「まちデコール 2019」開催概要
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「まちデコール」は、暮らしに関わるショップや企業が連携し、
大阪のまち全体を会場とするデザインイベントです。
プレゼンテーションが様々な場所で実施されます。

今 年 は9 つ のコースをご 用 意しました。
案 内 人 のスタッフとともに、特 別な まち歩き をしませんか ?

申込み
について

「まちデコール」のwebサイトより申込みください。

http://machi-decor.com/

※時間は各ショップ・企業によって異なります。

大阪市内各所の
参加ショップ、企業ショールーム
参加企業・団体

15 名

10月4日

10/13（日）

Café time

コース

コース

＊集合 11:00 クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム

＊集合 11:00 セラトレーディング 大阪支店

インテリアが気持ちをワクワクさせる

＜ルート＞

＜ルート＞

＜ルート＞

アイテムであることを再認識していただき、

10 ルミナベッラ大阪ショールーム

14 クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム

09 セラトレーディング 大阪支店＋ESSE JAPAN KOBE

暮らしにデザインを取り込む楽しさを

13 マニフレックス大阪ショールーム

20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」

12 ニチエス

体感していただくことをテーマに開催します。

「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ

★ランチタイム
20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」
「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

18 トーヨーキッチンスタイル 大阪ショールーム

家で過ごす幸せを感じて欲しい……

19 カンディハウス 大阪

30 エスティック・フォルマックス大阪

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

触れていただくことで、

15 シー・フォレスト

28 エコスマートファイヤー 大阪ショールーム

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

家とインテリアに関する知識や情報に

★ランチタイム

25 アルフレックス大阪

22 三木楽器 開成館

知って欲しい 家とインテリアの関係

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

24 カッシーナ・イクスシー大阪店

23 マスターウオール大阪

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」
★ランチタイム

16 ギャラリー収納 御堂筋

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

26 キッチンハウス 大阪店
39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

27 インターオフィス大阪支店
＊終了 17:00 ごろ

＊終了 17:00 ごろ

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊終了 17:00 ごろ

「まちデコール」
は

公式サイト

http://machi-decor.com/

そんな
「家とインテリアの素晴らしい関係」
を

10/12（土）

知っていただけるイベントです。

10/12（土）

Relax life
まちデコール 2019

4 つ のさまざまな側 面から、家を彩る楽しさを体 感していただきます 。

◆まちデコツアー

◆まちデコの家

◆ 布 × 壁 × 床 心地いい関係展

まちデコール 2019 Special

◆まちデコール × 大丸心斎橋店
Joint Exhibition

Professional

コース

＊集合 10:00 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊集合 11:00 HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

＜ルート＞

＜ルート＞

＜ルート＞

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

42 HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

テリアショップやショールームを巡るまち歩き

ターが演出する部屋空間を、実際のモデル

ペイント
（壁）、
カーペットやラグ、
フローリング

レーション企画として、今年の「ミラノデザイン

36 スリープセレクト SEALY BED 大阪ショールーム

イベントです。今年は全９コースを用意。イン

ハウスで体感していただきます。2019年の

（床）に焦点を当てるスタイリング・プレゼン

ウィーク 2 0 1 9 」で話 題を呼んだ、ヤマハ

テリアを通じて、暮らしを楽しむアイデアをご

テーマ
「GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-」

テーション。今 年は会 場にたくさんのカフェ

"pulse（パルス）"の出品作を特別展示します。

35 ORANGE STREET

覧いただきます。

がどのように表現されるか、
お楽しみください。

空間が出現します。

これは、国内で初めての凱旋展示となります。

34 SCANTEAK 南堀江店

オフィシャルとプライベート。オンとオフ。外から帰って

ますことを心よりお喜び申し上げます。本イベントの実行

げます。このイベント開催に力を尽くされました、実行委

壌でもあります。豊かな四季に恵まれた日本は、現在も

きてホッと一息つける家は、間違いなく気持ちを切り替え

委員会及び出展企業の皆様には、
この取組みを通じ

員会をはじめとする関係者の皆様のご尽力とご努力に

優れた伝統文化の遺産を受け継いでいます。
こだわりの

られる場所です。居心地のいい家は、毎日の生活をより

て、本府におけるデザイン産業の振興と発展にご尽力

深く敬意を表します。

家具や料理を盛る器、人の集い、寛げる空間での時の

楽しく豊かなものにしてくれます。

いただき、深く敬意を表します。

「家を遊ぶ」
をテーマに、大阪のおよそ50もの企業の

流れ、心地よい部屋の空間、
それは住まいだけではなく、

「まちデコール」は、家具やファブリック、生活雑貨な

「まちデコール」
は、家具、
インテリア、雑貨など、暮らし

皆様にデザインを活用した新しい居住空間やライフスタ

コントラクトやホテルの空間、
それを構成する照明や壁、

ど、暮らしに関わる製品を扱うショップやショールームが

に係る大阪の店舗・企業が連携し大阪の街全体を会場

イルを提案いただくこのイベントは、
デザインの魅力や楽

床など、全てに広がるデザインの魅力は、
そんな場から育

連携し、大阪市内全域で展開するデザインイベントで

とするデザインイベントです。近年、
ライフスタイルや価値

しさを多くの方に感じていただく機会となり、
デザイン関

まれます。

す。
７回目の開催となる今年のテーマは、
「GROOVING

観が多様化する中で、暮らしの多くを過ごす「住まい」
は

連産業の活性化と大阪のまちの魅力向上につながるも

生活を豊かに彩るために欠かせない空間となっていま

のと期待しております。

日本の伝統文化の中で大切にされてきた、人を招き
招かれることが生活の基本になっていました。季節の行

＊終了 16:00 ごろ

04 The + CASA 大阪店
06 リッツウェル 大阪ショールーム

37 日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO

心豊かな日常の暮らしは、生活文化や産業経済の土

39 ご希望の方は「まちデコの家」
＠なんば住宅博 へ

★ランチタイム

33 ユニオン

「まちデコール2019」の開催を心からお喜び申し上

★ランチタイム

02 IDEE SHOP（イデーショップ）

40B scale 堀江店（kakejiku art）

このたびは、
「まちデコール 2019」
が盛大に開催され

池田市立図書館

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

★ランチタイム

実行委員長あいさつ

＊終了 17:00 ごろ

05 MAGIS 大阪ショールーム
03 建築家情報空間 ASJ UMEDA CELL
＊終了 18:00 ごろ

10/12（土）

SALONE

インテリアが変わると部屋の気分も変わります。家が、

10/13（日）

10/12（土）
コース

「ミラノデザインウィーク2019」で世界の
話題となったデザイン作品の鑑賞を中心に…

INTERIOR -家を遊ぶ- 」。

Timeless Urban

コース

広い敷地にインテリアや住宅機器が豊富に。
この機会にじっくり巡ってみては？

＊集合 13:00 本町ガーデンシティ

＊集合 11:00 エフ・アイショップテンマ

＊集合 11:00 IHPC

また、大阪のまち全体を会場とするこのイベントの情

事や祭り事など、家族が集う場の存在は、世代を超えて

落ち着ける場であると同時に、外に出かけて刺激された

インテリアは人の気持ちをワクワクさせるアイテムである

報発信を通じて、本市の魅力を多くの方に伝えることと

共有するものでした。楽しい会話、食事や音楽、雰囲気

感性を熟成させ、活力を与えてくれるものになればもっと

＜ルート＞

＜ルート＞

ことを再認識すると同時に、住まいにデザインをとり込む

なり、
ひいては、2025年に開催される大阪・関西万博に

のある照明や観葉植物など、空間は人々への思いやり

いい。住まいに デザインを取り込む ことがワクワクする

楽しみをより一層実感する機会を提供されることは、大

向けての機運醸成につながることを願っております。

が中心となった人生の舞台でもあるのです。住空間へ

体験になることをテーマに開催します。

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

07 エフ・アイショップテンマ

変意義深いものと感じます。

最後になりましたが、
「まちデコール」
が今後ますます発

の関心が、素敵な暮らしの場をつくるきっかけとなり、心

20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」

29 MUSEUM R + Riseone Showroom

展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

豊かな生活を送ることに繋がる。
「まちデコール2019」

フォーカスした展 示イベント「 O S A K A×M I L A N O

といたします。

のイベントが、私たちに次なる目標を与えてくれる機会に

DESIGN LINK」
とも連動し、
これまで以上に賑やかで

なることを期待しています。

楽しい「まちデコール」
となりそうです。

「まちデコール 2019」の開催が、大阪の明るく豊かな
未来を創造するきっかけとなることを期待するとともに、
こうした取組みが今後も多くの皆様に末永く愛され、大
阪の街の活性化につながることを祈念し、
お祝いの言
葉とさせていただきます。
吉村洋文

大阪市長

松井一郎

プロデューサー 喜多俊之

20

開催期間中、デザインと暮らす 楽しみ方を見つけ
に、
それぞれの会場までぜひ足をお運びください。
まちデコール実行委員長

松本浩嗣

ATC（大阪南港）コース

谷町筋、長堀通から御堂筋へ。
インテリアショップのゴールデンコースを歩きます

す。
このような状況の下、
「家を遊ぶ」
をテーマに、人々が

今回は、大丸心斎橋店が実施する、
ミラノサローネに

コース

＊集合 10:30 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

「まちデコール」
と
「大丸心斎橋店」
とのコラボ

プロデューサーあいさつ

Scadinavia

北欧のインテリアを図書館で体感しましょう。
センスや感性を磨くひと時に…

カーテンやクッション（ 布 ）、壁 紙やカラー

大阪市長のお祝いメッセージ

コース

梅田や中之島などキタエリアのショールームを
建築家・眞野サトル氏がガイドします

「まちデコの家」
では、
日本のトップコーディネー

大阪府知事のお祝いメッセージ

10/13（日）

堀江や「ORANGE STREET」などの
ショップ＆ショールームには暮らしのコツがいっぱい

「まちデコール」
スタッフがガイド役を務め、
イン

Machi Decor 2019

2,000 円

＊集合 11:00 ルミナベッラ 大阪ショールーム

後援

02

各コース

窓・床・壁そしてキッチンのショールームを
盛りだくさんに巡ります

まちデコール実行委員会

大阪府知事

各コース

申込み期限

ラグジュアリーな空間って心地いい。
そんな美しい住まいづくりのヒントを探しに…

主催

OFFICIAL EVENT

LUXURY life

定員

暮らしの 質 にこだわって、
住まいのグレードアップの秘訣をみつけてみては?

「GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-」。

インテリアメーカー、
ショップなど44社・団体

コース

参加費用

（ランチ代含む・全ツアー共通）

10/12（土）

QUALITY life

2019年の「まちデコール」の開催テーマは

開催場所

info@machi-decor.com

※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。

開催テーマは
GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-

2019年10月10日（木）〜14日（月・祝）

まちデコール

まちデコール実行委員会事務局

※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。

10/12（土）
開催期間

お問い
合わせ先

金

暮らす楽しみ を発見・体感できる多彩なアイデアや

Machi Decor Tour

住まい や 暮らし のアイデアが 詰まった
おしゃれなショップやショールームを巡る「まちデコツアー 」。

「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ
エル・デコ ブランドディレクター 木田隆子氏による
レクチャーがあります。
31 大丸心斎橋店

（ATC 輸入住宅促進センター）
※こちら、ツアーはありません。集合時に巡る時間のご説明、
ランチのご案内をします。

★ランチタイム

41

IHPC（ATC 輸入住宅促進センター）
※館内はスタッフがご案内

31 大丸心斎橋店

★ランチタイム

32 ACTUS アクタス・心斎橋店

39 ご希望の方は「まちデコの家」
＠なんば住宅博 へ

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊終了 16:00 ごろ
＊終了 17:00 ごろ

Machi Decor 2018

03

「まちデコール 2019」開催概要

◆ まちデコツアー

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）
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〜)
サポートメンバー 小川貴一郎（barracks* anonymous design gang）
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）
皆口雄亮（株式会社 リッツウェル）
原 一孝（株式会社トーヨーキッチンスタイル）
岡本裕子（株式会社土井 ルミナベッラ事業部）
中田晶子（株式会社WALLS）
吉岡真夏（株式会社シンカネット）
事
務
局 大阪市中央区北久宝寺町3-3-4
（三木楽器株式会社内）

主
催
プロデューサー
実行委員長
実 行 委 員

「まちデコール」は、暮らしに関わるショップや企業が連携し、
大阪のまち全体を会場とするデザインイベントです。
プレゼンテーションが様々な場所で実施されます。

今 年 は9 つ のコースをご 用 意しました。
案 内 人 のスタッフとともに、特 別な まち歩き をしませんか ?

