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テーマは
「HOME*PARTY」

−家に集う−
MACHI DECOR 2018

HOME *
PARTY

暮らしを彩るデザインやアイデアを
まち へ探しにでかけよう！ MACHI DECOR
インテリア・ショップやショールームなど
大阪市内35ヵ所でイベントを同時開催

多彩なプレゼンテーションが繰り広げられます
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まちデコール 2018 開催概要

主
催
プロデューサー
実行委員長
事 務 局 長
実 行 委 員

「まちデコール」は、家具やファブリック、住宅設備や生活雑貨など、

サポートメンバー

暮らしに関わるショップや企業が連携し
大阪のまちを会場として展開するデザインイベントです。
暮らす楽しみ を発見・体感できる

事

多彩なプレゼンテーションがさまざまに展開されます。

務

局

まちデコール実行委員会
喜多俊之（株式会社 喜多俊之デザイン研究所）
松本浩嗣（有限会社 松本オフイス）
小川貴一郎（barracks* anonymous design gang）
北浦克彦（株式会社 インターオフィス）
野尻並木（株式会社 アルフレックス ジャパン）
小林裕（株式会社 カッシーナ・イクスシー ）
加藤裕子（aprire 〜アプリーレ〜）
能口仁宏（株式会社 大彌リビング）
寺田亜紀（富士工業株式会社）
宮本尚幸（株式会社 ユニオン）
小堀洋（株式会社 日比谷花壇）
平田友紀（三木楽器株式会社）
中田晶子（WALLS）
一般社団法人デザイン・ロック内
TEL：080-4769-3228
MAIL：info@machi-decor.com

開催期間
2018年10月10日
（水）
〜14日
（日）

まちデコール 2018

開催場所
大阪市内各所の参加ショップ、企業ショールーム

OFFICIAL EVENTは3つ。
さまざまな側面から、家を彩る楽しさを
体感していただけます。

OFFICIAL EVENT

※時間は各ショップ・企業により異なる

参加企業・団体
インテリアメーカー、
ショップなど39社・団体
主催
まちデコール実行委員会

まちデコツアー

後援
経済産業省 近畿経済産業局、
国土交通省 近畿運輸局、
大阪府、
大阪市、
公益財団法人 大阪観光局、
独立行政法人 中小企業基盤整備機構、
大阪商工会議所、
公益財団法人 関西・大阪21世紀協会、
一般社団法人 関西経済同友会、
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会、
FM COCOLO

部屋の景色を変えるアイデアが満載！ ス
タッフがガイド役を務め、
インテリアショップや
ショールームを巡る、好評のまち歩きイベント
です。今年の「まちデコツアー」は全6コー
ス。ラグジュアリーライフやクオリティライフ

公式サイト

など コト で向き合うなど楽しくインテリアに

http://machi-decor.com/

触れていただきます。

まちデコの家

テーマは
「HOME * PARTY」

「まちデコの家」
では、
日本のトップインテリア
コーディネーターが演出する部屋空間を、
モ

2018年の「まちデコール」の開催テーマは

デルハウスで体感できます。2018年のテー

「HOME*PARTY」。インテリアを通じて、

マ
「HOME * PARTY」
がどのように表現され

人が集い、和める素敵な暮らしの空間づく
りを提案します。

るか、
お楽しみください。

知って欲しい
家とインテリアの関係

布 × 壁 × 床 心地いい関係展
暮らしの空間をコーディネートするとき、重要

家とインテリアに関する知識や情報に触れ

な役割を担うのが、
ウィンドウ＆ウォールトリー

ていただくことで、家本来の幸せ を最大

トメントです。
カーテンやクッション
（布）
、壁紙

限に感じて欲しい…。
「まちデコール」は、

やカラーペイント
（壁）、
カーペットやラグ、
フ

そんな 家とインテリアの関係 を知っていた

ローリング
（床）
に焦点を当てるスタイリング・

だけるイベントです。

プレゼンテーションです。

大阪府知事のお祝いメッセージ

大阪市長のお祝いメッセージ

プロデューサーあいさつ

実行委員長あいさつ

このたびは、
「まちデコール 2018」
が盛大に開催されま

「まちデコール 2018」の開催を心からお喜び申しあげま

心豊かな日常の暮らしは、生活文化や産業経済の土壌

70年代から80年代、バブルの時代を経て現在…

すことを心からお喜び申し上げます。
また、実行委員会の

す。
イベント開催に力を尽くされました、実行委員会をはじ

でもあります。豊かな四季に恵まれた日本は、今も優れた

ファッションやグルメ…

着しました。でも、一番落ち着き癒されるのは、
日々過ごす

街を楽しむスタイルがすっかり定

皆様及び出展企業の皆様には、本事業を通じて、本府

めとする関係者の皆様のご尽力とご努力に深く敬意を表

伝統文化の遺産を受け継いでいます。料理を盛る器や

におけるデザイン産業の振興と発展にご尽力いただき、

します。

家具、心地よい部屋の空間、家族や友人達と過ごす喜

生活空間のはず。部屋が居心地よくなれば、毎日の生活

深く感謝申し上げます。今年で6回目を迎えられた「まち

「暮らしを楽しむ」
をコンセプトに、大阪の企業の皆様にデ

びは、
世界中の人々の日常の夢でもあるのです。

が楽しくなりそうです。

デコール」は、
インテリアをはじめとする暮らしのデザイン

ザインを通して新しいライフスタイルを提案いただく本イ

かつて日本では、人を招き招かれることが生活の基本に

「まちデコール」
は、暮らしに関わる製品を扱うショップや

にまつわる企業の皆様が、
「 暮らしを楽しむ」
をコンセプト

ベントは、多くの皆様にデザインの魅力やデザインのある

なっていました。季節の行事や祭り事など、家族が集う場

ショールームがコラボレーションし、大阪市内全域で展開

に、生活空間を彩る様々なアイテムやアイデアを紹介さ

暮らしの楽しさを知っていただき、
デザイン関連産業と大

が大切です。世代を超えて、楽しい会話、美味しい食事

する、
デザインイベントです。
６回目の開催となる今年の

れる魅力あるイベントです。
このようなイベントを通じて、参

阪のまちの活性化につながるものと期待しております。
ま

や音楽、雰囲気のある照明や観葉植物など、
日常の暮ら

テーマは、
「 HOME*PARTY」
。住む人が心地いいと感じ

加された方々がデザインのある豊かな暮らしについて考

た、大阪の多くの企業の皆様が参加する本イベントは、

しの空間は、人生の舞台でもあるのです。住空間への関

るだけでなく、人を呼んで一緒に過ごしたいと思う部屋空

えることで、大阪の活性化につながることを願っておりま

本年11月に開催地が決定する2025年の万博誘致に

心が素敵な暮らしの場をつくるきっかけとなり、心豊かな

間の提案です。部屋がカフェになったり、
部屋でグランピン

す。
さて、現在大阪府では
「いのち輝く未来社会のデザイ

取り組んでいる本市の魅力発信につながるものであり、

生活を送ることへ繋がることと思います。
「まちデコール

グしたり！ 日常を非日常へと変化させてくれそうな、
ワクワ

ン」
をテーマに、
オールジャパン体制で2025年国際博覧

こうした取り組みにより、大阪が一層盛り上がることを

2018」のイベントが、私たちに次なる目標を与えてくれる

クするデザインやアイデアが、大阪市内35カ所の会場で

会の誘致をめざしています。今年11月には開催地が決

願っております。

機会になることを期待しています。

同時に披露されます。私たちの日常に、深く関わってるイ

定しますので、
引き続き応援いただきますようお願い申し

最後になりましたが、
「まちデコール」
が今後ますます発展

上げます。
また、来年６月28日、29日にはG20サミット首

されますようお祈り申し上げまして、
お祝いのメッセージと

脳会議が大阪で開催されます。交通規制等で皆様にご

いたします。

負担をおかけすることになりますが、
ご理解・ご協力をお願
い申し上げます。最後に、
「まちデコール」の今後ますます
のご発展を祈念し、
お祝いの言葉といたします。
大阪府知事 松井一郎

プロデューサー 喜多俊之

ンテリア。ですが、
そのデザインやコーディネートは、意外
に見過ごされていることが多いかもしれません。
「まちデコール」
は、
インテリアを通じて、
デザインと暮らす

大阪市長

吉村洋文

楽しみを提案し、皆さんの日々の暮らしを豊かなものにで
きればと思っています。開催期間中、
それぞれの会場まで
ぜひ足をお運びください。
実行委員長

松本浩嗣

Machi Decor 2018
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布×壁×床
心地いい関係展

ecor

MachiD

2018
OFFICIAL
EVENT

Room Comfortable Logic 2018
週末、部屋でグランピング気分を味わう！
ファブリックとテキスタイルで演出する非日常
部屋に一歩入ったとき、
目に飛び込んでくるのが、大きな面積を
占める窓と壁と床。部屋空間を変化させたいと思った時、
ひとき
わ重要な役割を担うのが、
ウィンドウ＆ウォールトリートメントです。
リノベーションとまでいかなくても、窓辺と壁面の演出を変えてみ

