築設計事務所 】

◆LIVING & DESIGN 2018「木材を使った家具のデザインコンペ」
「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 氏、小泉 誠 氏、永山
祐子 氏、喜多 俊之 氏の 4 人の審査員により選考を行い、 グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、入選作品を会場内にパネル展示
を行った。
主催：
公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会
特別協力： 一般財団法人 大阪デザインセンター
協力：
LIVING & DESIGN 実行委員会
審査員： 内藤 廣 氏、小泉 誠 氏、永山 祐子 氏、喜多 俊之 氏

「LIVING & DESIGN 2018」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