申込み
について

「まちデコール」のwebサイトより申込みください。

http://machi-decor.com/

※時間は各ショップ・企業によって異なります。

大阪市内各所の
参加ショップ、企業ショールーム
参加企業・団体

10月4日

15 名

10/13（日）

Café time

コース

コース

＊集合 11:00 クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム

＊集合 11:00 セラトレーディング 大阪支店

インテリアが気持ちをワクワクさせる

＜ルート＞

＜ルート＞

＜ルート＞

アイテムであることを再認識していただき、

10 ルミナベッラ大阪ショールーム

14 クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム

09 セラトレーディング 大阪支店＋ESSE JAPAN KOBE

暮らしにデザインを取り込む楽しさを

13 マニフレックス大阪ショールーム

20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」

12 ニチエス

体感していただくことをテーマに開催します。

「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ

★ランチタイム
20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」
「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

18 トーヨーキッチンスタイル 大阪ショールーム

家で過ごす幸せを感じて欲しい……

19 カンディハウス 大阪

30 エスティック・フォルマックス大阪

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

触れていただくことで、

15 シー・フォレスト

28 エコスマートファイヤー 大阪ショールーム

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

家とインテリアに関する知識や情報に

★ランチタイム

25 アルフレックス大阪

22 三木楽器 開成館

知って欲しい 家とインテリアの関係

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

24 カッシーナ・イクスシー大阪店

23 マスターウオール大阪

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」
★ランチタイム

16 ギャラリー収納 御堂筋

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

26 キッチンハウス 大阪店
39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

27 インターオフィス大阪支店
＊終了 17:00 ごろ

＊終了 17:00 ごろ

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊終了 17:00 ごろ

「まちデコール」
は

公式サイト

http://machi-decor.com/

そんな
「家とインテリアの素晴らしい関係」
を

10/12（土）

知っていただけるイベントです。

10/12（土）

Relax life
まちデコール 2019

4 つ のさまざまな側 面から、家を彩る楽しさを体 感していただきます 。

◆まちデコツアー

◆まちデコの家

◆ 布 × 壁 × 床 心地いい関係展

まちデコール 2019 Special

◆まちデコール × 大丸心斎橋店
Joint Exhibition

Professional

コース

＊集合 10:00 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊集合 11:00 HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

＜ルート＞

＜ルート＞

＜ルート＞

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

42 HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

17 「布 × 壁 × 床 心地いい関係展」

テリアショップやショールームを巡るまち歩き

ターが演出する部屋空間を、実際のモデル

ペイント
（壁）、
カーペットやラグ、
フローリング

レーション企画として、今年の「ミラノデザイン

36 スリープセレクト SEALY BED 大阪ショールーム

イベントです。今年は全９コースを用意。イン

ハウスで体感していただきます。2019年の

（床）に焦点を当てるスタイリング・プレゼン

ウィーク 2 0 1 9 」で話 題を呼んだ、ヤマハ

テリアを通じて、暮らしを楽しむアイデアをご

テーマ
「GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-」

テーション。今 年は会 場にたくさんのカフェ

"pulse（パルス）"の出品作を特別展示します。

35 ORANGE STREET

覧いただきます。

がどのように表現されるか、
お楽しみください。

空間が出現します。

これは、国内で初めての凱旋展示となります。

34 SCANTEAK 南堀江店

オフィシャルとプライベート。オンとオフ。外から帰って

ますことを心よりお喜び申し上げます。本イベントの実行

げます。このイベント開催に力を尽くされました、実行委

壌でもあります。豊かな四季に恵まれた日本は、現在も

きてホッと一息つける家は、間違いなく気持ちを切り替え

委員会及び出展企業の皆様には、
この取組みを通じ

員会をはじめとする関係者の皆様のご尽力とご努力に

優れた伝統文化の遺産を受け継いでいます。
こだわりの

られる場所です。居心地のいい家は、毎日の生活をより

て、本府におけるデザイン産業の振興と発展にご尽力

深く敬意を表します。

家具や料理を盛る器、人の集い、寛げる空間での時の

楽しく豊かなものにしてくれます。

いただき、深く敬意を表します。

「家を遊ぶ」
をテーマに、大阪のおよそ50もの企業の

流れ、心地よい部屋の空間、
それは住まいだけではなく、

「まちデコール」は、家具やファブリック、生活雑貨な

「まちデコール」
は、家具、
インテリア、雑貨など、暮らし

皆様にデザインを活用した新しい居住空間やライフスタ

コントラクトやホテルの空間、
それを構成する照明や壁、

ど、暮らしに関わる製品を扱うショップやショールームが

に係る大阪の店舗・企業が連携し大阪の街全体を会場

イルを提案いただくこのイベントは、
デザインの魅力や楽

床など、全てに広がるデザインの魅力は、
そんな場から育

連携し、大阪市内全域で展開するデザインイベントで

とするデザインイベントです。近年、
ライフスタイルや価値

しさを多くの方に感じていただく機会となり、
デザイン関

まれます。

す。
７回目の開催となる今年のテーマは、
「GROOVING

観が多様化する中で、暮らしの多くを過ごす「住まい」
は

連産業の活性化と大阪のまちの魅力向上につながるも

生活を豊かに彩るために欠かせない空間となっていま

のと期待しております。

日本の伝統文化の中で大切にされてきた、人を招き
招かれることが生活の基本になっていました。季節の行

＊終了 16:00 ごろ

04 The + CASA 大阪店
06 リッツウェル 大阪ショールーム

37 日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO

心豊かな日常の暮らしは、生活文化や産業経済の土

39 ご希望の方は「まちデコの家」
＠なんば住宅博 へ

★ランチタイム

33 ユニオン

「まちデコール2019」の開催を心からお喜び申し上

★ランチタイム

02 IDEE SHOP（イデーショップ）

40B scale 堀江店（kakejiku art）

このたびは、
「まちデコール 2019」
が盛大に開催され

池田市立図書館

＠朝日ウッドテック大阪ショールーム

★ランチタイム

実行委員長あいさつ

＊終了 17:00 ごろ

05 MAGIS 大阪ショールーム
03 建築家情報空間 ASJ UMEDA CELL
＊終了 18:00 ごろ

10/12（土）

SALONE

インテリアが変わると部屋の気分も変わります。家が、

10/13（日）

10/12（土）
コース

「ミラノデザインウィーク2019」で世界の
話題となったデザイン作品の鑑賞を中心に…

INTERIOR -家を遊ぶ- 」。

Timeless Urban

コース

広い敷地にインテリアや住宅機器が豊富に。
この機会にじっくり巡ってみては？

＊集合 13:00 本町ガーデンシティ

＊集合 11:00 エフ・アイショップテンマ

＊集合 11:00 IHPC

また、大阪のまち全体を会場とするこのイベントの情

事や祭り事など、家族が集う場の存在は、世代を超えて

落ち着ける場であると同時に、外に出かけて刺激された

インテリアは人の気持ちをワクワクさせるアイテムである

報発信を通じて、本市の魅力を多くの方に伝えることと

共有するものでした。楽しい会話、食事や音楽、雰囲気

感性を熟成させ、活力を与えてくれるものになればもっと

＜ルート＞

＜ルート＞

ことを再認識すると同時に、住まいにデザインをとり込む

なり、
ひいては、2025年に開催される大阪・関西万博に

のある照明や観葉植物など、空間は人々への思いやり

いい。住まいに デザインを取り込む ことがワクワクする

楽しみをより一層実感する機会を提供されることは、大

向けての機運醸成につながることを願っております。

が中心となった人生の舞台でもあるのです。住空間へ

体験になることをテーマに開催します。

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

07 エフ・アイショップテンマ

変意義深いものと感じます。

最後になりましたが、
「まちデコール」
が今後ますます発

の関心が、素敵な暮らしの場をつくるきっかけとなり、心

20B 「まちデコール× 大丸心斎橋店 Joint Exhibition」

29 MUSEUM R + Riseone Showroom

展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

豊かな生活を送ることに繋がる。
「まちデコール2019」

フォーカスした展 示イベント「 O S A K A×M I L A N O

といたします。

のイベントが、私たちに次なる目標を与えてくれる機会に

DESIGN LINK」
とも連動し、
これまで以上に賑やかで

なることを期待しています。

楽しい「まちデコール」
となりそうです。

「まちデコール 2019」の開催が、大阪の明るく豊かな
未来を創造するきっかけとなることを期待するとともに、
こうした取組みが今後も多くの皆様に末永く愛され、大
阪の街の活性化につながることを祈念し、
お祝いの言
葉とさせていただきます。
吉村洋文

大阪市長

松井一郎

プロデューサー 喜多俊之

20

開催期間中、デザインと暮らす 楽しみ方を見つけ
に、
それぞれの会場までぜひ足をお運びください。
まちデコール実行委員長

松本浩嗣

ATC（大阪南港）コース

谷町筋、長堀通から御堂筋へ。
インテリアショップのゴールデンコースを歩きます

す。
このような状況の下、
「家を遊ぶ」
をテーマに、人々が

今回は、大丸心斎橋店が実施する、
ミラノサローネに

コース

＊集合 10:30 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

「まちデコール」
と
「大丸心斎橋店」
とのコラボ

プロデューサーあいさつ

Scadinavia

北欧のインテリアを図書館で体感しましょう。
センスや感性を磨くひと時に…

カーテンやクッション（ 布 ）、壁 紙やカラー

大阪市長のお祝いメッセージ

コース

梅田や中之島などキタエリアのショールームを
建築家・眞野サトル氏がガイドします

「まちデコの家」
では、
日本のトップコーディネー

大阪府知事のお祝いメッセージ

10/13（日）

堀江や「ORANGE STREET」などの
ショップ＆ショールームには暮らしのコツがいっぱい

「まちデコール」
スタッフがガイド役を務め、
イン

Machi Decor 2019

2,000 円

＊集合 11:00 ルミナベッラ 大阪ショールーム

後援

02

各コース

窓・床・壁そしてキッチンのショールームを
盛りだくさんに巡ります

まちデコール実行委員会

大阪府知事

各コース

申込み期限

ラグジュアリーな空間って心地いい。
そんな美しい住まいづくりのヒントを探しに…

主催

OFFICIAL EVENT

LUXURY life

定員

暮らしの 質 にこだわって、
住まいのグレードアップの秘訣をみつけてみては?

「GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-」。

インテリアメーカー、
ショップなど44社・団体

コース

参加費用

（ランチ代含む・全ツアー共通）

10/12（土）

QUALITY life

2019年の「まちデコール」の開催テーマは

開催場所

info@machi-decor.com

※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。

開催テーマは
GROOVING INTERIOR -家を遊ぶ-

2019年10月10日（木）〜14日（月・祝）

まちデコール

まちデコール実行委員会事務局

※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。

10/12（土）
開催期間

お問い
合わせ先

金

暮らす楽しみ を発見・体感できる多彩なアイデアや

Machi Decor Tour

住まい や 暮らし のアイデアが 詰まった
おしゃれなショップやショールームを巡る「まちデコツアー 」。

「マルニ木工 ×ルドール カフェ」
＠本町ガーデンシティ
エル・デコ ブランドディレクター 木田隆子氏による
レクチャーがあります。
31 大丸心斎橋店

（ATC 輸入住宅促進センター）
※こちら、ツアーはありません。集合時に巡る時間のご説明、
ランチのご案内をします。

★ランチタイム

41

IHPC（ATC 輸入住宅促進センター）
※館内はスタッフがご案内

31 大丸心斎橋店

★ランチタイム

32 ACTUS アクタス・心斎橋店

39 ご希望の方は「まちデコの家」
＠なんば住宅博 へ

39 「まちデコの家」
＠なんば住宅博

＊終了 16:00 ごろ
＊終了 17:00 ごろ

Machi Decor 2018

03

「まちデコール 2 0 1 9 」では、
「まちデコツアー 」以 外にも、
インテリアとデザインの 楽しさに触 れていただくイベントを開 催します！

ecor

MachiD

Machi Decor House

MAP

時/11：00〜18：00

1-A

リッツウェル 大阪ショールーム
JR東西線「新福島駅」、阪神「福島駅」、京阪中之島線「渡辺橋駅」
から徒歩約5分、JR環状線「福島駅」
から徒歩約8分
大阪市福島区福島1-1-17 堂島リバーフォーラム2F
休/火・水・祝 時/10：00〜18：00

Tel.06-4256-5970

「リッツウェル」
は今年6月
堂島でリニューアルオープン

木
日
10/10●
20●

場所：
ASJ UMEDA CELL

創業時から世界を見据え
「ミラノサローネ」に11
回出展など、積極的に海外活動を展開する
「リッ
ツウェル」。上質なデザインと日本ならではの繊細
な手仕事により生み出される製品は、
ドイツiFデ
ザイン賞、REDDOT賞をはじめ、権威ある国際
デザイン賞を数々受賞。海外のプロユーザーから
の評価も高く、国内外のラグジュアリーホテルや
リゾート、
レジデ
ンスなど数多く
の納入実績を
もちます。

「まちデコール 」に出かけましょう。
期間：10/10（木）〜10/20（日）

新築戸建住宅、
リノベーションを
注文するなら建築家の専門店

（火）
（水）
※15日
・16日
は会場が定休日のため開催していません。

時間：10：00〜18：00

ルハウスで体感していただきます。今年

会場：なんば住宅博内 積水ハウス イズ・ロイエ展示場

のテーマは「LUXURY SAFARI」。ハイ

大阪市浪速区敷津東1-1-1（なんば住宅博内）

「ASJ（アーキテクツ・スタジオ・ジャパン）」の常設展示場
「ASJ CELL（セル）」
は建築家が設計した住宅・豪邸・邸
宅・医療施設・商業店舗・収益物件などのパネル・模型・
動画などを展示しています。
また、建築家による無料相談
会や家づくりセミナーなども随時開催。
ここは建築家の
情報の宝庫です。

南海電鉄「なんば駅」より徒歩５分 39 MAP 3-B
入場：無料
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、

土
10/12●

株式会社カッシーナ・イクスシー、株式会社アクタス、

木
10/10●
日
13●

［展示1］関西建築家「自身が泊まってみたい関西の旅館・ホテル」
［展示2］和歌山や京都の旅館のリノベーションを担当した
ASJ登録建築家、久和原 忠氏の作品
［展示3］和の演出をする建築素材・建材の展示

「REDDOT 2019 best of the best」受賞記念
2019年3月、
「JABARA AVボード」
が世界三大デザイン賞
の一画とも称されるREDDOT design award
（ドイツ）
のホー
ムファニチャー部門において最高賞の「best of the best」
を受賞しました。期間中は受賞を記念
し、同製品を大阪ショールームにてご
成 約の方にオプションの「インナー
BOX」1個（定価55,000円相当）
を
プレゼント。

17：30〜19：00終了予定（受付17：00〜）※事前予約要

建築家スペシャルトーク「建築家も一度は泊まりたい憧れのホテル・旅館（関西編）」

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、

またいでの展示となります。

撮影：
スタジオ・ハーツ
佐々山雅弘

関西でも新規開業、既
存店のリニューアルな
ど、凝ったデザイン・イン
テリアの 宿 泊 施 設が
登場しています。一般
住宅でも Hotel like
なテーストでインテリア
をまとめるとすっきりす
るように、旅 館やホテ
ルのインテリアから、デ
ザインのヒントを手に入
れましょう。

▼

イベントスケジュール や M A P（ P 0 8 ）を参 考に

実 際 のモデ ル ハウスで 体 感！

てもご来場いただけるよう２度の週末を

休/水曜、年末年始

開 催されているイベントなどの 情 報をご 案 内します 。

ラグジュアリーな部 屋 空 間を

さい！
「まちデコール」開催期間が終わっ

Tel.080-0222-3159

「まちデコール 」参 加 のショップやショールーム 、

トップ・コーディネーターが 演 出する

ジュアリーで上質な空間をお楽しみくだ

06

阪急・阪神「大阪梅田駅」
から徒歩約3分、JR「大阪駅」
から徒歩約4分、御「梅田駅」11号出口から徒歩約3分、
谷「東梅田駅」
1号出口から徒歩約3分 大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビル オフィスタワー24F

和−Hotel like展

日本 の

エンド家具でコーディネートされる、
ラグ

1-B

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 建築家情報空間 ASJ UMEDA CELL

「まちデコール」参加店のご案内

LUXURY SAFARI !!