10 14

10/

WED

※2016年開催時の展示風景

るだけで、
ずいぶん部屋のイメージが変わります。今回は、床材と
のコーディネートも加えて、空間演出のアイデアを提案します。

SUN

テーマは

「 H O M E * PA R T Y 」
「まちデコール」が主催するOFFICIAL

テーマ

EVENT（オフィシャル イベント）
は、
「ま

開 催 中 は 、まちが 華 やかなデザイン

まちデコの家
2018

ウィークとなるでしょう。今 年のテーマ

Machi Decor “HOME”2018

ちデコの家」
「布×壁×床・心地よい関
係展」そして「まちデコツアー」の3つ。

GLAMOROUS
JUNGLE
〜妖しの森〜

※2017年開催時の展示風景

開催期間
2018年10月12日
（金）
〜21日
（日） 10：00〜18：00

入場
無料

〜妖しの森〜をイメージしたコーディネート空間が出現！

ませんか？

いつもの部屋が、いつもでなくなる！

そして、
「まちデコール 」参 加 企 業 の

「まちデコの家」
では、
日本のトップインテリアコーディネーターが演出する部屋空間

ショールームやショップでは、
それぞれ趣向

をモデルハウスで体 感していただきます。今 年のテーマは「 G L A M O R O U S

を凝らしたイベントやプレゼンテーション

JUNGLE~妖しの森~」。ハイエンド家具でコーディネートされる、上質でちょっぴり妖

が盛りだくさん。
こちらもお見逃しなく
！

しい空間をお楽しみください！
「まちデコール」開催期間が終わってもご来場いただけ

（詳しくはP06〜
INTERIOR SHOP EXHIBITIONへ）

るよう期間は長め、
２度の週末をまたいでの展示となります。

秋の まち歩き はこれ！ スタッフと一緒にショップやショールームを巡ろう！
「まちデコール2018」OFFICIAL EVENTの目玉とも言える、好評のまち歩きツアー。スタッフがガイド役を務め、参加企業

Machi Decor Tour

のショップやショールームを歩いて巡ります。各店では、暮らしをデザインするインテリアやアイテムがあり、ホームパーティ
を楽しむアイデアもあり。そんな豊かな発想や提案に触れ、普段とは違った特別なまち歩きを体感できます。

10/

12 ATC コース

FRI

定員：15名

10/

参加費：2,000円

Start 10:30 ／ニュートラム「トレードセンター前駅」集合
35

ATC輸入住宅促進センター
（IHPC）

ッチン コース
キ
・
壁
・
床
・
窓
13
定員：15名

SAT

参加費：2,000円

Start 10:30 ／キッチンハウス 大阪店 集合
23

リビング＆デザイン展
25

コース
リーライフ
ア
ュ
ジ
グ
ラ
13

SAT

19

エコスマートファイヤー大阪ショールーム
Rakuten STAY HOSTEL
Art cafe & bar Osaka Shinsaibashi

21

22

JID展示会場

24

Finish 16:00（予定）

13

Machi Decor 2018

ルミナベッラ大阪ショールーム

カッシーナ・イクスシー大阪店

アルフレックス大阪

シー・フォレスト インターナショナル
デザインスタジオ

28

トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム
朝日ウッドテック
大阪ショールーム
「布 × 壁 × 床・心地いい関係展」

Finish 17:00（予定）

希望者は
『まちデコの家』
まで案内

主
催／「まちデコの家」
プロジェクト実行委員会
特別協賛／積水ハウス株式会社
協
賛／株式会社アルフレックスジャパン、株式会社インターオフィス、
株式会社カッシーナ・イクスシー、株式会社アクタス、株式
会社トーヨーキッチンスタイル、
株式会社エスティック、
ニチエス
株式会社、
シー・フォレスト株式会社、
株式会社土井、
株式会社
日比谷花壇、株式会社テシード、株式会社カンディハウス、
三木楽器株式会社
展示協力／マナトレーディング株式会社、大光電機株式会社、株式会社
WALLS、安田化粧合板株式会社、宝島造形有限会社、
ナショナル物産株式会社
順不同

申込み
について

開催期間
2018年10月10日
（水）
〜14日
（日） 9：00〜17：00
会場
朝日ウッドテックショールーム

10/

主
催／「布 × 壁 × 床・心地いい関係 展」
プロジェクト実行委員会
協
賛／シー・フォレスト株式会社、朝日ウッドテック株式会社、関西ペイント株式会社、株式会社テシード
展示協力／株式会社WALLS、株式会社 大彌リビング、株式会社テイクコーポレーション
順不同

お問い
合わせ先

まちデコール

イフ コース
ラ
ィ
テ
リ
オ
ク
13

SAT

定員：15名

参加費：2,000円

Start 10:30 ／地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」中之島フェス
ティバルタワー・ウエスト1F「コンラッド大阪」ホテル入口前 集合
06

まちデコール実行委員会事務局

080-4769-3228

10/

13 堀江・立花通

10月3日

SAT

定員：15名

コース

参加費：2,000円

Start 11:00 ／地下鉄中央線「阿波座駅」4号出口 集合
17

渋井不動産 nonﬁx Inc.

ライズワン
（9 ナイン）

09

10

ニチエス大阪ショールーム

30

飛行船スタイル
ショップ＆ギャラリー

31

12

天童木工 大阪ショールーム

ユニオン／アトリエユニオン大阪
（ショールーム）

10/

14 梅田・中之島

SUN

定員：15名

コース

参加費：2,000円

Start 10:30 ／積水ハウス 総合住宅研究所 住ムフムラボ 集合
01

積水ハウス
総合住宅研究所 住ムフムラボ

18

三木楽器 ミュージック・ラボ

02

パナソニックセンター大阪

日比谷花壇 UTSUBO CHOCOLATE
33

Lunch
マニフレックス大阪ショールーム

32

16

カンディハウス大阪

34

18

三木楽器 開成館 ×
イリア 関西事務所

アクタス 心斎橋店

Finish 16:00（予定）

03

大阪工業大学 × 奈良県川上村

05

The ＋CASA 大阪店 ×
AKIRA ART ROOM

04

MAGIS 大阪ショールーム

協同組合立花通家具秀撰会

Styling Lab
daiya furniture center

まちデコの家
希望者は
『まちデコの家』
まで案内

Lunch

アトリエ木馬 大阪ギャラリー

インターオフィス 大阪ショールーム

Finish 16:30（予定）

申込み期限

Lunch

エスティックフォルマックス大阪

まちデコの家

HOME
Glamping

大阪市中央区南本町4-5-10

地下鉄御堂筋線「本町駅」8号出口から徒歩約5分
地下鉄中央線・四つ橋線「本町駅」20号出口から徒歩約2分 MAP 2-B

「まちデコール」のwebサイトより申込みください。

http://machi-decor.com/

テーマ

入場
無料

※各ツアー定員になり次第、締めきらせていただきます。 ※参加費は事前払いとなります。表記は税込みの価格です。振込手数料はお客様のご負担となります。
※参加者には詳細のご連絡をさしあげます。
（ツアー詳細、
お支払い方法、
キャンセルポリシー、当日連絡先など） ※ツアーの内容については予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

11
27

MAP 3-B

リッツウェル大阪ショールーム

テシード 大阪ショールーム

29
14

04

参加費：2,000円

Lunch

15

※ランチの場所は全て未定

定員：15名

Start 10:30 ／ルミナベッラ大阪ショールーム 集合
08

キッチンハウス 大阪店

Lunch
26

10/

※2017年開催時の展示風景

水

まちデコツアー

会場
なんば住宅博内 積水ハウスシャーウッドなんば展示場
大阪市浪速区敷津東1丁目1-1（なんば住宅博内）
南海電鉄「なんば駅」
から徒歩約5分

「HOME*PARTY」に合わせた提案や
空間を見に、
イベント会場へでかけてみ

※16日
（火）
・17日
（水）
は会場が定休日のため開催していません。

Finish 16:00（予定）

Finish 16:00（予定）

希望者は
『まちデコの家』
まで案内

Machi Decor 2018

05

ecor

MachiD

個性的なデザインのインテリアからファブリックまで

INTERIOR SHOP
EXHIBITION

Naka area

暮らしを演出するアイデアが揃う

ナカ

エリア

淀屋橋・肥後橋〜中央大通

03

「 ま ち デ コ ー ル 」参 加 店 の ご 案 内

MAP

「まちデコール」参 加のショップやショールーム、

1-B

大阪工業大学 × 奈良県川上村

05

各線「梅田駅」
・JR「大阪駅」
から徒歩約5分
大阪市北区茶屋町1-45 Tel.06-6147-6830
休/期間中無休 時/10：00〜17：00

MAP

1-B

The ＋CASA 大阪店

07

JR「大阪駅」桜橋口から徒歩約2分、 御「梅田駅」南改札から徒歩約5分
大阪市北区梅田2-2-22ハービスPLAZA ENT 3F

Tel.06-4256-8225

時/11：00〜20：00

関西ペイント販売株式会社
御「淀屋橋駅」
8号出口から徒歩約5分

07A MAP 2-B

大阪市中央区今橋2-6-14 Tel.06-6203-5701
休/土・日・祝 時/8：30〜17：00

ペイントで
住まいや部屋のリフォームを

開催されているイベントなどの情 報をご案内します。

塗料メーカーの「関西ペイント」
です。住
まいの外壁リフォームや部屋の模様替
えなどで、
「どんなペイントを選べばいい
の？」
「どんな色を選べばいいの？」
など
皆様のペイントに関する困りごとや分か
らないことについて、
ご相談を承ります。

イベントスケジュール（ P 0 8 ）や
M AP（ P09）
を参 考に
「まちデコール」に出かけましょう。

世界のトップブランド家具で
日常に
「楽しみ・癒し」
を発信

グランフロント大阪や茶屋町など、
いつもにぎやかでオシャレな注目スポット
都市型キャンパスのロビーは
音楽会や展示など学びの場に

Kita area

キタ

エリア

梅田〜中之島

01
MAP

1-B

金
10/12●

「The ＋CASA 大阪店」
は
「安価よりクオリ
ティを」
をコンセプトに、
ヨーロッパを中心とし
た世界のトップブランド家具を取り揃え、
イン
テリアにより日常における
「楽しみ・癒し」
を
発信します。約190坪の広々とした店内で、
ラグジュアリーでモダンな家具を数多くご覧
いただけます。お気に入りの家具に合わせ
たお部屋のトータルコーディネートも、当店
コーディネーターにお任せください。