ディネーターが演出する部屋空間をモデ

MAP

INTERIOR SHOP EXHIBITION

開催テーマ

「まちデコの家」では、
日本のトップ・コー

03

▼

◆ まちデコの家

ゲスト：久和原 忠氏・眞野サトル氏

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 ルミナベッラ事業部、
株式会社日比谷花壇、株式会社テイクコーポレーション、株式会社カンディハウス、

建築家と一緒に気軽にお楽しみください。

株式会社マルニ木工、Magis Japan株式会社、ESSE JAPAN KOBE、
クリエーションバウマンジャパン株式会社、株式会社大彌リビング、
株式会社良品計画 イデーショップ
展示協力／株式会社WALLS
順不同

◆ 布 × 壁 × 床 心地いい関係展

KITA AREA
キタ

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

04
MAP

1-B

The +CASA 大阪店
大阪市北区梅田2-2-22ハービス PLAZA ENT 3F
時/11：00〜20：00

Tel.06-4256-8225

梅田〜中之島

エリア

01

おうちでcafe

MAP

1-A

JR「大阪駅」
・阪急「大阪梅田駅」
・ 御「梅田駅」4号出口から徒歩約9分、阪神「大阪梅田駅」
から徒歩約13分
Tel.06-6440-3645

木
日
10/10●
20●

ファブリックと

場所：積水ハウス なんばイズ・ロイエ展示場（なんば住宅博内）

ウォール・トリートメントで 演 出

GROOVING INTERIOR相談会

▼

コーヒーが 似 合う部 屋 空 間を

部 屋のなかで大きな面 積を占める窓と
壁。
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るだけで、ずいぶ

積水ハウス DESIGN OFFICE KANSAI Tel.06-6440-3645
（担当：山口）

期間：10/10（木）〜10/14（月・祝）
時間：9：00〜17：00

テーマは「おうちカフェ」。会場では「ダイ

大阪市中央区南本町4-5-10
地下鉄御堂筋線「本町駅」17号出口徒歩2分

ニング・カフェ」や「ベッドサイド・カフェ」
な
ど、
７つ のカフェ空 間をファブリックと
ウォール・
トリートメントで演出。会場では
有名バリスタが淹れるコーヒーも味わえ
ます
（営業時間や内容などの詳細は、
「ま
ちデコール」HP、
SNSでご確認ください）
。

地下鉄中央線・四ツ橋線「本町駅」20号出口徒歩2分
入場：無料

17 MAP 2-B

主催／「布 × 壁 × 床 心地いい関係 展」
プロジェクト実行委員会
特別協賛／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、株式会社テイクコーポレーション、
株式会社キノシタ、
クリエーションバウマンジャパン株式会社、
株式会社偕拓堂アート
企画協力／株式会社WALLS、株式会社 カリタ、
大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科 イラストレーションコース、
タカムラ ワイン＆コーヒーロースターズ
順不同

あらゆるデザインを通して
お客様の暮らしを豊かに楽しく
「積水ハウスDESIGN OFFICE KANSAI」
は、
皆様のこだわりの夢にお応えするための特別
チームです。社内の全一級建築士中、上位8％
のトップクリエーターと、
『モダンリビング』のスタイ
リングデザイン賞を3年連続受賞中のインテリア
デザイナーが、
その経験とセンスを生かし、心を込
めて住まいづくりをお手伝いいたします。住み手
とつくり手で織りなす GROOVING をご一緒に
体験しませんか?

木
月●
祝
10/10●
14●

◆ まちデコール × 大丸心斎橋店

Joint Exhibition

なんば住宅博
堺「恵美須町駅」
1B号出口から徒歩約4分、御

四「大国町駅」
1号出口から徒歩

約6分、南海各線「難波駅」
から徒歩約8分、各線「大阪難波駅」
から徒歩約10分
大阪市浪速区敷津東1-1-1 なんばパークス南隣
39 MAP 3-B

05

場所：ショールーム

MAP

1-B

ショールーム見学会
「空間をあつらえる住まい」
がコンセプト
のショールームは、
コンパクトな動線や
空間の奥行を体感いただけます。ぜひ
一度足をお運びください。

NAKA AREA

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

02
MAP

1-B

IDÉE SHOP

Tel.06-7222-3486

JR「大阪駅」
から徒歩約4分、御「梅田駅」北改札から徒歩約5分、阪急「大阪梅田駅」
から徒歩約6分
大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館5F
時/10：00〜21：00

Tel.06-6359-2225

大 丸 心 斎 橋 店とのコラボにより

「クラフトマンシップに支えられた上質な家具」
「自分らしさ」
「 遊び心」
をキー
ワードに、家具やカーテン、雑貨、
そしてアートなどを展開しています。
トータル
コーディネートのご相談から、暮らしの空間にまつわる要素について、
お客様
ご自身がゆったりとアイデアを重ねられるようサポート役を担う場所でありた
いと思います。広々とした店内で
「イデーの世界観」
を体感してください。

ヤマ ハ 株 式 会 社 が「ミラノデ ザイン
ウィーク 2019」に出品し大きな話題を
呼んだ、"pulse(パルス)"から、
２作品を
特別展示します。これは国内では初めて

木
月●
祝
10/10●
14●

▼

の凱旋展示となるもので、音 に関連し
たそれぞれの作品は、独特の没入感を

ソファ受注会

体験できるもの。実際に体験していただ

時間：11：00〜19：00
会場：本町ガーデンシティ
大阪市中央区本町3-6-4
入場：無料

20B MAP 2-B

MAP

2-B

関西ペイント販売
御「淀屋橋駅」
8号出口から徒歩約5分

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
塗料メーカーの「関西ペイント」
です。住まいの外観リフォームや
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。
木
10/10●

「まちデコール」
オフィシャルガイドブックを
持参いただき、3,000円（税込）
ご購入の
方へトートバッグをプレゼント!
（無くなり次第終了）

「まちデコール」期間中
にソファをご購入いただ
くと、イデーオリジナル
クッションカバーを1枚 【同時開催】My
プレゼント。

14：00〜16：00

場所：朝日ウッドテック 大阪ショールーム

木
31●

新作展示
Jasper Morrisonの新作チェア
「Plato」
や、
Oiva Toikkaによる初の照明「Linnut」、
MAGISの人気者「Puppy」に仲間入りし
た手のひらサイズXS等を展示します。期
間中にご注文いただいたお客様には、先
着でオリジナルアイテムをプレゼント!

ペイントで叶う
自分らしいインテリアセミナーⅡ

「イデー」
がセレクトする
生 地で、ほかにはない
空 間 の 主 役 になるソ
ファをご提案します。

ける展示となっています。
期間：10/12（土）〜10/16（水）

10：00〜21：00 場所：イデーショップ

木
10/10●

08

淀屋橋・肥後橋〜中央大通

▼

西日本の旗艦店で
コーディネートのご相談を

ヤマハ " p u l s e ( パ ルス) " の 出 品 作 品を特 別 展 示

個性的なデザインのインテリアから
ファブリックまで暮らしを演出するアイデアが揃う

ナカ エリア

斬新な発想と高度な技術でインテリア業界に新
風を吹き込む、
イタリアの家具ブランド、MAGIS
（マジス）の大阪ショールームは、今年で3年目を
迎えます。
チェア・スツールのバリエーションには定
評があり、約60脚の
展示の中から、
きっと
お気に入りの1 脚が
見つかります。テーブ
ルなどの大型家具の
ほか、
カラフルな生活
雑 貨・キッズ 家 具な
ど、見るだけで楽しく、
今のインテリアトレンド
が体感できます。

イデーショップ

「ミラノデザインウィーク 2 0 1 9 」で 話 題となった

Machi Decor 2019

10：00〜17：00

MAGIS 大阪ショールーム

Machi Decor × Daimaru Shinsaibashi Joint Exhibition

04

木
土
10/10●
12●

大人な
インテリアの遊び

世界最先端のデザインや
インテリアトレンドを体感

まちデコール 2019 Special

協力／ヤマハ株式会社
企画協力／三木楽器株式会社
展示協力／セントレジスホテル大阪、本町ガーデンシティ
積水ハウス株式会社
順不同

1946年の創業以来、別注家具や住・商空間の
施工を手掛けてきました。空間をつくるだけでな
く、新たなライフスタイルの提案をめざし、
リフォー
ム、
オーダー家具等のご相談から設計施工まで、
きめ細かなトータルプランニングをいたします。私
たちと一緒に「思い描いてきた空間をかたちに」
しませんか? 心を込めてお手伝いいたします。

スペインのブランド、
リヤド
ロとコラボレーション。期
間中は店内にて、希少価
値のある美しいポーセリン
（磁器）
アートを展示。暮ら
しの中に極上のインテリ
アの遊びをご提案します。

会場：朝日ウッドテック大阪ショールーム

ん部屋のイメージが変わります。今年の

世界でたったひとつの空間づくりを
お手伝い

▼

コーヒーも楽しめます！

堺「南森町駅」
4-A号出口から徒歩約10分

大阪市北区天満4-4-15 Tel.06-6352-0113
休/土・日 時/10：00〜18：00

▼

期間中にご来場のご予約をいただいた方には、
「まちデコの家」
をコーディネート
したインテリアデザイナーとのインテリア相談会をさせていただきます。
ご予約は下記まで。

有 名 バリスタが 淹 れる

1-C

京阪「天満橋駅」
から徒歩約8分、谷

「The ＋CASA（プラス・カーサ）大阪店」
は
「いい家具でいい暮らし」
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。
取扱いブランド
calligaris、NATUZZI、nicoline、Kartell、
moooi、EICHHOLTZ、hulsta……etc.

積水ハウス DESIGN OFFICE KANSAI
大阪市北区大淀中１-１-93 梅田スカイビルガーデンシックス3F
休/火・水・祝 時/9：00〜18：00

MAP

エフ・アイショップテンマ

ラグジュアリーなインテリアで
日常に
「楽しみ・癒し」
を発信

Room Comfortable Logic

開催テーマ

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

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。今人気のカラートレンド
と合わせたおすすめのカラーコーディネートをご紹介いたしま
す。
また、
最新の機能性内装用塗料のご紹介もいたします。
朝日ウッドテック 大阪ショールーム
御「本町駅」
17号出口から徒歩約2分、

ﬁrst art

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
17

〜IDÉEで見つけるはじめてのアート〜

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

MAP 2-B

Machi Decor 2019

05

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP EXHIBITION

まちデコール参加店のご案内

09
MAP

2-B

セラトレーディング 大阪 支店

12

四「肥後橋駅」
5-B号出口からすぐ

大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル1F Tel.06-6225-3640
休/日・祝、第１・３土曜
（「まちデコール」期間中10/13日・14月・祝は営業） 時/10：00〜17：00

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

大阪市西区京町堀1-4-16 センチュリービル１Ｆ Tel.06-7711-1213
休/日・祝、夏季・冬季 時/10：00〜17：00

選ぶ楽しみ、使うよろこび、
これからも新しい発見を
ぜひ
「セラ」
で!

屋外での時間を
より楽しくより快適に
国 内 最 大 級 のアウトドアファニチャー
ショールームが10月10日拡張オープン。
世界から選りすぐったデザイン、素材、耐
候性機能を備えたブランドを取り扱ってい
ます。
テラス、バルコニー、
ルーフトップ、庭
等、
あらゆる屋外空間でアウトドアリビング
が実現する商品や情報が揃います。

「TOTO」の100％子会社の「セラト
レーディング」
では、
ドイツ・イタリアなど
ヨーロッパを中心とした洗面・手洗器、
水栓金具、バスタブなど輸入水まわり
を展示。洗練された海外メーカーのデ
ザイン、著名デザイナーの個性あふれ
る商品を探しに、
ぜひショールームへ。

"Meet the Joy of Outdoor Living"
スケールアップしたスペースで出会うトップブランド
の 世 界 。D E D O N 、T R I B U 、G L O S T E R 、
GANDIA BLASCO、TUUCI、FERMOB……。
アウトドアファブリック、
アウトドアライティング、
アウ
トドアラグ、アンブレラも充実。バラエティ豊かな
Joy of Outdoor Living に触れてください。

オリジナルや海外ブランドのカーテン・壁紙・ラグ・照明などを扱
う
「マナトレーディング」の商品を
「セラ」のショールームに展示。
そのほか、
「 Esse」の ﬁrewall、
「クチーナ」のキャビネットも同時
展示。新たな洗面室のイメージを創造しに来ませんか?

10
2-B

13

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 Tel.06-6202-8080
休/日・祝 ※「まちデコール」期間中の10/13日・14月祝は営業 時/10：00〜18：00

MAP

2-B

御「本町駅」
3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〜）

木
木
10/10●
31●

木
月●
祝
10/10●
14●

Ciao! Nuova Luce! -SATELLIGHT-

マニフレックス
秋の体感フェア

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、
「 LUMINABELLA
（ルミ
ナベッラ）」でしか出会えない、照明器具をご提
案いたします。上質なデザインの輸入照明器具
の数々を、
ぜひショールームにてご体感ください。

11
MAP

2-C

イタリアから届いた
「Satellight」は、
夜空の月のように
光り輝く球 体を透
明のベールで包み
込んだデザインが
印象的なシリーズ。
今 回 、初 展 示とな
るその愛らしい姿を
ぜひショールームで
ご覧ください。また
自転車のホイール
をモチーフにデザイ
ンされた
「Spokes」
シリーズも同 時 展
示いたします。
木
10/10 ●
月●
祝
14 ●

▼

ヨーロッパのデザインが融合した
美しい光の照明を

ご来場の方に、
プチギフト
（イタ
リアのお菓 子 ）
をプレゼント!

THE BRIDGE

「マニフレックス」のマットレスを
「見て」
「さわって」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
イドブックを持参のうえ、
ご成約
のお客様に「マニフレックス特
製マグカップ」
をプレゼント
（数
量限定。無くなり次第終了）
。

世界中で愛用されるイタリア製マットレスブランド
マニフレックスでワンランク上の寝心地体験を

Tel.06-4790-8600

「まちデコール」
オフィシャルガ
イドブックをご持参のお客様に
は ウェルカム ビスコッティ
（ビコッティ：イタリアの伝統的
な焼菓子）
をご用意。
ごゆっくり
「マニフレックス」大阪ショー
ルームでお寛ぎください。

50年以上の歴史を持ち、世界100ヵ国以
上で愛用されている高反発マットレス。金属
製スプリングを使わず、水だけで発泡し生成
する独自開発の「エリオセル 」の寝心地は
格別です。
ご自身に最適なマットレス、
まくら
の選び方や睡眠のコツなど、今まで知らな
かった 敷寝具のコト を
「マニフレックス」の
ショールームで体感ください。

14

谷「天満橋駅」
4号出口から徒歩約3分

大阪市中央区釣鐘町1-4-3 Funase Bld 6F
休/無休 時/10：00〜18：00

18：00〜

マニフレックス大阪ショールーム

▼

MAP

ルミナベッラ 大阪ショールーム

木
10/10●

グランドオープニングレセプション
を行います。
ぜひご参加ください。

▼

「CERA×マナトレーディング」
コラボ企画展示

木
月●
祝
10/10●
14●

期間中
ご来場の方に
バスソルトを
プレゼント!

▼

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

MAP

2-B

クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム
御「本町駅」
7号出口から徒歩約5分

大阪市中央区本町3-2-8 牧村本町ビル1F Tel.06-6121-9112
休/水・日・祝 時/10：00〜18：00
（土曜のみ〜17：00）

不動産と建築における
クリエイティブなプロ集団

▼

木
土
10/10●
12●

「THE BRIDGE」
は、不動産、
リノベーション、
建築プロデュースを主軸に、住まいと暮らしに
関するサービスを提供しています。心、
つながり、
縁を大切にしたエージェントがお客様の話をよく
聞き、
ワンランク上の彩りある暮らしを創造いた
します。物件探しや
リノベーションのご
計 画 等 、お気 軽に
ご相談ください。

NEW OFFICE（ACOUSTIC）
昨今のOFFICE環境は固定化からフレキシブルへ、
より
心地よいインテリア空間へと大きく変化しているのはご
承知の通りです。
「クリエーションバウマン 大阪ショールー
ム」
では、吸音ファブリックでグラ
ンピングOFFICEを表現し、心
地よい空間と機能を両立させた
展示をご提案いたします。

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

12：00〜17：00

場所：
朝日ウッドテック ショールーム内
「布×壁×床 心地いい関係展」
御「本町駅」
17号出口から
徒歩約2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

17 MAP 2-B
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THE
BRIDGE
COFFEE
老舗コーヒー機器総合メーカー「カリ
タ」
とのコラボ企画として、
「まちデコー
ル」のオフィシャルイベント
「布×壁×床 TAKAMURA COFFEE ROASTERS
心 地いい関 係 展 」にJ C R C 2 0 1 8 ヘッドロースター 岩崎裕也氏
JCRC 2018 2位 TISCA INTERNATIONAL ROASTING CUP 2018 5位
準優勝のカリスマロースター岩崎氏
（大阪市西区：TAKAMURA COFFEE）
を招き、THE BRIDGE COFFEEをオープン。期間中は、
各日数量限定で鮮度抜群の挽きたてドリップコーヒーの無料提供とスペシャルティコーヒー豆
及びカリタコーヒー機器の特別価格販売を予定（ドリップコーヒーは無料提供終了後、有料販売
となります。岩崎氏の来場日時は事前にSNSにて案内します）
。

美しさと機能で生活を豊かにする
高品質のインテリアファブリック
「クリエーションバウマン」
は、
「スイス品質」
のイン
テリアファブリックメーカーです。創業133年。
自
社で製品のデザイン、技術開発、生産を行ってお
り、常に時代を切りひらく役割を担い、世界中の
建築、
インテリアにかかわる方々から なくてはなら
ない存在 として高い評価をいただいております。
遮熱、吸音の機能性やシンプルモダンなデザイン
ファブリックでお客様の思いを実現いたします。

また、
ファブリックによ
る間 仕 切りでフレキ
シブルな空間構成を
「インターオフィス 大阪
ショールーム」でコラ
ボレーション展示。新
しいOFFICEの在り
方を提案いたします。

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP EXHIBITION

まちデコール参加店のご案内

MINAMI AREA

高級家具から雑貨にいたるまで
たくさんのインテリアショップが大集合！

ミナミ エリア

09
MAP

2-B

セラトレーディング 大阪 支店

12

四「肥後橋駅」
5-B号出口からすぐ

大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル1F Tel.06-6225-3640
休/日・祝、第１・３土曜
（「まちデコール」期間中10/13日・14月・祝は営業） 時/10：00〜17：00

MAP

2-B

ニチエス 大阪ショールーム

15

四「肥後橋駅」
6号出口から徒歩約3分

大阪市西区京町堀1-4-16 センチュリービル１Ｆ Tel.06-7711-1213
休/日・祝、夏季・冬季 時/10：00〜17：00

選ぶ楽しみ、使うよろこび、
これからも新しい発見を
ぜひ
「セラ」
で!

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
大阪市中央区南本町2-2-2 風蘭ビル6F Tel.06-6260-1200
休/水曜日、第2水・木曜 時/10：00〜19：00

屋外での時間を
より楽しくより快適に

MAP

2-B

トーヨーキッチンスタイル 大阪ショールーム
御

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/11：00〜19：00

Tel.06-6241-5010

個性を映すインテリア空間
キッチンを中心にトータルなコンサルティング

土・13 ●
日
10/12●

10：00〜18：00

国 内 最 大 級 のアウトドアファニチャー
ショールームが10月10日拡張オープン。
世界から選りすぐったデザイン、素材、耐
候性機能を備えたブランドを取り扱ってい
ます。
テラス、バルコニー、
ルーフトップ、庭
等、
あらゆる屋外空間でアウトドアリビング
が実現する商品や情報が揃います。

「TOTO」の100％子会社の「セラト
レーディング」
では、
ドイツ・イタリアなど
ヨーロッパを中心とした洗面・手洗器、
水栓金具、バスタブなど輸入水まわり
を展示。洗練された海外メーカーのデ
ザイン、著名デザイナーの個性あふれ
る商品を探しに、
ぜひショールームへ。

18

堺「堺筋本町駅」
9号出口から徒歩約1分

中央大通〜なんば

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ご覧いただけま
す。
ショールームでは、
キッチンやインテリアについて幅広く知識を
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
トータルなコン
サルティングを
行っています。

「IMPORT FABRIC SPOT SALE」
海外ファブリックのハギレ、展示サンプルの特別販売
海外の洗練されたデザイン、国内では出せない色合い…。
ファブリックを知り尽くした「シー・フォレスト」
が、
ヨーロッパの
テクニックなどが詰まった生地を、
この2日間だけのサプライ
ズプライスで販売いたします。
「小物やクッションをつくりたい
けれど、少量では販売されていない」
「お値段もそれなりにす
る…」
と諦めていたあなた、
ぜひお越しください。
きっと、
インテ
リアのよいヒントが安く見つかるでしょう!

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

"Meet the Joy of Outdoor Living"
スケールアップしたスペースで出会うトップブランド
の 世 界 。D E D O N 、T R I B U 、G L O S T E R 、
GANDIA BLASCO、TUUCI、FERMOB……。
アウトドアファブリック、
アウトドアライティング、
アウ
トドアラグ、アンブレラも充実。バラエティ豊かな
Joy of Outdoor Living に触れてください。

2-B

13

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 Tel.06-6202-8080
休/日・祝 ※「まちデコール」期間中の10/13日・14月祝は営業 時/10：00〜18：00

MAP

2-B

木
10/10●

マニフレックス大阪ショールーム
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〜）

MAP
木
月●
祝
10/10●
14●

Ciao! Nuova Luce! -SATELLIGHT-

マニフレックス
秋の体感フェア

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、
「 LUMINABELLA
（ルミ
ナベッラ）」でしか出会えない、照明器具をご提
案いたします。上質なデザインの輸入照明器具
の数々を、
ぜひショールームにてご体感ください。

11
MAP

2-C

イタリアから届いた
「Satellight」は、
夜空の月のように
光り輝く球 体を透
明のベールで包み
込んだデザインが
印象的なシリーズ。
今 回 、初 展 示とな
るその愛らしい姿を
ぜひショールームで
ご覧ください。また
自転車のホイール
をモチーフにデザイ
ンされた
「Spokes」
シリーズも同 時 展
示いたします。
木
10/10 ●
月●
祝
14 ●

ご来場の方に、
プチギフト
（イタ
リアのお菓 子 ）
をプレゼント!

THE BRIDGE
Tel.06-4790-8600

2-B

ギャラリー収納 御堂筋

19

御「本町駅」
7号出口からすぐ

大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル1F Tel.06-6243-5571
休/水曜 時/11：30〜19：00
（日・祝〜18：00）

MAP

2-B

カンディハウス大阪
御

中「本町駅」
14号出口から徒歩約2分

大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル1F
休/水曜 時/11：00〜18：30

Tel.06-6253-6678

ともにつくるくらし。
「カンディハウス」
豊かな自然環境が広がる北海道の旭川に本
社・工場をもつ「カンディハウス」。大阪ショップ
では木の特性を生かしたタイムレスなデザインの
家具で生活シーンを設け、照明やグリーン、
アー
トにもこだわった心地よいライフスタイルをトータ
ルに提案しています。住宅はもちろん店舗やオ
フィスなどのインテリアプランニングから設計、施
工まで総合的な空間づくりをお手伝いします。

「マニフレックス」のマットレスを
「見て」
「さわって」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
イドブックを持参のうえ、
ご成約
のお客様に「マニフレックス特
製マグカップ」
をプレゼント
（数
量限定。無くなり次第終了）
。

収納でデザインする
美しい暮らしと住まい

世界中で愛用されるイタリア製マットレスブランド
マニフレックスでワンランク上の寝心地体験を
「まちデコール」
オフィシャルガ
イドブックをご持参のお客様に
は ウェルカム ビスコッティ
（ビコッティ：イタリアの伝統的
な焼菓子）
をご用意。
ごゆっくり
「マニフレックス」大阪ショー
ルームでお寛ぎください。

50年以上の歴史を持ち、世界100ヵ国以
上で愛用されている高反発マットレス。金属
製スプリングを使わず、水だけで発泡し生成
する独自開発の「エリオセル 」の寝心地は
格別です。
ご自身に最適なマットレス、
まくら
の選び方や睡眠のコツなど、今まで知らな
かった 敷寝具のコト を
「マニフレックス」の
ショールームで体感ください。

14

谷「天満橋駅」
4号出口から徒歩約3分

大阪市中央区釣鐘町1-4-3 Funase Bld 6F
休/無休 時/10：00〜18：00

「トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム」
では、大
阪芸大デザインプロデュー
スTeamとのコラボを行い
ます。
「キッチンの見え方が
変わる? 」
そんなデザインに
チャレンジします。

「まちデコール」期間中（10/11〜14 ※10/10休み）
は、
リノベーションや新築でインテリアに悩んでいらっしゃる方の
ご相談も承ります。
ご予約いただければ助かります。

16

御「本町駅」
3号出口から徒歩約3分

木
木
10/10●
31●

▼

ヨーロッパのデザインが融合した
美しい光の照明を

18：00〜

グランドオープニングレセプション
を行います。
ぜひご参加ください。

▼

MAP

ルミナベッラ 大阪ショールーム

「TOYO KITCHEN STYLE ×
大阪芸大デザインプロデュースTeam」

MAP

2-B

クリエーションバウマンジャパン 大阪ショールーム
御「本町駅」
7号出口から徒歩約5分

大阪市中央区本町3-2-8 牧村本町ビル1F Tel.06-6121-9112
休/水・日・祝 時/10：00〜18：00
（土曜のみ〜17：00）

不動産と建築における
クリエイティブなプロ集団

土 10/20 ●
日
8/24●

▼

オリジナルや海外ブランドのカーテン・壁紙・ラグ・照明などを扱
う
「マナトレーディング」の商品を
「セラ」のショールームに展示。
そのほか、
「 Esse」の ﬁrewall、
「クチーナ」のキャビネットも同時
展示。新たな洗面室のイメージを創造しに来ませんか?