14：00〜16：00

場所：朝日ウッドテック
大阪ショールーム
定員：20人
（当日先着順）

朝日ウッドテック
大阪ショールーム

AKIRA ART ROOM

大阪の中心地である大阪市北区茶屋町
に2017年4月に開学した
「大阪工業大
学」の梅田キャンパス。
アクセスのよい都
市型キャンパスです。1階ロビーは、一般
にも開放し、音楽会や研究発表会などさ
まざまなイベントも開催しています。学びの
場の催しに、立ち寄ってみては？

御「本町駅」
8号出口
から徒歩約5分、
中 四「本町駅」
20号
出口から徒歩約2分
大阪市
中央区南本町4-5-10

水と森の恵みをつなぐ
奈良県川上村
吉野川の源流に位置する川上村の大自然に
は多くの生物や植物が生息しており、良質な
スギやヒノキの一大産地となっています。

07B MAP 2-B

人生に寄り添える
1枚の現代アートに出会う

積水ハウス 総合住宅研究所 住ムフムラボ
JR「大阪駅」
・各線「梅田駅」、 四「西梅田駅」
・ 谷「東梅田駅」
より徒歩

08

ニューヨーク、
ロンドンの現代アートを取り
扱っています。
お届けするアートは、
オーナー
自らアーティストのアトリエに出向いて買い
付けた、
日本未上陸のアーティストたちによ
るもの。皆様の日常に、 人生に寄り添える1
枚 をお届けできればうれしいです。
「AKIRA
ART ROOM」
は店舗を構えておりません。
「まちデコール」開催中に、私たちのアートで
彩られた空間をご覧ください。

大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館4F Tel.06-6485-7590
休/水曜、年末年始 時/10：00〜19：00
（カフェラストオーダー18：30）

住むコトのヒントが満載!
体験型ラボで理想の暮らしを見つけよう
さまざまなテーマの多彩な展示や、
これからの住まいを考え
るワークショップ、親子で参加するイベントなどが楽しめるラ
ボ。併設のブックカフェでは、住まいや暮らしに関する本が
3000冊以上も揃い、座り心地のよいイスやソファでくつろ
ぎながら自由に読むことができます。研究メンバー（登録
費・会費無料）
に登録すると、
カフェやイベントの料金がお
得に。詳しくはQRコードからWebサイトにアクセスを。

MAP

2-B

ペイントで叶う
自分らしいインテリアセミナー
心地よい自分らしいインテリアにするに
は、壁と床のカラーコーディネートがポイン
トになります。今人気のインテリアテイスト
に合わせて、おすすめのコーディネートを
紹介します。
また、
「 和」のテイスト商材とし
て、漆喰塗料×越前和紙のコラボ壁紙
「和蔵紙」の紹介もします。

ルミナベッラ大阪ショールーム
御「淀屋橋駅」
13号出口から徒歩約3分

大阪市中央区伏見町4-4-1 日生伏見町ビル1F
休/日・祝 時/10：00〜18：00

Tel.06-6202-8080

水
日
10/10●
14●

▼

人の心をも温かく美しく照らす
上質なデザインの輸入照明器具

場所：The +CASA 大阪店内

光とは明るく照らすだけではなく人の心をも
温かく、美しく照らすものと私共は考えます。
その光にイタリア、
スペインを中心としたヨー
ロッパの上質なデザインが融合し、
「ルミナ
ベッラ」
でしか出会えない照明器具を提案し
ます。上 質なデザインの輸 入 照 明 器 具の
数々をショールームで体感ください。

▼

水
日
10/10●
14●
水
土
10/10●
13●

「らしく、
インテリア」
奈良県川上村×大阪工業大学
木工作品展

理想の暮らしのイメージを
あなたはもっていますか？

02
MAP

1-B

パナソニックセンター大阪
JR「大阪駅」
から徒歩約4分、各線「梅田駅」
から徒歩約7分、 谷「東梅田駅」
・ 四「西梅田駅」
から徒歩約9分
大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 2F〜B1 Tel.06-6377-1700
休/不定休
（B1リビングフロアは水曜休・祝日除く）
、夏季・年末年始 時/10：00〜20：00
（※一部サービス〜18：00）
https://panasonic.com/jp/center/osaka/

▼

水
10/10●
日
14●

04
MAP

1-B

「The +CASA 大阪店」
と
「AKIRA ART ROOM」
がコラボレーションし、期間中は
店内で美しいアートを展示。ニューヨークとロンドンの新進気鋭アーティストの作品
をご覧ください。一流のインテリアとアートの融合した極上の暮らしを提案します。

MAGIS 大阪ショールーム
京阪中之島線「大江橋駅」5号出口から徒歩約3分、 御 ・京阪本線「淀屋橋駅」1号出口から徒歩約6分
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング1F
休/日・祝 時/10：00〜18：00

ミラノ拠 点 に活 躍するデザインユニット、
ServomutoデザインのCalypso（カリプソ）。
テキスタイルの組み合わせによってさまざまな
テイストを演出するCalypsoのランプシェード
は、南イタリアの工房で職人によって制作さ
れています。今回、
「ルミナベッラ」では、
その
ユニークでロマンチックなCalypsoコレクショ
ンを展示します。期間中は南イタリア産ブラッ
ドオレンジジュースのドリンクサービスあり。

アートと家具のある暮らし

「奈良県川上村」
と
「大阪工業大学」
との連携プロジェクト
として、川上村で育まれた上質なスギやヒノキを使って、
空間デザイン学科の学生チームが自由な発想で木工作品
を制作。
その作品を展示します。

住む人それぞれの心地よい空間
づくりを、
自分らしいこだわりのインテリアでカタチにしてみましょう。おすす
めのインテリアイメージを診断したり、部屋のカラーシミュレーションを試し
たり…。魅せる と 隠す の収納術も学ぶことができます。

La storia di Calypso

▼

場所：大阪工業大学梅田キャンパス 1Fロビー

常設展示

Tel.06-7222-3486

06
MAP

1-A

渋井不動産 nonﬁx Inc.
四「肥後橋駅」
4号出口から徒歩約3分、京阪中之島線「渡辺橋駅」2号出口から徒歩約2分

大阪市北区中之島3-5-20 NONFIX bld. Tel.06-6131-4855
休/水曜
（10/10は営業） 時/10：00〜20：00

MAP

2-B

ニチエス大阪ショールーム
四「肥後橋駅」
6号出口から徒歩約3分、 御「淀屋橋駅」13号出口から徒歩約10分、各線「本町駅」25号出口から徒歩約10分

大阪市西区京町堀1-4-16 センチュリービル1F
休/日・祝 時/10：00〜17：00

Tel.06-7711-1213

あなたの部屋探し、終わらせます

「MAGIS」
の家具で生まれ変わる
新しい日常をイメージできる

住まい探しをはじめ、物件を選ぶという行為は非日常的
で誰もがワクワクする一大イベントです。
「 渋井不動産」
は、
そのことを誰よりもよく知っています。
お客様により楽
しく、誇らしく物件を選んでいただくための場所を提供し、
安心安全な取引をしていただくことが私たちの仕事で
す。
まずはカフェとして利用いただき、
「渋井不動産」
を見
学ください。
「楽しそう」
と思ったら、物件探しのご予約を。

淀屋橋駅、市庁舎から梅田に向かってすぐの堂島ビルヂングの1階
に新しくオープンした
「MAGIS」大阪ショールーム。数多くあるイスを中
心とした製品を展示し、楽しいコーディネイトを紹介。新作の展示会
や、
さまざまな企画も開催しています。
木
10/11●

09

19：00〜

創業者ら来日!
トークパーティに参加

Re-Life Story
もっと、人生を、新しく
これからの人生、理想の生き
方や暮らし方を見つけてみま
せんか？ 愛猫と楽しく暮らす、
海辺に移住する、私だけの秘
密基地をつくるなど、
ストーリーのある13の住空間展示、
そして、毎日開催している憧
れの暮らしが見つかるセミナー、
カフェやライブラリーには自由に閲覧できる5000冊
の本。
ここに来れば、
自分らしい生き方や暮らし方のヒントが見つかります。

06

Machi Decor 2018

インテリアに工 夫した展 示と多 彩なセミ
ナー、
インテリアコンシェルジュによる相談会
を開催します。通常、木・土・日曜開催のイン
テリアコンシェルジュによる無料相談会が、
イベント期間中は毎日開催！ 家具やファブ
リック、
インテリアデザインなど、気軽にご相
談ください。
また、
この「まちデコール」
オフィ
シャルガイドブックを持参の方に、
オリジナル
グッズをプレゼント。

水
土
10/10●
13●

▼

世界の屋外家具ブランドが揃い
空間や環境に合わせて提案

10：00〜20：00

屋外家具専門の「ニチエス」のショールーム
は、
デドン、
トリビュ、
グロスター、
フェルモブな
ど、
ラグジュアリーからカジュアルまで、世界
の屋外家具ブランドが揃うショールームで
す。家具のほか、パラソル、
プランター、
ファ
イアーピット、照明などアウトドアリビングが
豊かになるアクセサリーも充実。図面を持参
いただければ、空間に合わせたレイアウト
提案や使用環境に合った素材の選定など、
総合的に提案を行います。

思わずパーティがしたくなる物件 パネル展示
日 17：00〜
10/14●
自分の思いを100％叶える物件探しを後押しするセミナー

場所：1Fカフェオフィス
参加費：無料

日
10/14●

18：00〜

物件見取り図を眺めながら楽しむパーティ

地下鉄

御

御堂筋線

水
土
10/10●
13●

▼

インテリアコンシェルジュによる
無料相談会を、期間中毎日開催

イスを中心とした
「MAGIS」の製品は、
それ
ぞれに制作のドラマが宿っています。今回
のイベントでは、創業者のユージニオ・ペ
ラッツァ氏や社長のアルベルト氏も加わっ
て、皆様と楽しいひと時を計画しています。

谷

谷町線

四

四つ橋線

中

中央線

千

千日前線

JOY OF OUTDOOR
LIVINGの体験
天井から吊り下げられたスイング
するラウンジャーや、
キャノピーに
囲まれて心地よい時間を過ごせ
るデイベッド、
ファイアーピットを
囲んで皆で集うことのできるモ
ジュール型のアウトドアソファな
ど、旅で出会うような非日常体験
をお楽しみください。

堺

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

Machi Decor 2018
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ecor

MachiD

EVENT SCHEDULE

展示

体験・体感・ワークショップ
ライブ

「まちデコール」開 催 期 間 中 、各 所で多 彩に実 施されるイベント! 「イベントスケジュール」
を参考に目いっぱい楽しんで!