10

インテリアを変えたい「ヒント」がここにあります
ファブリック、壁紙、
ラグ、照明、家具など国内外ブランド問わず、
「いい！」
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
ご相談もお気軽にどうぞ。

▼

「CERA×マナトレーディング」
コラボ企画展示

木
月●
祝
10/10●
14●

期間中
ご来場の方に
バスソルトを
プレゼント!

▼

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

「ギャラリー収納」の 生活収納家
具 は、
日本人の暮らしと住まいに
定着するスタンダードなシステム収
納をめざして1988年に誕生。家の
間取りや暮らし方に合わせ、一人
ひとりに最適な収納をご提案いた
します。
また、5年後、10年後のライ
フスタイルの変化に合わせ、組替
えや買足し、
引越しも可能です。

17
MAP

2-B

DINING FAIR
「ダイニングに集う心地よいくらし。
」
機能性や特長のあるアイテムを取り揃え、暮ら
し方に合わせた心地よいダイニングシーンをご
提案。
「まちデコール」期間中はお気に入りの
家具とともに飾りたい「陶と染織のアート」の作
家展も開催します。

7月に全面リニューアル。新製品の展示も入り、
家一軒分の収納を体感していただけます。

朝日ウッドテック 大阪ショールーム
御「本町駅」
17号出口から徒歩約2分、中

大阪市中央区南本町4-5-10
休/水曜 時/9：00〜17：00

20A

四「本町駅」
20号出口から徒歩約2分

Tel.06-6245-9238

MAP

2-C

マルニ木工
谷

中「谷町四丁目駅」
から徒歩約2分

大阪市中央区農人橋1-4-33アメリカーナビル3F
休/火・水 時/10：00〜18：00

Tel.06-6910-1250

▼

木
土
10/10●
12●

「THE BRIDGE」
は、不動産、
リノベーション、
建築プロデュースを主軸に、住まいと暮らしに
関するサービスを提供しています。心、
つながり、
縁を大切にしたエージェントがお客様の話をよく
聞き、
ワンランク上の彩りある暮らしを創造いた
します。物件探しや
リノベーションのご
計 画 等 、お気 軽に
ご相談ください。

NEW OFFICE（ACOUSTIC）
昨今のOFFICE環境は固定化からフレキシブルへ、
より
心地よいインテリア空間へと大きく変化しているのはご
承知の通りです。
「クリエーションバウマン 大阪ショールー
ム」
では、吸音ファブリックでグラ
ンピングOFFICEを表現し、心
地よい空間と機能を両立させた
展示をご提案いたします。

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

100 年経っても
「世界の定番」
として
認められる
木工家具をつくり続ける

徒歩約2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

17 MAP 2-B

06

Machi Decor 2019

THE BRIDGE COFFEE
老舗コーヒー機器総合メーカー「カリ
タ」
とのコラボ企画として、
「まちデコー TAKAMURA COFFEE ROASTERS
ヘッドロースター 岩崎裕也氏
ル」のオフィシャルイベント
「布×壁×床 JCRC 2018 2位 TISCA INTERNATIONAL ROASTING CUP 2018 5位
心地いい関係展」にJCRC2018 準
優勝のカリスマロースター岩崎氏
（大阪市西区：TAKAMURA COFFEE）
を招き、THE BRIDGE
COFFEEをオープン。期間中は、各日数量限定で鮮度抜群の挽きたてドリップコーヒーの無料提
供とスペシャルティコーヒー豆及びカリタコーヒー機器の特別価格販売を予定
（ドリップコーヒーは
無料提供終了後、有料販売となります。岩崎氏の来場日時は事前にSNSにて案内します）
。

美しさと機能で生活を豊かにする
高品質のインテリアファブリック
「クリエーションバウマン」
は、
「スイス品質」
のイン
テリアファブリックメーカーです。創業133年。
自
社で製品のデザイン、技術開発、生産を行ってお
り、常に時代を切りひらく役割を担い、世界中の
建築、
インテリアにかかわる方々から なくてはなら
ない存在 として高い評価をいただいております。
遮熱、吸音の機能性やシンプルモダンなデザイン
ファブリックでお客様の思いを実現いたします。

また、
ファブリックによ
る間 仕 切りでフレキ
シブルな空間構成を
「インターオフィス 大阪
ショールーム」でコラ
ボレーション展示。新
しいOFFICEの在り
方を提案いたします。

日本最大級の
“靴脱ぎ体感型ショールーム”
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LiveNaturalプレミアムやthe wallシリーズなどを
大面積でご覧いただけます。

木
月●
祝
10/10●
14●

「日本から世界に発信する家具」。
国際的なデザイン感覚と日本独自
の木に対する美意識、
そして精緻
なモノづくりの技を融合した世界へ
発信する家具づくりをめざしていま
す。使い 手 の 生 活に溶け込み、
100年後も定番として愛される家
具をめざし、今日も木と向き合い、
モノづくりに励んでいます。

▼

御「本町駅」
17号出口から

Fecebookまたはインスタ投稿で
特製銘木コースターをゲットしよう!
ショールームで開催している
「布×壁×床 心地いい関係展」
イベントの様子や、
ショールームの展示などをご自身のFecebook、
インスタグラムにアップいただ
いた方に 特製銘木コースター を差し上げます。

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

四ツ橋線

中

中央線

木
月●
祝
10/10●
14●

▼

12：00〜17：00

場所：
朝日ウッドテック ショールーム内
「布×壁×床 心地いい関係展」

場所：フレンチビストロ ルドールカフェ

「セントレジスホテル大阪」
でのカフェ企画
食通を新たな冒険へと誘う
「フレンチ
ビストロ ル ドール」のモザイクタイルと屋外テラスが印象的なスタイリッシュで活気に満ちた1階
の一部空間をお借りし、4月にミラノ・サローネで発表したMARUNI COLLECTIONの新作等を
設置。
「まちデコール」期間中はいつもとは違った雰囲気で食事をお楽しみいただけます。
御「本町駅」
下車7番出口すぐ
大阪市中央区本町3-6-12 セントレジスホテル大阪1F

千

千日前線

堺

堺筋線

長

20B MAP 2-B

長堀鶴見緑地線
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テイクコーポレーション
大阪市中央区北久宝寺町2-1-7 本町和光ビル2F
休/日・祝 時/9：00〜18：00

Tel.06-6268-5535

MAP

御

長「心斎橋駅」
3号出口から徒歩約2分

大阪市中央区南船場4-2-4日本生命御堂筋ビル1・2F
休/水曜 時/11：00〜19：00

2-B

Tel.06-6253-3450

洗練された夢のある生活空間を提案

03 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
建築家情報空間 ASJ UMEDA CELL

塚

線

神

線

速

高

戸

高速神戸駅

The ＋CASA 大阪店 04

神戸駅

木
土
10/10●
12●

ツ橋線
地下鉄四

ESSE JAPAN KOBE
43
JR
神戸線

※日・祝は開催しません

05 MAGIS 大阪ショールーム

2Fショールームにてオリジナル
壁紙「デコム」
を中心としたイン
テリア装飾を展示いたします。

リッツウェル
大阪ショールーム
06

木 11/12●
火
10/10●

▼

1

イタリアモダンファニチャーのリーディングブランド
Cassinaと、
セレクト＆オリジナルブランドixc.を取り揃
え、生活雑貨やアート、
カーテン、
ラグなどのインテリア
周辺アイテムを国内外からセレクト。
ドイツキッチン
SieMaticと併せ、洗練された夢のある生活空間のご
提案を通して、
お客様一人ひとりに合った自分らしい
ライフスタイルのデザインをお手伝いしています。

KOBE

OTHERS AREA

新作展示会
「ALTA MODA
−DRESS-UP!」開催

エフ・アイショップテンマ
07

Cassinaのソファ
「DRESS-UP!」
を中心に、新作を展示発表。
ファッション
で自分らしさを表現するように、
インテリアでも自分のライフスタイルにフィット
するオリジナルのコーディネートを楽しむということを体感していただけます。

オンデマンド印刷のプロが壁紙でインテリアを提案
関西ペイント販売
08

ルミナベッラ
大阪ショールーム
10

NAKA

22
MAP

地下鉄中央線

マニフレックス
大阪ショールーム
13

土
10/19●

まちデコール × 大丸心斎橋店
Joint Exhibition

25 アルフレックス大阪

インターオフィス
大阪支店
27

地下鉄堺筋線

24 カッシーナ・イクスシー大阪店

エコスマートファイヤー
大阪ショールーム
28

MINAMI

33 ユニオン

緑地線

SCANTEAK 南堀江店
34
ORANGE STRE
ET

29 MUSEUM R＋
Riseone Showroom

36 スリープセレクト
SEALY BED 大阪ショールーム

文明開化とともに歩んできた日本最古の楽器店

23

玉造駅

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れており、
さまざま
な住まいを回遊するようにご体感いただけま
す。季節のワークショップやアート展などを定
期的に開催中。
お気軽にご来店ください。

玉造駅

MAP

2-B

金
月●
祝
9/20●
10/14●

木 10/15 ●
火
9/5●

場所：ルクア大阪10F
ルクアダイニング

「LIFE with ART project」狩野岳朗 作品展

デコピでストリート

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、油絵の作品を中心に制
作し、装画や挿絵などでも活躍する画家 狩野岳朗の作品
展を開催します。

「布 × 壁 × 床 心地いい
関係展2017」で話題と
なったデコレーションピアノ
を展示。ご自由にお弾き
ください。
昭和2年に撮影された本店ビル全景

マスターウォール大阪

26

御「本町駅」
12号出口から徒歩約7分

大阪市中央区南久宝寺町３-１-８ MPR本町ビル1F
休/水曜
（祝日は営業） 時/11：00〜19：00

Tel.06-6120-9550

MAP

2-B

キッチンハウス 大阪店
四「四ツ橋駅」
2号出口から徒歩約3分

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

【機器展示】

木
10/10●
月●
祝
14●

大阪
環状
線

地下鉄御堂筋線

玉造
筋

35 立花通家具秀撰会
Tachibana Interior
Association

AREA

文政8年、貸本業として創業した
当社は、明治21年に「山葉オル
ガン西日本売捌所」
として楽器販
売を始めました。
それ以来、多くの
音 楽 家や愛 好 家の方に支えら
れ、今年で創業194年を迎えま
す。大正13年に建築された本社
ビル１Fは、現 在ピアノのショー
ルームとなり、
「ヤマハ」
「ベーゼン
ドルファー」
「スタインウェイ」
を展
示。
ご試弾いただけます。

地下鉄
長堀鶴
見

イタリア生まれ日本育ちの
「アルフレックス」

14:00〜16:00

やさしい木のぬく
もりと、ふくよかな
音の響きを感じる
本格的な音楽サ
ロンで、JAZZの
生 演 奏をお楽し 菊池 寿人（Tp）、武井 努（Sax）、祖田 修（Pf）、
みください。
原 満章
（Bass）
、
白倉 千春
（Dr）

地下鉄長堀鶴見緑地線

31 大丸心斎橋店
30 エスティック
フォルマックス
大阪
32 ACTUS アクタス・心斎橋店

Tel.06-6258-8822

まちデコ
JAZZ LIVE

マルニ木工 20A
21 テイクコーポレーション

13:00 OPEN

2-B

場所：開成館 2F サロン
料金：前売り2,500円、当日3,000円（1drink・ノベルティ付き）
申込：Tel.06-6252-0434 または メール piano@miki.co.jp

地下鉄中央線

18 トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム
三木楽器 開成館
22
23 マスター
ウォール大阪

MAP

御「心斎橋駅」
3号出口より徒歩約2分

大阪市中央区南船場4-2-11 6F
休/水・祝 時/11：00〜19：00

海外製食洗機
相談会＆機器展示

▼

カンディハウス大阪 19

scale 堀江店
40B

Tel.06-6252-0432

クリエーションバウマン 大阪ショールーム
20B
14
シー・フォレスト インターナショナルデザインスタジオ
16 ギャラリー収納
15
御堂筋

朝日ウッドテック 大阪ショールーム 17

キッチンハウス 大阪店 26

大阪市中央区北久宝寺町3-3-4
休/水曜 時/10：00〜19：00

アルフレックス大阪

25

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

▼

ム
トラ
ュー
ニ

2

布 × 壁 × 床 心地いい関係展

マルニ木工 ×
ル ドール カフェ

2-B

三木楽器 開成館

地下鉄谷町線

コスモスクエア駅

IHPC
（ATC輸入住宅促進センター）
41 トレードセンター前駅

AREA

THE BRIDGE 11

12 ニチエス
大阪ショールーム

BAYSIDE

インクジェット出力をベースに多様なマテリアルを生かした店舗内外装、
ディスプレイを提案。今回は
インクジェット出力でできるオリジナル壁紙
「デコム」
で、
あなた好みのインテリアをご提案いたします。

▼

セラトレーディング
大阪支店
09

OTHERS AREA

カッシーナ・イクスシー大阪店

24

堺「堺筋本町駅」
11号出口から徒歩約5分

▼

池田駅

17

INTERIOR SHOP EXHIBITION

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

「まちデコール 」開 催 全スポット掲 載 M A P 。M A 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！