10 WED

11 THU

まちデコの家

OFFICIAL

布×壁×床・心地いい関係展

12 FRI

13 SAT

その他

EVENT MAP

ecor

MachiD

パーティ・レセプション

相談会・セミナー・ミーティング・フォーラム

Official Map
https://machi-decor.com
/md2018/map/

「まちデコール」開催全スポット掲載MA P 。MA Pを見ながらあなたの行きたいショップやコースをチェックして！

14 SUN

B

A

10/21 まで※16火・17水は休み ＠なんば住宅博内 積水ハウスシャーウッドなんば展示場

C

Kita area

積水ハウス 総合住宅研究所 住ムフムラボ 01
ナレッジキャピタル（三木楽器&イリア・イベント会場）18B

＠朝日ウッドテック株式会社 大阪ショールーム

03 大阪工業大学 × 奈良県川上村

まちデコツアー
パナソニックセンター大阪 02

積水ハウス 総合住宅研究所
01
住ムフムラボ

area

02 パナソニックセンター大阪

インテリアコンシェルジュによる無料相談会を、期間中毎日開催

03 大阪工業大学×奈良県川上村

奈良県川上村×大阪工業大学

木工作品展

The ＋CASA 大阪店／
AKIRA ART ROOM

アートと家具のある暮らし
17：00〜セミナー

思わずパーティがしたくなる物件 パネル展示

18：00〜パーティ
14：00〜16：00
ペイントで叶う自分らしいインテリアセミナー ＠朝日ウッドテック 大阪ショールーム

07 関西ペイント販売株式会社

Naka
area

08 ルミナベッラ大阪ショールーム

La storia di Calypso

09 ニチエス大阪ショールーム

JOY OF OUTDOOR LIVINGの体験

10

飛行船スタイル
ショップ＆ギャラリー

『hikosen styleと藤山さんの暮らしのカタチ』展

日比谷花壇
UTSUBO CHOCOLATE

18：00〜21：00 夜活フラワーレッスンPOP UP STORE

13

シー・フォレスト インターナショナル
デザインスタジオ

間仕切る-PARTⅡ

14

朝日ウッドテック株式会社
大阪ショールーム

18：30〜 御堂筋まちかどコンサート Milfy Clarinet Ensemble

19：00〜 レセプションパーティ

〜10/28

DINING FAIR ダイニングに集う心地よい暮らし

〜 デコレーションピアノを展示 ＠ナレッジキャピタル THE LAB.

area

Rakuten STAY HOSTEL
Art cafe & bar Osaka Shinsaibashi

26

エコスマートファイヤー
大阪ショールーム

27

インターオフィス
大阪ショールーム

28

エスティックフォルマックス
大阪

『キッチンの風景をつくる』展
19 カッシーナ・イクスシー大阪店
リッツウェル大阪ショールーム
22 21 アルフレックス大阪
キッチンハウス 大阪店 23
Rakuten STAY HOSTEL 25
Art cafe & bar
インターオフィス
Osaka Shinsaibashi
大阪ショールーム

18：00〜20：30 KitchenをDeepにPresentationするMeeting
9/27

〜10/23 「はじまりのかたち かたちのはじまり」藤澤江里子 作品展

27

最新AVボードの先行展示
海外・国産デザイン機器 展示
11：00〜16：00 機器メーカー相談会

20 富士工業グループ大阪ショールーム

24 テシード 大阪ショールーム
地下鉄長堀鶴見緑地線

26 エコスマートファイヤー
大阪ショールーム
28 エスティックフォルマックス大阪

11：00〜、14：00〜 かおづくりワークショップ
パーティの準備! ランチョンマットづくり

29 アクタス 心斎橋店

ユニオン／アトリエユニオン大阪（ショールーム）31 30 天童木工 大阪ショールーム

展示 キッズインテリア
10：00〜17：00 ワークショップ おもしろ! ジャック・オ・ランタンお面をつくろう!

34B scale（Styling Lab daiya furniture center・イベント会場）

アートを楽しみながら優雅なカフェタイムを

アトリエ木馬 33
大阪ギャラリー

32 協同組合立花通家具秀撰会
（ORANGE STREET）

11：00〜19：00
オープニングレセプション
10/31 まで Vitra Colour & Material Library

商品購入の方にLED照明「Battery」プレゼント

3

29 アクタス 心斎橋店

35 ATC輸入住宅促進センター
（IHPC）

地下鉄御堂筋線

25

Minami area

18A 三木楽器 開成館 × 株式会社イリア 関西事務所

17 9（株式会社ライズワン・イベント会場）

Weekend FACTORY

リッツウェル
大阪ショールーム

24 テシード 大阪ショールーム

10：30〜、14：00〜 手づくり楽器ワークショップ ＠ナレッジキャピタル アクティブスタジオ

地下鉄中央線

15 トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム

11/13 まで 新作展示会

23 キッチンハウス 大阪店

Minami

カンディハウス大阪 16

地下鉄堺筋線

22

朝日ウッドテック株式会社 大阪ショールーム 14
（ 07B 関西ペイント販売株式会社・イベント会場）

10/16 まで PARTY IN THE MUSICAL ＠三木楽器 開成館
10/1

シー・フォレスト
インターナショナル
デザインスタジオ
13

布 × 壁 × 床 心地いい関係展

ベトナム製セメントタイルで作るコロニアルインテリア ＠9（ナイン）

19 カッシーナ・イクスシー大阪店

21 アルフレックス大阪

日比谷花壇 UTSUBO CHOCOLATE
12

2

17 株式会社ライズワン

富士工業グループ
大阪ショールーム

11 マニフレックス
大阪ショールーム・
株式会社フラグスポート

システムキッチン「INO」新製品体感会

9/15

Naka area

09 ニチエス
大阪ショールーム

〈好きな樹種コンテスト〉小冊子『樹種物語』
と
「天然無垢材特製コースター」をもれなくプレゼント

16 カンディハウス大阪

20

飛行船スタイル
ショップ＆ギャラリー
10

16：00〜 セミナー

トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム

関西ペイント販売株式会社
07A

ルミナベッラ
大阪ショールーム
08

地下鉄谷町線

12

三木楽器 開成館／
株式会社イリア 関西事務所

11：30〜16：00 藤山ご夫妻が来店

マニフレックス秋の体感フェア

マニフレックス大阪ショールーム・
株式会社フラグスポート

18

04 MAGIS 大阪ショールーム

06 渋井不動産
nonﬁx Inc

11

15

ツ橋線
地下鉄四

06 渋井不動産 nonﬁx Inc.

The ＋CASA 大阪店 × AKIRA ART ROOM 05

19：00〜
創業者ら来日！トークパーティに参加

04 MAGIS 大阪ショールーム
05

1

Kita

常設展示「らしく、
インテリア」※10/10 は休み

BAUHAUS（バウハウス）名作家具展

30 天童木工 大阪ショールーム

13：00〜16：00 家具の素材に触れるワークショップ

地下鉄千日前線

Bayside area
地下鉄中央線

ユニオン／アトリエユニオン大阪
31
（ショールーム）

32 協同組合立花通家具秀撰会

34

Bayside
area

08

夕方〜 ウエルカムパーティー
＠BRIDGE WORKS

Machi Decor 2018

HORIE DESIGN WEEK 2018

「箕面ビール」を無料提供

Styling Lab daiya
furniture center

ATC輸入住宅促進センター
35
（IHPC）

コスモスクエア駅

ム
ラ
ート
ュ
ニ

33 アトリエ木馬 大阪ギャラリー

Premium SURFACE & MATERIAL 展

KIDS FURNITURE LAB ＠scaleでも同時開催

ATC輸入住宅
促進センター
（IHPC） トレードセンター前駅
35

Styling Lab daiya furniture center
34A

まちデコの家

14：00〜 IHPCキッチンフォーラム「欧州の最新キッチン・インテリアからみたこれからの日本のキッチン」、16：10〜交流会
IHPC大人のスタンプラリー

至 大国町駅↓

なんば住宅博内
積水ハウスシャーウッドなんば展示場

Machi Decor 2018

09

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP
EXHIBITION

高級家具から雑貨にいたるまで

Minami area

たくさんのインテリアショップが大集合！

ミナミ
エリア

中央大通〜なんば

四「肥後橋駅」
7号出口から徒歩約6分、御「淀屋橋駅」13号出口から徒歩約10分

大阪市西区京町堀1-12-8
休/日曜
（10/14は営業）

Tel.06-6441-3402

MAP

2-B

シー・フォレスト インターナショナルデザインスタジオ
堺

中「堺筋本町駅」
9号出口から徒歩約1分

大阪市中央区南本町2-2-2 風蘭ビル6F
（旧明治屋ビル） Tel.06-6260-1200
休/水曜
（10/10は営業） 時/期間中10：00〜18：00
（通常〜19：00）