OTHERS AREA

ecor

MachiD

Official Map

10/13

日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO
37

3

洗練されたデザインで話題のメーカー
が一堂に会し、実物を見ながらご説明
いたします。
「ビルトイン食洗機を検討
【相談会】
しているけれど、
日本のメーカーと何が
違うの
?
」
「海外メ
ーカーもたくさんある
日
●
けれど、
どれを選べばいいの? 」
といっ
13：00〜17：00
たさまざまな疑問にお答えいたします。
【プレゼンテーション】 「キッチンハウス」のキッチンには海外
製食洗機もビルトインできます。
10：00〜18：00

日
10/13●

地下鉄千日前線

「まちデコツアー」
と
同時刻開催

OTHERS AREA

時代にとらわれない
デザインと
ライフスタイルを表現

GIFU

見

鉄

道

44 kakejiku art
（偕拓堂アート）

樽

38 キノシタ
大彌リビング Styling Lab
40A
39 なんば住宅博

線

道本

穂積駅

東海

まちデコの家
至 大国町駅↓

08

Machi Decor 2019

なんば住宅博内
積水ハウス イズ・ロイエ展示場

素材としてのウォールナットを突き詰める
ことで見えるそのインテリアの表情は、普
遍的でありながら、時としてドラマティック
にも見えます。使う人の人生とともに歴
史を重ねながら深みを帯び、100年後の
人たちにも愛着を持ってもらえるような家
具づくりをめざしています。新作や人気の
家具など、多数のアイテムを取り揃えて
おります。手に触れて、
マスターウォール
の世界をご体感ください。

土
10/12●

11：00〜

定員：5組
参加費：1,000円（税込）
※要予約 メール
osaka@masterwal.jp

ニーズに合わせた“only one”なカスタムキッチンを提案

参加メーカー

高級感のあるカスタムキッチンを数多く展示。無駄のない動線、高い
機能性、
お好みのインテリアにマッチする美しいデザイン性など、
こだ
わりの詰まったキッチンをご提案いたします。

ミーレ、
ガゲナウ、
ボッシュ、
アスコ、
AEG

月●
祝
10/14●

ウォールナットでつくる
マルチトレイ

Whatʼs ODASHI? おだしとは?
難しいと思われがちな
「おだし」の取り方も決まりがあるわけでは
ありません。今日からご自宅でできる
「おだし」の基本のとり方をお
伝えし、飲み比べながらご自身の好きな
「おだし」の味を見つけま
す。40年以上オーダーキッチン一筋のメーカーショールームで、
日本の文化である
「おだし」の本物の味をご堪能ください。ワーク
ショップでは、
きのこ汁の試食・おだしの販売もございます。
「京都
無添加おだし うね乃」
さんとのコラボレーション企画です。

13：00〜14：00、15：00〜16：00

２部制、定員各10名、先着順
参加費：1,500円
（税込）
（試食、
おだしのお土産付き）
要予約：キッチンハウスHP
またはこちらから→

マスターウォールブランドの家具に
使われるウォールナット。こちらを使
用した日常使いに便利なトレイの
ワークショップを開催いたします。
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売を始めました。
それ以来、多くの
音 楽 家や愛 好 家の方に支えら
れ、今年で創業194年を迎えま
す。大正13年に建築された本社
ビル１Fは、現 在ピアノのショー
ルームとなり、
「ヤマハ」
「ベーゼン
ドルファー」
「スタインウェイ」
を展
示。
ご試弾いただけます。

地下鉄
長堀鶴
見

イタリア生まれ日本育ちの
「アルフレックス」

14:00〜16:00

やさしい木のぬく
もりと、ふくよかな
音の響きを感じる
本格的な音楽サ
ロンで、JAZZの
生 演 奏をお楽し 菊池 寿人（Tp）、武井 努（Sax）、祖田 修（Pf）、
みください。
原 満章
（Bass）
、
白倉 千春
（Dr）

地下鉄長堀鶴見緑地線

31 大丸心斎橋店
30 エスティック
フォルマックス
大阪
32 ACTUS アクタス・心斎橋店

Tel.06-6258-8822

まちデコ
JAZZ LIVE

マルニ木工 20A
21 テイクコーポレーション

13:00 OPEN

2-B

場所：開成館 2F サロン
料金：前売り2,500円、当日3,000円（1drink・ノベルティ付き）
申込：Tel.06-6252-0434 または メール piano@miki.co.jp

地下鉄中央線

18 トーヨーキッチンスタイル
大阪ショールーム
三木楽器 開成館
22
23 マスター
ウォール大阪

MAP

御「心斎橋駅」
3号出口より徒歩約2分

大阪市中央区南船場4-2-11 6F
休/水・祝 時/11：00〜19：00

海外製食洗機
相談会＆機器展示

▼

カンディハウス大阪 19

scale 堀江店
40B

Tel.06-6252-0432

クリエーションバウマン 大阪ショールーム
20B
14
シー・フォレスト インターナショナルデザインスタジオ
16 ギャラリー収納
15
御堂筋

朝日ウッドテック 大阪ショールーム 17

キッチンハウス 大阪店 26

大阪市中央区北久宝寺町3-3-4
休/水曜 時/10：00〜19：00

アルフレックス大阪

25

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

▼

ム
トラ
ュー
ニ

2

布 × 壁 × 床 心地いい関係展

マルニ木工 ×
ル ドール カフェ

2-B

三木楽器 開成館

地下鉄谷町線

コスモスクエア駅

IHPC
（ATC輸入住宅促進センター）
41 トレードセンター前駅

AREA

THE BRIDGE 11

12 ニチエス
大阪ショールーム

BAYSIDE

インクジェット出力をベースに多様なマテリアルを生かした店舗内外装、
ディスプレイを提案。今回は
インクジェット出力でできるオリジナル壁紙
「デコム」
で、
あなた好みのインテリアをご提案いたします。

▼

セラトレーディング
大阪支店
09

OTHERS AREA

カッシーナ・イクスシー大阪店

24

堺「堺筋本町駅」
11号出口から徒歩約5分

▼

池田駅

17

INTERIOR SHOP EXHIBITION

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

「まちデコール 」開 催 全スポット掲 載 M A P 。M A 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！

OTHERS AREA

ecor

MachiD

Official Map

10/13

日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO
37

3

洗練されたデザインで話題のメーカー
が一堂に会し、実物を見ながらご説明
いたします。
「ビルトイン食洗機を検討
【相談会】
しているけれど、
日本のメーカーと何が
違うの
?
」
「海外メ
ーカーもたくさんある
日
●
けれど、
どれを選べばいいの? 」
といっ
13：00〜17：00
たさまざまな疑問にお答えいたします。
【プレゼンテーション】 「キッチンハウス」のキッチンには海外
製食洗機もビルトインできます。
10：00〜18：00

日
10/13●

地下鉄千日前線

「まちデコツアー」
と
同時刻開催

OTHERS AREA

時代にとらわれない
デザインと
ライフスタイルを表現

GIFU

見

鉄

道

44 kakejiku art
（偕拓堂アート）

樽

38 キノシタ
大彌リビング Styling Lab
40A
39 なんば住宅博

線

道本

穂積駅

東海

まちデコの家
至 大国町駅↓
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なんば住宅博内
積水ハウス イズ・ロイエ展示場

素材としてのウォールナットを突き詰める
ことで見えるそのインテリアの表情は、普
遍的でありながら、時としてドラマティック
にも見えます。使う人の人生とともに歴
史を重ねながら深みを帯び、100年後の
人たちにも愛着を持ってもらえるような家
具づくりをめざしています。新作や人気の
家具など、多数のアイテムを取り揃えて
おります。手に触れて、
マスターウォール
の世界をご体感ください。

土
10/12●

11：00〜

定員：5組
参加費：1,000円（税込）
※要予約 メール
osaka@masterwal.jp

ニーズに合わせた“only one”なカスタムキッチンを提案

参加メーカー

高級感のあるカスタムキッチンを数多く展示。無駄のない動線、高い
機能性、
お好みのインテリアにマッチする美しいデザイン性など、
こだ
わりの詰まったキッチンをご提案いたします。

ミーレ、
ガゲナウ、
ボッシュ、
アスコ、
AEG

月●
祝
10/14●

ウォールナットでつくる
マルチトレイ

Whatʼs ODASHI? おだしとは?
難しいと思われがちな
「おだし」の取り方も決まりがあるわけでは
ありません。今日からご自宅でできる
「おだし」の基本のとり方をお
伝えし、飲み比べながらご自身の好きな
「おだし」の味を見つけま
す。40年以上オーダーキッチン一筋のメーカーショールームで、
日本の文化である
「おだし」の本物の味をご堪能ください。ワーク
ショップでは、
きのこ汁の試食・おだしの販売もございます。
「京都
無添加おだし うね乃」
さんとのコラボレーション企画です。

13：00〜14：00、15：00〜16：00

２部制、定員各10名、先着順
参加費：1,500円
（税込）
（試食、
おだしのお土産付き）
要予約：キッチンハウスHP
またはこちらから→

マスターウォールブランドの家具に
使われるウォールナット。こちらを使
用した日常使いに便利なトレイの
ワークショップを開催いたします。

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

Machi Decor 2019
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Photo／Noriko Kawase

店」について教えてください。

テリアを通じて暮らしを豊かにしようというプロジェクト

N：おかげさまで大丸は、心斎橋の地で約300年商売

で、
「 デザインと暮らす」
ことが大きなテーマとなってい

させていただいています。この度、新しくオープンして

ます。デザインについてのお２人のお考え、思うところ

「やっぱり大 丸だね！」と言ってもらえるような、個 性

をお話しください。

あふれるお店にしたいと思っていますし、これからの

喜多（以下K）
：デザインはここにきて、心豊かな暮らし

たいと考えております。

デニムのテクスチャーを音で表現する体感プロジェクト
「デニムの音って？」に答えるアートプロジェクト。実際に見て、触って、
聴くことができる体感型プロジェクトを世界的なファッションブランドの
Iskoが展開。
デニムのテクスチャーが音で表現され、
サウンドデザイナー
Chiara Luzzana のサウンドスケープを体験できます。

300年も見据えながら、世界中のお 客 様をお 迎えし
を中心に世界で大切な言葉となっています。日本でデ
ザインというと、形と色というふうに思われがちですが、

M：10月12日からは「大阪×ミラノ デザインリンク」

海外では美しさもそうですが、機能性や安全性、使う

が開催されます。

人への思いやりなども含んだ、
もっと広い意味で使わ

N：大 阪 の 街を舞 台 に 、デザイン・フェスタをやって

れています。

みたいと思ったのがきっかけで企画しました。今年の
品群を館内で展示します。ただ単に 作 品を紹 介する

ジメントの立場ですと、チームをデザインするとか、仕

だけではなく、本場のエッセンスを盛り込みながら、大

事をデザインするといういい方をします。お客様に響く

阪市民のみなさんも参加できる枠組 みづくりを目指し

広告のデザインということもあります。生活者として考

ています。今 年スタートとなりますが、今後、10年、

えるときには、食べる、着る、遊ぶ、学ぶ、様々なシーン

2 0 年 、3 0 年と続けながら、
レベルアップするよう取

でモノを使うときの楽しみを増幅させてくれるのがデザ

り組んでいきたいですね。

インなんじゃないかと思いますね。その意味では料理

M：喜多さんは1969年以降、
ミラノも活 動の拠点にされて

デザイナー Paula Cademartori の祖国である南米の植物
にインスピレーションを得て華やかに再構築された花瓶や容
器などの作品。一つひとつの花模様は、クラシックな柄を用
いつつも創造性豊かな表現となっています。

B-LOOM
Brand: BITOSSI HOME and Funky Table
Designer: Paula Cademartori

ミラノ発ファッションブランドとして、世界中のストリートやセレ
ブリティの間で高い評価を受けている女性デザイナー。エレ
ガントかつエッジの効いたデザインのバッグやシューズなどを展
開しています。

DENIM SOUND TEXTURES
Concept: Fabio di Liberto, Brand Director Isko
Sound Designer: Chiara Luzzana

トルコのデニムブランド Isko とイギリスのライフ
スタイル誌「Wallpaper」の共同企画。コン
セプトは、Isko のブランドディレクター Fabio
di Liberto によるもの。