水
10/10●
日
●
14

11
MAP

2-B

2-B

御

Tel.06-6241-5010

木
日
10/11●
14●

セミナー開催
16：00〜

「変えたい」
を
叶えるヒントが
ここにあります

土
10/13●

11：30〜16：00
藤山ご夫妻が来店。
おいしいコーヒーと
ともに話を聞くこと
ができます。

御「本町駅」
1号出口から徒歩約3分

大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル1F Tel.0120-028-008
休/無休 時/10：30〜19：00
（土・日・祝11：00〜）

（約60分）

14
MAP

2-B

朝日ウッドテック株式会社 大阪ショールーム
御「本町駅」
8号出口から徒歩約5分、 中

MAP

2-B

（ミルフィークラリネットアンサンブル）

個性豊かな4人の
クラリネット吹き
が、時に熱く、時に
優しくミルフィーユ
の ような ハ ー モ
ニーを奏でます。

カンディハウス大阪
御「本町駅」
14号出口から徒歩約3分

大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル1Ｆ Tel.06-6253-6678
休/水曜
（祝日の場合営業、10/10は営業）
、夏季・年末年始

ともにつくるくらし。
「カンディハウス」

9：00〜17：00

〈好きな樹種コンテスト〉
小冊子「樹種物語」と
「天然木無垢材特製コースター」
をもれなくプレゼント！
さまざまな色合いや個性をもつ天然木。
その樹種について人
気コンテストを開催します。
自分の好きな樹種に投票すれば、
もれなく小冊子「樹種物語」
と天然木無垢材でつくった特製
コースターをプレゼント！

BLACK CHERRY

音楽にあふれた庭でのパーティをテーマに、楽しいインスタレーション
を展開します。
「三木楽器」
×
「イリア」のコラボレーションにより、開成
館を舞台に展開。豊かな音楽ライフを提案します。
土
10/13●

土 10/28 ●
日
9/15●

BLACK WALNUT
BIRCH
OAK / WHITE OAK

第1回10：30〜12：30／第2回14：00〜16：00

場所：ナレッジキャピタル アクティブスタジオ 対象：小学生
参加費：1,000円 申込み：Tel.06-6252-0434（三木楽器）

11：00〜18：30

手づくり楽器ワークショッフﾟ

SYCAMORE
HARD MAPLE

DINING FAIR
ダイニングに集う
心地よい暮らし

自分だけのオリジナル楽器（マラカス/タンバリン/カリンバよりひとつ
選択）
をつくり、
みんなで楽しくアンサンブル♪ 事前申込みが必要です。
月
日 場所：ナレッジキャピタル THE LAB.
10/1●
14●
デコレーションピアノを展示 ご自由にお弾きください。

ダイニング空間を3つのスタイルで表現し、心地よい暮らしを提案します。最新作
のコレントや注目のTENエクステンションテーブルの展示もはじまり、
ラインナップ
が充実。
「まちデコール」の開催に合わせ、
日本画のアート展示も行います。

Tel.06-6444-5741

グランフロント大阪北館 2F

株式会社ライズワン
中「緑橋駅」
2号出口から徒歩約5分

※「まちデコール」開催中の展示・イベントは9
（ナイン）
のみ

MAP

2-B

協力：梅花女子大学
関西ペイント販売株式会社

18B MAP 1-B

カッシーナ・イクスシー大阪店
御「心斎橋駅」
3号出口から徒歩約3分

大阪市中央区南船場4-2-4 日本生命御堂筋ビル1F・2F Tel.06-6253-3450
休/水曜 ※改装工事のため10/12
（金）
にグランドオープン 時/11：00〜19：00

海外建築資材を揃える
「ライズワン」
「まちデコール」初出展!

夜活フラワーレッスン
POP UP STORE
仕事帰りに夜活フラワーレッスンを
しませんか？ プチパーティ用のお
花をつくって、お持ち帰り！ 詳しい
情報はフェイスブックにて。来店者
にプチドライフラワーをプレゼント。

セメントタイルの製造工程

水
10/10●
日
14 ●

オープン20周年となる2018年、2階フロアを全面リ
ニューアル。
メインスペースにはキッチンを含む270㎡
の邸宅をイメージしたコーディネートルームが誕生しま
す。
ドイツのプレミアムキッチンブランドSieMatic
（ジーマティック）
のキッチンを展示導入し、
さまざまな
ライフスタイル、好みに合わせたインテリアのトータル
スタイリングを店頭で体感いただけます。

大理石や御影石といった建築
石材、
タイル、
エクステリア資材
といった各 種 建 築 資 材を輸 入
及び販売する
「ライズワン」。
「ま
ちデコール」初出展の企画は、
デザイン事務所「9（ナイン）」
と
コラボレーションし、意匠性の高
い日本初上陸のベトナム製セメ
ントタイルを紹介します。

▼

「ライズワン」のセメントタイルを使ってコーディネートさ
れた空間を提案します。
「コロニアル」
とは、
もともとアメ
リカがイギリスの植民地だった時代の建築・インテリア
の様式。ヨーロッパのデザインを真似た中にも、
シンプ
ルで機能性をもたせた様式です。
そんなシンプルで優し
いデザインのタイルで空間を飾ります。

場所：9（ナイン）
9
（ナイン）

千 中「阿波座」
駅
4号出口から徒歩
約3分
大阪市西区
立売堀4-7-25

17 MAP 2-A

一人ひとりの個性、
ライフスタイルに
最適なコーディネートをつくり上げる

ベトナム製セメントタイルでつくる
コロニアルインテリア＠9

11：00〜19：00

名前の由来は、
チョコレート色の外観から。
リノベーションによって生まれた空間は、商談やイベ
ントなど、新しい花と緑の価値が生まれる
「場」
として活用されています。
「まちデコール」
では、
10/10（水）
・11（木）
の2日間、夜のみ
（18：00〜21：00）一般公開します。

19

大阪市城東区中浜3-17-18 Tel.06-6967-0590
休/土・日・祝 時/9：00〜17：00

場所：UTSUBO CHOCOLATE 2F

リノベーションで誕生した空間は新しい花と緑の価値を創造する場

場所：三木楽器 開成館

PARTY IN THE MUSICAL

▼

水
日
10/10●
14●

18：00〜21：00

Machi Decor 2018

木
火
10/11●
16●

北海道・旭川に本社・工場をもつ
「カンディ
ハウス」
は、
「 素材」
「 構造」
「デザイン」にこ
だわった、長く愛着をもって使える家具づく
りを目指しています。木質感豊かな家具で
心地よい暮らしをご提案。
ラグや照明、
グ
リーンといったインテリアエレメントも多数
展示販売。
システム家具による収納設計
や特注家具も対応します。

17

四「本町駅」
28号出口から徒歩約2分

時/8：30〜17：15

国内外で多くの
プロジェクト実績をもつ
インテリアの
プロフェッショナル集団

BAMBOO

日比谷花壇 UTSUBO CHOCOLATE

休/土・日・祝

▼

御堂筋まちかどコンサート
Milfy Clarinet Ensemble

Tel.06-6946-7424

インテリアの企画からデザイン、施工、
家具備品・調達などに実績をもつ専門
スタッフが、
プロジェクトの状況やニーズ
に応じて、お客 様の立 場に立ってサ
ポートします。

フローリングや木の壁・天井材から上質な住まいづくりを提案
し、 天然木の本質美 を体感できるショールーム。2018年8
月に拡張リニューアルし、総面積700㎡、
日本最大級の 靴
脱ぎ体感型フローリングショールーム に生まれ変わりました。
無垢材挽き板フローリングの新商品「モーメント」
をはじめ、
デ
ザインオフィスnendoとのコラボ商品などさまざまなフローリン
グ、木の壁・天井材を大面積でご覧いただけます。

▼

18：30〜 入場無料

「 京橋駅」
から徒歩約8分
JR環状線・東西線「京橋駅」
から徒歩約5分、 長「OBP駅」
大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBPビル9F

“天然木の本質美”を体感できるショールーム

▼

金
10/12●

株式会社イリア 関西事務所

「トーヨーキッチンスタイル」のフラッグシップ
モデルキッチン「INO」。9/21より新しいコン
セプトに基づいた新製品がラインナップに加
わります。新しい「INO」
を大阪ショールームで
体感してみてください。

水・11●
木
10/10●

10

「INOキルト」

システムキッチン「INO」
新製品体感会

サポネッタとは…
ちょっとした時に、
ちょっとした所で
使える、
ソフトな感触が気持ちい
い非売品のオリジナルピロー。飛
行機や新幹線の中で、
はたまたオ
フィスの机で大活躍間違いなし！

2-B

18A MAP 2-B

時/10：00〜19：00

大正13年に建築された三木楽器本社
ビル1階は、現在ピアノのショールーム
となり、
ヤマハやウィーンの至宝ベーゼ
ンドルファーも弾き比べていただけます。
パイプオルガンの響きを再現したバイカ
ウントオルガンも展示。2階には、約120
名収容可能な音楽ホールもあります。

キッチンを中心に
インテリアや空間を提案
トータルコンサルティングも

16

四「本町駅」
20号出口から徒歩約2分

大阪市中央区南本町4-5-10 Tel.06-6245-9238
休/水曜
（10/10は営業） 時/9：00〜17：00

マニフレックス秋の体感フェア

MAP

休/水曜

創業193年を迎える
老舗楽器店
ピアノ専門スタッフが
あなたのMusic Lifeをサポート

御堂筋に面した単層2フロア構成の
広大な展示スペースを誇る
「トーヨー
キッチンスタイル 大阪ショールーム」。
キッチンを中心としたインテリア空間の
提案と、
サニタリー、
タイル、雑貨までフ
ルラインナップが一堂に。
ショールーム
では、
キッチンやインテリアについて幅広い知識を備えたコーディネーターが、
キッチ
ンと調和する家具、照明などについて、
トータルコンサルティングを行っています。

ファブリックス、壁紙、ラグ、
照明、家具など国内外、
ブラ
ンドを問わず、
「よい!」
と感じ
たものを選りすぐり、既成概
念にとらわれない空間術とア
イデアで、
それぞれの
「らしさ」
を実現します。
リノベーション
の相談も気軽にどうぞ。

「マニフレックス」のマットレスを見て、触って、試すこ
とができる体感フェアを開催。期間中、
「まちデコー
ル」
オフィシャルガイドを持参のうえ、
ご成約となった
先着50名様に、
マニフレックス特製「サポネッタ」
を
プレゼント
（数量限定。無くなり次第終了）
。

大阪市西区靱本町1-13-9 UTSUBO CHOCOLATE 2F
休／土・日

Tel.06-6252-1820

金
10/12●

水
日
10/10●
14●

12

御「本町駅」
7号出口から徒歩約6分、中「本町駅」13号出口から徒歩約5分

大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

昨今のリノベーションによ
り、空間の大きさを変えて
新しい暮らし方を楽しんだ
り、部 屋の使い方を変え
たりするなど、
「 壁」の存在価値に変化が起こって
います。
「間仕切る」
をテーマとしたイベントの2回目
は、
この「壁」に着目し、
ファブリックなどを使って簡
単に空間を間仕切るアイデアを提案。
「壁」の自由
度を高め、
もっと楽しくするアイテムも紹介します。

マニフレックス大阪ショールーム・株式会社フラグスポート

創業50年以上の歴史と世界100
カ国以上で愛用されている、高反発
マットレスブランド。2018年に日本
上陸25周年を迎えます。
スプリング
を使わず、独自開発フォーム
「エリオ
セル 」
を用い、真空ロールアップ製
法を特許開発。優れた反発力と長
期保証、低価格を実現し、世界中
の人々に愛用されています。

三木楽器 開成館

間仕切る-PARTⅡ

2018年9月、山口県柳井
市に珈琲豆焙煎所「フジ
ヤマコーヒーロースターズ」
がオープン。
コーヒーをきっ
かけに、ホッと息を抜ける
ような場所をつくりたいと
の想いで建てられました。
その自宅兼店舗のデザイ
ン設計・家具・内装・外構
に加え、店舗のロゴ・パッ
ケージなどを含めたトータ
ルプロデュースを
「飛行船
スタイル」
が担当。今回の
展示では、普段は語られな
い住まいや店づくりのス
トーリーを紹介します。

イタリアの高反発マットレスブランド
「マニフレックス」
あなたに最適なマットレスを体感できます

18

中「本町駅」
14号出口からすぐ

大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル1F
休/水曜 時/10：00〜19：00

▼

▼

使いやすさにこだわった玄関スツールやキッチンス
ツール、竹のしなりを利用したチェア、
リビングダイニ
ング兼用セットなどオリジナル家具・照明を販売。TV
ボードやカップボードなど特注家具、内装などインテ
リアはもちろん、住まいづくり・店づくりまで、
自分らし
さを大切にしたモノづくりを提案します。

MAP

トーヨーキッチンスタイル 大阪ショールーム

水
日
10/10●
14●

「hikosen styleと
藤山さんの
暮らしのカタチ」展

かおづくり〜住まいづくり・店づくり
「暮らしのカタチは人それぞれ」

15

▼

2-B

13

ベトナムショールーム

水
10/10●

レセプションパーティ

19：00〜

植民地時代の古きよき時代を

新作展示会

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

四つ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

Weekend FACTORY
工場見学の雰囲気を体感できるイ
ベント
「Weekend FACTORY」
を
開催。
「カッシーナ」のベストセラー
「マラルンガソファ」の製造工程の
一部を店内でデモンストレーション
し、
「マラルンガソファ」の座り心
地、耐久性、普遍的な形の秘密を
紹介します。

「カッシーナ」の新作7点のほか、
ラグやリネン、生活雑
貨の新作コレクションを発表。オープン20周年の特別
限定品も販売します。
ウェルカムドリンクサービスあり。

場所：9（ナイン） イメージする装いでお越しください。

地下鉄

金・13 ●
土
10/12●

金
10/12●
火
11/13●

▼

MAP

飛行船スタイルショップ＆ギャラリー

▼

10

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

Machi Decor 2018

11

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP
EXHIBITION

2-B

長「心斎橋駅」
3号出口から徒歩約3分

2-B

Tel.06-4963-8777

和田浩一氏（STUDIO KAZ）からのメッセージ

参加費：無料
申込み：不要

意味」
だと実感しました。キッチンも然りで、
お掃除のしやすさや

MAP

収納力だけで比べる時代ではありません。いかに自分のライフ
スタイル・インテリアに溶け込んでいるか、つまり
「キッチンの風

１階フロントの隣にあるカフェ＆バーは、宿泊
者以外も利用できるスタイリッシュな空間。
そこには、
さまざまな絵画やオブジェが展示さ
れ、定期的にアーティストも変わります。
「Art
」
を楽しみながら、お客様同士のコミュニ
ケーションが生まれる、
そんな場所です。

快適な旅に新たなスタイルをつくる
「Art」
をコンセプトにしたホステル

最新AVボードの先行展示
「ミラノサローネ」で注目を浴び、
ドイツ「reddot
design award」
を受賞したJABARAシリーズの
最新AVボードを発売前に先行展示します。

キッチンハウス 大阪店

23
MAP

ARIAFINA

レンジフード

株式会社ツナシマ商事

ASKO、Bertazzoni

冷蔵庫、
オーブン

日本グリーンパックス株式会社

Bosch

食器洗い機

日本辰華株式会社

Rhea

天板

blisspa japan株式会社

GROHE

水栓

安多化粧合板株式会社

Yasuta VS&D

突板

株式会社リラインス

DORNBRACHT

水栓

リンナイ株式会社

G:

ガスコンロ、IH

株式会社ロッキーズコーポレーション

DELTA

水栓

KitchenをDeepにPresentationするMeeting

18：00〜20：30

日本メーカーのデザインが変わったり、新しい輸入キッチンブランドが登場したり、
おしゃれ家具屋
さんがオリジナルキッチンを発表したりとキッチンを取り巻く環境は激変しました。今回の「キッチ
ンの風景をつくる」展版KDPMでは出展ブランドメンバーが「キッチンの風景」
をテーマにもち時
間５分のプレゼンテーションを実施、
ご参加の皆様の投票により優勝者を決定します。どうぞご
参加ください。

21
MAP

2-B

アルフレックス大阪
御「心斎橋駅」
3号出口から徒歩約2分

【機器展示】

木
日
10/11●
14●

10：00〜18：00

海外・国産デザイン機器メーカー
相談会＆機器展示
洗練されたデザインで話題のメーカーが
一堂に会し、
さまざまな疑問に実物を見
せながらお応えいたします。見積り依頼を
いただいた方にはオリジナルコンベックス
をプレゼント。ご成 約いただいた方には
ホームパーティに使えるグッズをプレゼン
トします。

【相談会】

土
10/13●

アスコ、
アリアフィーナ、
ドンブラハ、
参加
ボッシュ、
デルタ、
グローエ、
リンナイ、
メーカー
日本辰華株式会社、
安多化粧合板

MAP

▼

木 10/23 ●
火
9/27●

11：00〜19：00

「はじまりのかたち かたちのはじまり」
藤澤江里子 作品展
インテリアとともに生活空間を彩り、暮らし
に潤いと楽しさをもたらすアート。アルフ
レックスジャパンでは「LIFE with ART
project」
と称し、
ジャンルも表現方法もさ
まざまなアートイベントを定期開催。期間
中は、抽象画家 藤澤江里子の作品展を
開催。独特のアプローチで自由に描かれ
るさまざまな「線」、
そこから生まれる
「カタ
チ」
をテーマにした作品を展示します。

curated by noie.cc

12

Machi Decor 2018

大阪市中央区心斎橋筋1-10-11 敬和ビル6F
休/不定休 時/11：00〜19：00

Tel.06-6258-0177

MAP

3-B

アクタス 心斎橋店
御

長「心斎橋駅」
7号出口からすぐ

大阪市中央区西心斎橋1-4-5 御堂筋ビル1F・2F
休/不定休 時/11：00〜20：00

Tel.06-6241-1551

木
10/11●

日
10/14●

11：00〜19：00 自由参加

11：00〜13：00、
14：00〜17：00

予約制（電話またはHPにて）
参加費1,500円

かおづくりワークショップ
パーティの準備！ランチョンマットづくり
キッチンや家具の製作の際に出る、木の端材やハギレ
を使ってオリジナルの かお をつくるワークショップ。
自
分の かお やおめかしした かお からつくる、
とっておき
のランチョンマットでパーティ
！
「飛行船スタイル」
とのコ
ラボレーション企画です
（ランチョンマットは後日郵送）
。

テシード 大阪ショールーム
堺

2-C

バイオエタノール暖炉の大阪ショールームがオープン
「エコスマートファイヤー」
は、
オーストラリア生まれのバイオエタノール暖炉のトップブランドです。
バ
イオエタノールの炎は燃焼しても煙や煤、有害物質が発生しないため、従来の暖炉で必要であっ
た煙突や設備工事が不要です。暖房機器としてはもちろんですが、バイオエタノールの炎は温度
が上がるほどオレンジ色に輝くため、観賞用やインテリアとして炎を取り入れたい方にも最適です。