ミラノデザインウィークで展示され、話 題となった作
西阪（以下N）
：私の場合、店舗を運営していくマネー

南米の植物からインスパイアされた作品は
創造性豊かでエネルギッシュ

ミ ラ ノで 開 催 さ れ る

まちデコール編集部（以下M）
：まちデコールは、
イン

フォー リ サ ロー ネ の 展 示 作 品 を

大阪の街を舞台に、デザイン・フェスタをやってみたいと思った……西阪義晴

今 秋 ︑心 斎 橋 で 体 感 す る ！

これからはデザインがキーワードとなる……喜多俊之

取材協力／カッシーナ・イクスシー大阪店

することもデザイン。器との楽しみ方や
盛り付け、素材の選択からデザインが始

世界中のあらゆる場所へ連れて行ってくれる
デジタルウィンドウ

まっているように思います。ワインオープ
ナーでも手に馴染むフォルムというのは、
気持ちいいものだし、
これから始まる楽し
い時間を予感させてくれます。

T O S H IY U K I K IT A

Y O S H I H A RU N I S H I S A KA

●デザインプロデューサー

●大丸心斎橋店長

N：今年は、
「 大阪×
ク」のほか、
「まちデ

喜多俊之

西阪義晴

1969年よりイタリアと日本で制作活動を始める。

昭和58年株式会社大丸入社。

作品の多くはニューヨーク近代美術館など

平成14年株式会社大丸梅田店食品部長。

世界のミュージアムに永久収蔵されている。

平成26年株式会社大丸松坂屋百貨店

薄くなった時代を経て、
いよいよこれから、

イタリア「黄金コンパス賞」
など受賞多数。

執行役員 大丸東京店長。

本町ガーデンシティ

「OSAKA×MILANO DESIGN LINK」には

心豊かな暮らしを誰もが求める時代、
イン

国際見本市「LIVING & DESIGN」総合プロデューサー。

平成28年株式会社大丸松坂屋百貨店

大阪芸術大学教授および、藝術研究所所長。

執行役員 大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長。

で展 示します。日本

「ミラノ・フォーリサローネ」で話題になった作品が登場！

K：デザインは特に、使う人、つくる人への

86 年ぶりの本館建て替えで

て、
サローネのフォー

の間、人々が暮らしと同時に生活文化も

テリアもファッションも料理も日常の暮ら

大丸大阪・心斎橋店建替プロジェクトの陣頭指揮を執る。

凱旋展示できること
と、大丸のお客様だ

思っています。
おり、
ミラノサローネにも毎年、
新作が出展されています。

りました
（笑）。やがて、私にも
「デザインをやってみない

けでなく、
より多くの皆さまにご覧いただけることを嬉しく

K：1960年代、暮らしを取り戻さないといけないという

か？」
と声をかけられるようになって……

ウィンクや

思っています。再来年には北館も新しくオープンします

「LIVING & DESIGN」展をプロデュースされています。

背景のもと、
イタリアのオリジナルデザインはどうある

BIKI（※2ゲスト２人が座る椅子）
は滞在中にデザイン

し、広義にデザインを捉えながら多くの人々が楽しめる

K：
「住まいと暮らしのリノベーション」
をテーマに、
クリ

べきかという気運が、
チェザーレ・カッシーナさん
（※1）

したものですね。間に合わせのモノはつくらないという

企画に育てていきたいと思っております。

エイターの人たちと一緒にスタートさせました。その当

を中心に高まり、
ミラノで小さな企業グループができあ

風潮のなか、
イタリアでは特にデザインが重要視され

時は「リノベーション」
という言葉もまだ一般的ではあ

がりました。私は、
それが始まった頃にミラノに行ったん

ていたんです。大阪とミラノは約40年前から姉妹都市

K：日本の企業や伝統産業から、世界レベルのモノが

りませんでした。今年で11年目の開催になりますが、

です。イタリアデザインの動きに興味を感じてはいまし

となっていますし、これからの大 阪はデザインがキー

どんどん生まれればいいですね。人々の暮らしやセン

大阪に根付き始めているのが大変嬉しく思っていま

たが、予備知識や先入観を持たないまま、
クラシック家

ワードとなる。面白くなりそうな気がします。

スに支えられて、
まさに、
日本生まれの世界育ち。これ
から、
そういう時代が日本にやってくると考えています。

す。今年は10月30日から11月1日までインテックス大

具の見本市でその展示コーナーを見たとき、何か凄い

阪で開催されます。

ことが始まりそうな気がしました。当初、
３カ月ほど滞在

M：お２人の今後の展望や具体的なプロジェクトがあれ

M：西阪さん、
この度グランドオープンする
「大丸心斎橋

するつもりだったんですが、結局４年近く住むことにな

ば教えてください。

個性的な生物ファミリーが
高い技術力で機能性の高いアイテムに
LA を拠点に活動するアーティスト Simon and Nikolai Haas が、高
級ライフスタイルブランド L Objet の代表 Elad Yifrach, とコラボレー
ション。アメリカ南西部にある Joshua Tree National Park のまるで
異世界のような景色にインスパイアされて制作されました。

宇宙空間からのインスピレーションによる
奇想天外なコレクション

LʼOBJET Haas Brothers

奇妙な生き物やエイリアンのようなキャラクターの家具やアクセサリーなどの
作品は、遊び心のあるロボットの顔を表す３つの花瓶や、エイリアンのよう
なコート掛け、そして、UFO のようなコーヒーテーブルで構成されています。

Brand: Haas Brothers
Designer: Simon and Nikolai Haas + Elad Yifrach
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※上記作品は
［大丸心斎橋店本館」館内での展示となります。

歴史的価値のある
ヴォーリズの名建築を最新技術で再現

幅員44mの御堂筋と週末の歩行者数

日本の近代建築に大きな足跡を残したウィリアム・メレル・ヴォーリズ。

約 1 5 万 人の賑やかな心 斎 橋 筋 商 店

今回の本館建て替えプロジェクトでは、街の象徴でもあり歴史的価値

街をはじめ、周辺にはアメリカ村や南船

のある旧本館の採取可能な部材は現物による再利用を行い、困難な

期間 ：10/12（土）〜10/16（水）
時間 ：各日11：00〜19：00
会場 ： 本町ガーデンシティ（大阪市中央区本町3-6-4）
入場 ： 無料

場・堀江などの特徴的街区を持つ世界

部材は原型の型取りのうえ、最新技術により再現しました。

ヤマハ 株 式 会 社は、今 年４月にミラノで開 催された
「ミラノデザインウィーク 2019」に、人々の pulse（ 心

で開業してから約300年の歴史を持つ

の躍動）への働きかけをより洗練することで、独特の
没入感を持つ体験を提案する４つの作品を展示しまし

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880-1964）
William Merrell Vories
米国カンザス州生まれ。1905年に派遣教師として来日。近江

溢れる専門店計368店舗が出店し、関西初、新業態の店舗がひしめきあう最前

八幡の商業高校英語教師として赴任する。1908年にヴォーリズ

線スポットが集結した、心斎橋エリアの新しいランドマークとして生まれ変わります。

に1,500以上の名建築を残しました。

建 築 設 計 監 督 事 務 所を、のちに「 近 江 兄 弟 社 」を設立。全国

Joint Exhibition

本町
ガーデンシティ
で開催！

「ミラノデザインウィーク 2019」で
話題となったヤマハ"pulse（パルス）" の
出品作品を特別展示

有数の商業集積地「心斎橋」。この街

Machi Decor 2019

Designer: Andrea Maestri

遊び心溢れるファンタジーから繰り出される独特の表現
は、もはや予測不可能。そのアプローチは、見る人に
驚きを与えてくれます。常に先端技術と職人技を組み合
わせ、幅広い製造表現技術の開発を模索しています。

※2 喜多氏
（Cassina・K06 BIKI）
、西阪氏
（Cassina・111 WINK）

約300年の歴史を持つ「大丸心斎橋店」が
世界と未来に向けてグランドオープン

え中の「大丸心斎橋店 本館」
を、2019年9月20日
（金）
にグランドオープン。個性

SPACE ODDITY

Elad Yifrach は、世界各国を旅するラグジュ
アリーライフスタイルデザイナー。コレクショ
ンは、どれも刺激的なストーリーを持ち、そ
のストーリーに息を吹き込む職人技を兼ね備
えています。

まちデコール × 大丸心斎橋店

て進化する百貨店 として、現在建て替

ANOTHERVIEW は、世 界 中の様々
な場所で 4K 映像を 24 時間定点撮影
し、持ち運び可能なデジタルウィンドウ
を制作。次世代へのアーカイブを構築
することを目指しています。

M：本日はありがとうございました。
※1 カッシーナ創業者

大丸心斎橋店が、 世界と未来にむけ

Designer: ANOTHERVIEW collective

グランドオープンをきっかけに始まる

ヤマハさんの作品を

国内企業の作品を

ANOTHERVIEW

大阪の新たなランドマーク となる「大丸心斎橋店 本館」。

リ会場で出品された

しにデザインを楽しむ時代がやってくると

M：喜 多さんは2 0 0 9 年から、大 阪で国 際 見 本 市

会場：大丸心斎橋店 ⁄ 心斎橋エリア

コール 」とのコラボ
レーション企 画とし

思いやりが重要なファクターになると思っ
ています。日本においては、戦後、
しばらく

窓から見える景色は、すべての家にとっての重要な要素であ
り、その景色は日々の気分に大きく影響を与え、それは壁の
色や 家 具を選 ぶこととは違い、変えることができません。
ANOTHERVIEW プロジェクトが提案するものは、自宅を世
界中のあらゆる場所へと遊牧させること。

期間：10月12日（土）〜11月4日（月・祝）

ミラノ デザインリン

旧本館1階 （画像提供：J.フロントリテイリング史料館）

Pianissimo Fortissimo
Pianissimo Fortissimoは演奏できる壁面作品。大きな絵と対峙すると、
まる
で自分がその世界にいるかのように感じることがある。絵画的世界の中に浸り
ながら、心が深く深く没入していく様を感じることができる作品となっています。
Sound Gravity
Sound Gravityは、楽器の音と振動が身体を包み込むオブジェ。チェロを抱え、
音に沈み込んでいくような体験は、いつもより増幅された感情のコントラストを
味わえそう。

大丸心斎橋店

た。
うち、
２作品を今回特別に展示。これは国内では初
めての凱旋展示となるもの。音に関連したそれぞれの
作品は、独特の没入感を体験できるもので、複雑な心
と体の状態の中にある心地良さを提示しています。

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1
協力／ヤマハ株式会社
企画協力／三木楽器株式会社
展示協力／セントレジスホテル大阪
本町ガーデンシティ
積水ハウス株式会社

☎ 06-6271-1231
休 元旦、不定休

交 御堂筋線心斎橋駅
https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/
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店」について教えてください。

テリアを通じて暮らしを豊かにしようというプロジェクト

N：おかげさまで大丸は、心斎橋の地で約300年商売

で、
「 デザインと暮らす」
ことが大きなテーマとなってい

させていただいています。この度、新しくオープンして

ます。デザインについてのお２人のお考え、思うところ

「やっぱり大 丸だね！」と言ってもらえるような、個 性

をお話しください。

あふれるお店にしたいと思っていますし、これからの

喜多（以下K）
：デザインはここにきて、心豊かな暮らし

たいと考えております。

デニムのテクスチャーを音で表現する体感プロジェクト
「デニムの音って？」に答えるアートプロジェクト。実際に見て、触って、
聴くことができる体感型プロジェクトを世界的なファッションブランドの
Iskoが展開。
デニムのテクスチャーが音で表現され、
サウンドデザイナー
Chiara Luzzana のサウンドスケープを体験できます。

300年も見据えながら、世界中のお 客 様をお 迎えし
を中心に世界で大切な言葉となっています。日本でデ
ザインというと、形と色というふうに思われがちですが、

M：10月12日からは「大阪×ミラノ デザインリンク」

海外では美しさもそうですが、機能性や安全性、使う

が開催されます。

人への思いやりなども含んだ、
もっと広い意味で使わ

N：大 阪 の 街を舞 台 に 、デザイン・フェスタをやって

れています。

みたいと思ったのがきっかけで企画しました。今年の
品群を館内で展示します。ただ単に 作 品を紹 介する

ジメントの立場ですと、チームをデザインするとか、仕

だけではなく、本場のエッセンスを盛り込みながら、大

事をデザインするといういい方をします。お客様に響く

阪市民のみなさんも参加できる枠組 みづくりを目指し

広告のデザインということもあります。生活者として考

ています。今 年スタートとなりますが、今後、10年、

えるときには、食べる、着る、遊ぶ、学ぶ、様々なシーン

2 0 年 、3 0 年と続けながら、
レベルアップするよう取

でモノを使うときの楽しみを増幅させてくれるのがデザ

り組んでいきたいですね。

インなんじゃないかと思いますね。その意味では料理

M：喜多さんは1969年以降、
ミラノも活 動の拠点にされて

デザイナー Paula Cademartori の祖国である南米の植物
にインスピレーションを得て華やかに再構築された花瓶や容
器などの作品。一つひとつの花模様は、クラシックな柄を用
いつつも創造性豊かな表現となっています。

B-LOOM
Brand: BITOSSI HOME and Funky Table
Designer: Paula Cademartori

ミラノ発ファッションブランドとして、世界中のストリートやセレ
ブリティの間で高い評価を受けている女性デザイナー。エレ
ガントかつエッジの効いたデザインのバッグやシューズなどを展
開しています。

DENIM SOUND TEXTURES
Concept: Fabio di Liberto, Brand Director Isko
Sound Designer: Chiara Luzzana

トルコのデニムブランド Isko とイギリスのライフ
スタイル誌「Wallpaper」の共同企画。コン
セプトは、Isko のブランドディレクター Fabio
di Liberto によるもの。