27

長「長堀橋駅」
から徒歩約10分
1号出口から徒歩約3分、 御「心斎橋駅」

大阪市中央区南船場1-12-3 船場グランドビル1F Tel.06-6262-0333
休/土・日・祝、夏季・年末年始
（10/13・14は営業） 時/10：00〜18：00

イタリア生まれ
日本育ちの
「アルフレックス」

MAP

2-B

10/10● 14●

10/13●・14●

10：00〜18：00

参加費：無料 対象：4〜6歳
受付：随時（10〜12日も都度受付）

日

土

日

ワークショップ おもしろ！
ジャック・オ・ランタンお面をつくろう！

輸入壁紙を使った楽しい
キッズインテリアを提案。
ショールームの一角に、可
愛らしい子ども部屋のディ
スプレイを行います。子ど
も部屋のインテリアの楽し
さを体感できます。

木 彫アーティストのムラバヤシケンジ氏プロ
デュースの子ども向けワークショップ。
かぼちゃの
形を台紙から切り取り、好きな輸入壁紙を貼って
オリジナルのお面をつくります。手づくりお面が完
成したら、撮影ブースで写真撮影を。ハロウィンにちなんで仮装での参加も大歓迎！ショールームに
も簡単な衣装を用意しています。
また、期間中、撮影ブースで写真撮影し、指定のハッシュタグを付
けてインスタグラムに投稿していただいた方には、
プチプレゼントをご用意しております。

10/11（木）
に大阪ショールー
ムがオープン。白を基調としたモ
ノトーンのショールームで、炎を
引き立たせる空間づくりをしてい
ます。アウトドアリビングを想起さ
せる空間もつくることで、住宅の
内と外がつながるイメージをもて
ることを実感していただけます。

1984年にオープンした「アクタス 心斎橋
店」は、アクタスの店舗の中で最も古い歴
史をもち、
ロングライフな家具や雑貨の取り
扱いに加え、
ドイツPoggenpohl（ポーゲン
ポール）のシステムキッチンやイタリアのモダ
ンファニチャーPoliform（ポリフォーム）
と
いったヨーロッパのトップブランドを取り揃え
ています。洗練された上質なインテリアを提
案します。

30

Tel.06-6532-7001

MAP

3-A

水
日
10/10●
14●

BAUHAUS（バウハウス）のデザインスピリットを今
日に継承しているドイツTECTA社の名作家具展を
開催。
ブロイヤーやミースなどBAUHAUSの巨匠
の名作が登場します。
さらに、2019年10月実施予
定の「BAUHAUS/100デザインツアー」の全貌を
ご覧いただけます。

天童木工 大阪ショールーム
長「西大橋駅」
3号出口から徒歩約6分、四「四ツ橋駅」6号出口から徒歩約10分

大阪市西区南堀江2-13-28 Tel.0120-53-4131
休/祝・不定休、夏季・年末年始 時/10：00〜17：00
土・14 ●
日
10/13●

13：00〜16：00 受付：会場にて随時

時代を超え、
オフィスの変化に対応するUSM（ハ
ラーシステム）、卓 越した創 造 性・品 質を誇る
vitra.、20世紀デザインに多大な影響を与えた芸
術品と評されるknollを主力にヨーロッパの上質な
家具でオフィス空間を提案する
「インターオフィス
」。
ショールームでは、 Quality of Life をコンセ
プトに 、オフィス
やSOHO、
リビン
グ、ダイニングな
どの 洗 練された
展 示とライブオ
フィスで構成した
見 応えのある快
適な空 間をご覧
いただけます。
水
水
10/10●
31●

家具の素材に触れるワークショップ
家具に使う木材やイス張り用の本革を使って
小物をつくります。親子でご参加ください。

“ぶんぶんゴマ”づくり
家具の素材に絵を描き、世界にひとつだけの ぶん
ぶんゴマ を完成させます。
参加費：無料
対象：子ども
所要時間：約10分
数量：各日30個

世界的名作チェアをはじめ
高い技術力により生み出す多彩なデザイン家具

Vitra Colour &
Material Library

1940年、山形県天童市に創業した家具メーカーです。
日本デザインの創成
期から数々のデザイナーや建築家との協創を続けてきました。
ニューヨーク近
代美術館（MoMA）
などに永久
所蔵されている世界的な名作
チェア「バタフライスツール（柳
宗理デザイン）」
も
「天童木工」
から誕生しました。南堀江にある
ショールームでは、高い技術力
で実現した多彩なデザイン家具
をご覧いただけます。

複雑に変化し、無限に広がる色の
世 界を表 現する4つの「 C o l o u r
worlds」のコンセプトに基づいた空
間をコーディネートします。
また、豊富
な色と素材のバリエーションで新しく
なったライブオフィスをご覧ください。

地下鉄

御

御堂筋線

11：00〜20：00

BAUHAUS（バウハウス）名作家具展

コンセプトは“Quality of Life”
快適なオフィス空間を提案します

10：00〜17：00

展示
キッズインテリア

ロングライフな家具やインテリア
ヨーロッパのトップブランドも

四「四ツ橋駅」
4号出口から徒歩約2分、
クリスタ長堀13号出口から徒歩約5分

大阪市西区北堀江1-19-1 八光心斎橋Airビル2F
休/土・日・祝 時/10：00〜18：00

「テシード」のショールームでは、
イン
テリアデザイナーをはじめとするプ
ロの方から一般の方まで、
ヨーロッ
パやアメリカの壁紙・ファブリックス
メーカーの選りすぐったアイテムを
紹介。壁面には150本の輸入壁
紙を展示し、
カタログは500冊以上
取り揃えています。壁紙の面白さを
体感できるショールームです。

水

オープニング
レセプション開催

インターオフィス 大阪ショールーム

輸入壁紙の面白さを
体感できる空間

▼

まるで友人の家を訪ねたよう
な都心のマンションを思わせ
るあたたかい 佇まいの 店 内
は、床 材からラグ、壁の仕 上
げ、
アート、照明まで個性豊か
にコーディネート。
さまざまな住
まいを回遊するように体感す
ることができます。店内では季
節のワークショップやアート展
などを定期的に開催。お気軽
にご来店ください。

2-B

29

長「心斎橋駅」
クリスタ長堀南12号からすぐ

高級感のある国産システムキッチンを数多く
展示。無駄のない動線、高い機能性、部屋
のどこから見ても変わらない美しさなどを考え
た細かい 納まり を実際に確かめることが
できます。
ほかにも、
システム収納や家具、洗
面まで幅広くデザインしています。

24

大阪市中央区南船場4-2-11 6F Tel.06-6258-8822
休/水・祝
（土・日が祝日の場合は営業） 時/11：00〜19：00

MAP

御

商品購入の方にLED照明「Battery」プレゼント
期間中にフォルマックスの商品（ソファ・テーブル・チェア・TVボー
ド・リビングボード）、
クリスタリア・ラパルマの商品など20万円以上
お買い上げの方に、
イタリアKARTELL社のLED照明「Battery」
をプレゼント
（セール品は対象外。
プレゼントの数に限りあり）
。

ニーズに合わせた“only one”な
カスタムキッチンを提案

11：00〜16：00

木
10/11●

（受付17：30〜、
ミーティング18：30〜）
参加費：無料
申込み：不要

2-B

木
10/11●
日
14●

エコスマートファイヤー大阪ショールーム

▼

アリアフィーナ株式会社

大阪市西区新町1-7-20 Tel.06-6536-3690
休/水曜 時/10：00〜18：00

・カフェ＆バーにて特別割引券を配布。
・ハロウィンイベントの開催
（店内デコレーションと期間限定メニュー）
・アート展示
（閲覧無料）

「Rakuten STAY HOSTEL Art cafe &
bar Osaka Shinsaibashi」
は全60床のベッ
ドスペースを備えた6階建てのホステルです。
ホステル内には、男女別のシャワールーム、女
性専用パウダールームだけでなく、
カフェバー
やラウンジなどを併設しており、
お客様がよりく
つろげる空間をご用意。施設の内装は「Art」
をコンセプトとして、絵画やオブジェの
展示、壁に施されたペイントアートなどがあり、新たな旅のスタイルを提案します。

26

四「四ツ橋駅」
2号出口から徒歩約3分

▼

アイテム

機能美を追求したブランド
formaxの世界を体感できる

アートを楽しみながら
優雅なカフェタイムを

チンの風景」の可能性を見つけてくださいね。

ブランド

Tel.06-4391-9350

「エスティックフォルマックス大阪」
では、世
界で活躍する著名デザイナー、川上元美
氏、植木莞爾氏、安積伸氏、藤森泰司氏
とのコラボレーションにより、機能美を追
求し誕生した自社ブランドformaxの世界
をご覧いただけます。

木
日
10/11●
14●

景をつくる」
ことが重要なポイントです。本展示であなたの「キッ

参加企業
（五十音順）

3-B

四「四ツ橋駅」
3号出口から徒歩約1分、 御「心斎橋駅」7号出口から徒歩約5分

大阪市西区北堀江1-1-21 四ツ橋センタービル2F
休/水曜
（祝日は営業） 時/10：30〜19：00

水
日
10/10●
14●

▼

暮らし方やキッチンに対する意識も変わり
「使いたいキッ
チンを選ぶ・つくる」のが身近になりつつあります。今回の
展示は、アドバイザーとして数々のオーダーキッチンを手
がけるデザイナー・和田浩一氏（STUDIO KAZ）
がセレ
クトしたおすすめのキッチンパーツをご紹介。
こだわりの
キッチンパーツ選びで実現する
「キッチンの風景づくり」
を
体感してみませんか？

2-B

長「心斎橋駅」
1号出口から徒歩約6分、 長「長堀橋駅」2B号出口から徒歩約5分

エスティックフォルマックス大阪

「ミラノサローネ
（ミラノ国際家具見本市）」出展は今年で
10回目の区切りを迎えました。今年も
「Hall5」
のメインエ
リアにブースを構えることができ、昨年比約3倍、推定
5000人ものプロユーザーが来場。大阪ショールームで
は、明るさを抑えた落ち着いた空間で
「ミラノサローネ」出
展商品を中心に楽しんでいただけます。

2018年の「ミラノサローネ」では「技術力を誇示することは無

「キッチンの風景をつくる」展 開催

MAP

御

28

大阪市中央区南船場2-6-16 Tel.06-6121-6976
休/無休 時/宿泊 24時間、
カフェ＆バー 9：00〜23：00

「ミラノサローネ」
で
世界的評価を受ける日本の家具ブランド

▼

水
金
10/10●
12●

MAP

御

大阪市中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビルB1F
休/火・水・祝 時/10：00〜18：00

Rakuten STAY HOSTEL Art cafe & bar Osaka Shinsaibashi

▼

堺「長堀橋駅」
2-B出口から徒歩約2分、中「堺筋本町駅」10号出口から徒歩約5分

大阪市中央区南船場2-1-3 フェニックス南船場1F Tel.06-6265-2151
休/土・日・祝、GW・夏季・年末年始 時/10：00〜17：00

25

▼

MAP

リッツウェル大阪ショールーム

22

▼

富士工業グループ大阪ショールーム

20

谷

谷町線

四

四つ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

コインウォレットづくり
イス張り用の本革を使ってコインウォレッ
トをつくります。
本革を吟味する 目 、
緊張の裁断、
失敗がゆるされな
いボタン付けなど、
イス張りの基本を体験できます。
参加費：200円
対象：小学生以上
どなたでも
所要時間：約30分
数量：各日30個

長堀鶴見緑地線

Machi Decor 2018

13

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP
EXHIBITION

31
MAP

3-A

ユニオン／アトリエユニオン大阪（ショールーム）

Styling Lab daiya furniture center

34

長「西大橋駅」
3号出口から徒歩約7分

御「大国町駅」
2号出口から徒歩約8分、JR「難波駅」南出口から徒歩約10分

大阪市西区南堀江2-13-22 Tel.06-6532-6277
休/土・日・祝 時/9：00〜18：00

34A MAP 3-B

大阪市浪速区敷津西1-12-18 Tel.06-6632-6889
休/水曜、第1・第3日曜 時/9：00〜18：00

▼

水
金
10/10●
12●

9：00〜18：00

Premium SURFACE & MATERIAL展
「ユニオン」が保有するデザインは3000種類以上、素材・仕上げは
200種類を超え、
あらゆる分野の建築に採用されています。当社は、
クライアント、設計者の声に耳を澄まし、
その自由な発想に、豊富な素
材・仕上げとクラフトマンシップで応えてきました。今回のイベントは、
「ユニオン」
と数社の建築材料メーカーが集まり、専業メーカーだから
こそできるハイエンドなマテリアルを紹介します。

コーディネーターも御用達の
北欧の家具が揃うプロ・ショップ
北欧の家具を中心に、国内外の有名メーカーの家具を
展示しています。Yチェア、J39、J46など北欧のスタン
ダードが集合し、飛騨高山の家具もあり。
コーディネー
ターも御用達のプロ・ショップです。今年は FDBモブ
ラー
（デンマーク生活協同組合連合会の家具部門）の
ボーエ・モーエンセンデザインのイスも展示します。
▼

木
日
10/11●
14●

場所：
Styling Lab
（大国町）
、
scale
（堀江）

美しいアートウェアに触れる
感性を刺激するサロン
「ユニオン」
はドアハンドルを主力とした建築金物メーカーで
す。意匠用ドアハンドル分野における市場占有率は80％
以上、全国の建築物に当社のドアハンドルが使用されてい
ます。
「アトリエユニオン大阪」のショールームでは、製品を
実際に手に取って見ていただくことができ、
さらに、1セットか
ら対応のカスタムメイド製品の相談も承ります。世界にひと
つだけのドアハンドルを住宅や店舗に提案します。
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3-A・B

scale
千「桜川駅」
2号出口より
徒歩5分
大阪市西区南堀江3-9-9

34B MAP 3-A

KIDS FURNITURE LAB
「Styling Lab」
（大国町）
では、子どもイスで絶大な人気のノルウェーSTOKKE社のTRIPP TRAPP
をはじめとする北欧家具を展示。
「オレンジ通」の「scale」
（ 堀江）
では、
デンマークのLeander社の子
どものイスからベッドにいたるまで、
キッズファニチャーの特集をします。

協同組合立花通家具秀撰会
四「四ツ橋駅」
6号出口・
「なんば駅」26-C号出口から徒歩約5分、長「西大橋駅」4号出口から徒歩約5分

大阪市西区南堀江1丁目〜3丁目 Tel.06-6536-2771
休・時/各店により異なる

▼

水
日
10/10●
14●

場所：オレンジ通周辺

、
期間中
各店で
のイス
おすすめ
を展示

国内外のインテリアや
住宅設備の大型ショールームがあるベイエリア。

「オレンジ通」のある立花通は、
およそ140年の
歴史をもち、江戸時代には河川を利用して材木
屋が栄え、
やがて家具のまちに変わってきました。
「立花」
という地名は柑橘系の
「橘」
とい
う字が当てられていたと伝わります。
その名前に由来して、現在の
「オレンジ通」
という愛称
が生まれ、今では20店を超える家具店が立ち並ぶインテリアストリートとなっています。
【立花通家具秀撰会加盟店】
モーリショップ ／イチマツ家 具 ／タイムレスコンフォート／ B R I D G E W O R K S
RACONTER／岸タンス店／TEMPUR／HORIE CRAFT／アトリエ木馬 大阪ギャラリー
はなさき／ S A L O N E ／ 日 東タンス ／リビンズ 平 和 ／ L I V I N G H O U S E
OAK HOUSE／The ONOE FURNITURE／scale／堀江家具／森下和洋家具
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3-A

展示場にも出かけてみては？

HORIE DESIGN WEEK 2018

家具インテリアのまち
堀江の
「オレンジ通」

「まちデコール 」の 期 間 は「 H O R I E
DESIGN WEEK 2018」
を開催。
「＋デ
ザインであなたの暮らしが変わる5日間」
と
題して、各ショップで新作家具の発表やさ
まざまなイベントを企画しています。
水
10/10●

Bayside area

夕方〜

ウエルカムパーティを
「BRIDGE WORKS」にて開催。
詳細は
「堀江で家具選び」の
ホームページで。http://horie.ne.jp

南港

アトリエ木馬 大阪ギャラリー

35

四「四ツ橋駅」
6号出口から徒歩約10分、 千「桜川駅」5号出口から徒歩約10分

大阪市西区南堀江1-25-12 RE-015 2F
休/年末年始 時/11：00〜19：00

Tel.06-4391-3230

MAP

3-A

ベイサイド
エリア

ATC輸入住宅促進センター
（IHPC）
中「コスモスクエア駅」
よりニュートラムに乗り換え
「トレードセンター前駅」下車すぐ

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9F
休/水曜、夏季・年末年始 時/10：00〜18：00

Tel.06-6615-5432

家族団らんの中心に
ぬくもりを
あなただけの特別な
一枚板家具を提案
「ぬくもりで世界を変えよう」
をコ
ンセプトに展開する一枚板家
具専門店「アトリエ木馬」。世
界中の銘木約50種類およそ
2 0 0 枚を展 示し、ダイニング
シーンを中心にお客様にぴった
りの一枚板家具を提案します。
Made in JAPANにこだわった
モノづくりと、木が大 好きなス
タッフが丁寧に接客します。

憧れの海外住宅スタイル！
約70社の建材・部材・設備をその目で確かめて
ATC輸入住宅促進センター
（IHPC）
は、世界の一流品が集結
する建材・部材・住設の総合展示場です。
デザイン性のある魅
力的なキッチン、
バス、水栓金具、洗面ボウル、階段やドアなどを
A〜Fゾーンでカテゴリー別に展示。新築やリノベーションでこだ
わりの家づくりをお考えになったら、
ぜひ足を運んでみてください。

▼

11：00〜19：00

「まちデコール」期間中は店内にホーム
パーティブースを設置し、
「 箕面ビール」
と軽 食を用 意します。最 高の一 枚 板
テーブルで、
最高のビールを飲みましょう
！
この機会にご来店ください。

第1部は、
キッチンジャーナリストとして世界のキッチン・家電製品
を取材されている本間美紀氏の基調講演。第2部は、本間氏の
コーディネートのもと、
ドイツ製品を取り扱う出展企業（4社予定）
がトレンドや商品について紹介します。

※1人１杯。
数量限定。
無くなり次第終了

Machi Decor 2018

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

四つ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

交流会：キッチンコーナー

IHPCキッチンフォーラム
「欧州の最新キッチン・インテリアからみた
これからの日本のキッチン」

「箕面ビール」を無料提供

14

14：00〜16：10（終了後17：10まで交流会）

場所／フォーラム：IHPCセミナールーム1

長

長堀鶴見緑地線

水
日
10/10●
14●

▼

木
10/11●

水
日
10/10●
14●

10：00〜18：00

IHPC大人の
スタンプラリー
展 示 場内にある4〜5か
所 のスタンプ ポイントを
巡ってゴールすれば、素
敵な粗品をプレゼント。