ミラノデザインウィークで展示され、話 題となった作
西阪（以下N）
：私の場合、店舗を運営していくマネー

南米の植物からインスパイアされた作品は
創造性豊かでエネルギッシュ

ミ ラ ノで 開 催 さ れ る

まちデコール編集部（以下M）
：まちデコールは、
イン

フォー リ サ ロー ネ の 展 示 作 品 を

大阪の街を舞台に、デザイン・フェスタをやってみたいと思った……西阪義晴

今 秋 ︑心 斎 橋 で 体 感 す る ！

これからはデザインがキーワードとなる……喜多俊之

取材協力／カッシーナ・イクスシー大阪店

することもデザイン。器との楽しみ方や
盛り付け、素材の選択からデザインが始

世界中のあらゆる場所へ連れて行ってくれる
デジタルウィンドウ

まっているように思います。ワインオープ
ナーでも手に馴染むフォルムというのは、
気持ちいいものだし、
これから始まる楽し
い時間を予感させてくれます。

T O S H IY U K I K IT A

Y O S H I H A RU N I S H I S A KA

●デザインプロデューサー

●大丸心斎橋店長

N：今年は、
「 大阪×
ク」のほか、
「まちデ

喜多俊之

西阪義晴

1969年よりイタリアと日本で制作活動を始める。

昭和58年株式会社大丸入社。

作品の多くはニューヨーク近代美術館など

平成14年株式会社大丸梅田店食品部長。

世界のミュージアムに永久収蔵されている。

平成26年株式会社大丸松坂屋百貨店

薄くなった時代を経て、
いよいよこれから、

イタリア「黄金コンパス賞」
など受賞多数。

執行役員 大丸東京店長。

本町ガーデンシティ

「OSAKA×MILANO DESIGN LINK」には

心豊かな暮らしを誰もが求める時代、
イン

国際見本市「LIVING & DESIGN」総合プロデューサー。

平成28年株式会社大丸松坂屋百貨店

大阪芸術大学教授および、藝術研究所所長。

執行役員 大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長。

で展 示します。日本

「ミラノ・フォーリサローネ」で話題になった作品が登場！

K：デザインは特に、使う人、つくる人への

86 年ぶりの本館建て替えで

て、
サローネのフォー

の間、人々が暮らしと同時に生活文化も

テリアもファッションも料理も日常の暮ら

大丸大阪・心斎橋店建替プロジェクトの陣頭指揮を執る。

凱旋展示できること
と、大丸のお客様だ

思っています。
おり、
ミラノサローネにも毎年、
新作が出展されています。

りました
（笑）。やがて、私にも
「デザインをやってみない

けでなく、
より多くの皆さまにご覧いただけることを嬉しく

K：1960年代、暮らしを取り戻さないといけないという

か？」
と声をかけられるようになって……

ウィンクや

思っています。再来年には北館も新しくオープンします

「LIVING & DESIGN」展をプロデュースされています。

背景のもと、
イタリアのオリジナルデザインはどうある

BIKI（※2ゲスト２人が座る椅子）
は滞在中にデザイン

し、広義にデザインを捉えながら多くの人々が楽しめる

K：
「住まいと暮らしのリノベーション」
をテーマに、
クリ

べきかという気運が、
チェザーレ・カッシーナさん
（※1）

したものですね。間に合わせのモノはつくらないという

企画に育てていきたいと思っております。

エイターの人たちと一緒にスタートさせました。その当

を中心に高まり、
ミラノで小さな企業グループができあ

風潮のなか、
イタリアでは特にデザインが重要視され

時は「リノベーション」
という言葉もまだ一般的ではあ

がりました。私は、
それが始まった頃にミラノに行ったん

ていたんです。大阪とミラノは約40年前から姉妹都市

K：日本の企業や伝統産業から、世界レベルのモノが

りませんでした。今年で11年目の開催になりますが、

です。イタリアデザインの動きに興味を感じてはいまし

となっていますし、これからの大 阪はデザインがキー

どんどん生まれればいいですね。人々の暮らしやセン

大阪に根付き始めているのが大変嬉しく思っていま

たが、予備知識や先入観を持たないまま、
クラシック家

ワードとなる。面白くなりそうな気がします。

スに支えられて、
まさに、
日本生まれの世界育ち。これ
から、
そういう時代が日本にやってくると考えています。

す。今年は10月30日から11月1日までインテックス大

具の見本市でその展示コーナーを見たとき、何か凄い

阪で開催されます。

ことが始まりそうな気がしました。当初、
３カ月ほど滞在

M：お２人の今後の展望や具体的なプロジェクトがあれ

M：西阪さん、
この度グランドオープンする
「大丸心斎橋

するつもりだったんですが、結局４年近く住むことにな

ば教えてください。

個性的な生物ファミリーが
高い技術力で機能性の高いアイテムに
LA を拠点に活動するアーティスト Simon and Nikolai Haas が、高
級ライフスタイルブランド L Objet の代表 Elad Yifrach, とコラボレー
ション。アメリカ南西部にある Joshua Tree National Park のまるで
異世界のような景色にインスパイアされて制作されました。

宇宙空間からのインスピレーションによる
奇想天外なコレクション

LʼOBJET Haas Brothers

奇妙な生き物やエイリアンのようなキャラクターの家具やアクセサリーなどの
作品は、遊び心のあるロボットの顔を表す３つの花瓶や、エイリアンのよう
なコート掛け、そして、UFO のようなコーヒーテーブルで構成されています。

Brand: Haas Brothers
Designer: Simon and Nikolai Haas + Elad Yifrach
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※上記作品は
［大丸心斎橋店本館」館内での展示となります。

歴史的価値のある
ヴォーリズの名建築を最新技術で再現

幅員44mの御堂筋と週末の歩行者数

日本の近代建築に大きな足跡を残したウィリアム・メレル・ヴォーリズ。

約 1 5 万 人の賑やかな心 斎 橋 筋 商 店

今回の本館建て替えプロジェクトでは、街の象徴でもあり歴史的価値

街をはじめ、周辺にはアメリカ村や南船

のある旧本館の採取可能な部材は現物による再利用を行い、困難な

期間 ：10/12（土）〜10/16（水）
時間 ：各日11：00〜19：00
会場 ： 本町ガーデンシティ（大阪市中央区本町3-6-4）
入場 ： 無料

場・堀江などの特徴的街区を持つ世界

部材は原型の型取りのうえ、最新技術により再現しました。

ヤマハ 株 式 会 社は、今 年４月にミラノで開 催された
「ミラノデザインウィーク 2019」に、人々の pulse（ 心

で開業してから約300年の歴史を持つ

の躍動）への働きかけをより洗練することで、独特の
没入感を持つ体験を提案する４つの作品を展示しまし

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880-1964）
William Merrell Vories
米国カンザス州生まれ。1905年に派遣教師として来日。近江

溢れる専門店計368店舗が出店し、関西初、新業態の店舗がひしめきあう最前

八幡の商業高校英語教師として赴任する。1908年にヴォーリズ

線スポットが集結した、心斎橋エリアの新しいランドマークとして生まれ変わります。

に1,500以上の名建築を残しました。

建 築 設 計 監 督 事 務 所を、のちに「 近 江 兄 弟 社 」を設立。全国

Joint Exhibition

本町
ガーデンシティ
で開催！

「ミラノデザインウィーク 2019」で
話題となったヤマハ"pulse（パルス）" の
出品作品を特別展示

有数の商業集積地「心斎橋」。この街

Machi Decor 2019

Designer: Andrea Maestri

遊び心溢れるファンタジーから繰り出される独特の表現
は、もはや予測不可能。そのアプローチは、見る人に
驚きを与えてくれます。常に先端技術と職人技を組み合
わせ、幅広い製造表現技術の開発を模索しています。

※2 喜多氏
（Cassina・K06 BIKI）
、西阪氏
（Cassina・111 WINK）

約300年の歴史を持つ「大丸心斎橋店」が
世界と未来に向けてグランドオープン

え中の「大丸心斎橋店 本館」
を、2019年9月20日
（金）
にグランドオープン。個性

SPACE ODDITY

Elad Yifrach は、世界各国を旅するラグジュ
アリーライフスタイルデザイナー。コレクショ
ンは、どれも刺激的なストーリーを持ち、そ
のストーリーに息を吹き込む職人技を兼ね備
えています。

まちデコール × 大丸心斎橋店

て進化する百貨店 として、現在建て替

ANOTHERVIEW は、世 界 中の様々
な場所で 4K 映像を 24 時間定点撮影
し、持ち運び可能なデジタルウィンドウ
を制作。次世代へのアーカイブを構築
することを目指しています。

M：本日はありがとうございました。
※1 カッシーナ創業者

大丸心斎橋店が、 世界と未来にむけ

Designer: ANOTHERVIEW collective

グランドオープンをきっかけに始まる

ヤマハさんの作品を

国内企業の作品を

ANOTHERVIEW

大阪の新たなランドマーク となる「大丸心斎橋店 本館」。

リ会場で出品された

しにデザインを楽しむ時代がやってくると

M：喜 多さんは2 0 0 9 年から、大 阪で国 際 見 本 市

会場：大丸心斎橋店 ⁄ 心斎橋エリア

コール 」とのコラボ
レーション企 画とし

思いやりが重要なファクターになると思っ
ています。日本においては、戦後、
しばらく

窓から見える景色は、すべての家にとっての重要な要素であ
り、その景色は日々の気分に大きく影響を与え、それは壁の
色や 家 具を選 ぶこととは違い、変えることができません。
ANOTHERVIEW プロジェクトが提案するものは、自宅を世
界中のあらゆる場所へと遊牧させること。

期間：10月12日（土）〜11月4日（月・祝）

ミラノ デザインリン

旧本館1階 （画像提供：J.フロントリテイリング史料館）

Pianissimo Fortissimo
Pianissimo Fortissimoは演奏できる壁面作品。大きな絵と対峙すると、
まる
で自分がその世界にいるかのように感じることがある。絵画的世界の中に浸り
ながら、心が深く深く没入していく様を感じることができる作品となっています。
Sound Gravity
Sound Gravityは、楽器の音と振動が身体を包み込むオブジェ。チェロを抱え、
音に沈み込んでいくような体験は、いつもより増幅された感情のコントラストを
味わえそう。

大丸心斎橋店

た。
うち、
２作品を今回特別に展示。これは国内では初
めての凱旋展示となるもの。音に関連したそれぞれの
作品は、独特の没入感を体験できるもので、複雑な心
と体の状態の中にある心地良さを提示しています。

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1
協力／ヤマハ株式会社
企画協力／三木楽器株式会社
展示協力／セントレジスホテル大阪
本町ガーデンシティ
積水ハウス株式会社

☎ 06-6271-1231
休 元旦、不定休

交 御堂筋線心斎橋駅
https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/
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INTERIOR SHOP EXHIBITION

まちデコール参加店のご案内

27
MAP

2-B

インターオフィス大阪支店

30

四「四ツ橋駅」
4号出口から徒歩約2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

Tel.06-6532-7001

MAP

2-B

エスティック フォルマックス 大阪
大阪市西区北堀江1-1-21 四ツ橋センタービル2F
休/水曜 時/10：30〜19：00

Tel.06-4391-9350

▼

<Vitra Agility>

28
2-B

MAP

千「なんば駅」
14号出口から徒歩約5分

感性が交差するショールームで美しさの体感を

「世界基準の眠り」
をショールームで体感

「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。大阪
ショールームでは、製品を実際に手に取って見ていただけるだけ
でなく、1セットから対応のカスタムメイド製品のご相談も承りま
す。世界にひとつのオリジナルデザインのドアハンドルを住宅や
店舗にご提案します。

米国テキサス州シーリータウンで1881年創業以来、常に
心地よい眠りを追求して、現在では世界60ヵ国以上で愛さ
れるベッドブランドとなりました。大阪ショールームでは最上
級の寝心地をゆっくりとご体感いただき、
スリープコンシェル
ジュが一人ひとりに合ったベッドをご提案いたします。
金
9/27●

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

19：00〜20：00 要予約0120-790-366

▼

MAP

3-B

月●
祝
10/14●

11：00〜19：00

15：00〜19：00

新モデルご体感で
プレゼント!
木
土
10/10●
12●

▼

場所：
「ユニオン」大阪ショールーム

Premium
SURFACE & MATERIAL vol.2

大丸心斎橋店
御「心斎橋駅」
南北改札・南南改札、4号出口から徒歩約1分

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 Tel.06-6271-1231

休/元旦、不定休 時/本館B1〜9Ｆ 10：00〜20：30、本館B2
（フードホール）10：00〜23：00、本館10F
（レストラン）11：00〜
23：00、南館 10：30〜21：00 一部、営業時間が異なるフロア・店舗あり ※記載は9/21土以降の場合。9/20金は13：00オープン
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MAP

3-A

コンサートは

17：00〜17：30

新製品の一流ホテルの
ラグジュアリーな寝心地
をご家庭でも。
「ホテル
スタイル」シリーズを展
示。マットレスとサイズが
選べるセミオーダータイ
プです。ご来場、
ご体感
の方にオリジナルトート
をもれなくプレゼント。

昨年好評だった素材と仕上げの展示会第二弾
は、宮城県南部の阿武隈山系北端に位置する大
倉山から
「伊達冠石」、滋賀県から日本六古窯の
ひとつで1250年の伝統を誇る
「信楽焼」、石川
県から金沢箔として有名な
「金箔、銀箔」
をご紹介
します。それぞれの素材の特長はもちろんのこと、
「ユニオン」が得意とする金属加工との組み合わ
せなど、建築材料の新しい可能性を探ります。

9：00〜18：00

Emotion（ 感動）
をテーマに著名デザイナー川上元美氏
によるリクライニング機能付きソファ
「リクラ」。
また、画期
的なアイデアのハイバック機能を持つソファ
「アルトエ
バッソ」
など多数展示。ヨーロッパより直輸入の新作生地
も豊富に取り揃えています。
この機会にお越しください。
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Tel.06-6258-0177

長「心斎橋駅」
4B出口から徒歩約4分、御

夏の疲れがでる頃に、
お仕事帰りに。
簡単な呼吸法などをベッドの上でご体験を!

FORMAX NEW COLLECTION 2019

御「心斎橋駅」
クリスタ長堀南12号出口からすぐ

御

大阪市中央区心斎橋筋2-7-18 プライムスクエア心斎橋5Ｆ Tel.06-6484-0468
休/水曜 時/11：00〜19：00

先行イベント「リラックスタイムヨガ」

10：30〜19：00

協力：
「ヴィトラ」
「クリエーションバウマン」

3-B

スリープセレクト SEALY BED 大阪ショールーム

SCANTEAK 南堀江店
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千「桜川駅」
から徒歩約7分、四「四ツ橋駅」
から徒歩約10分

大阪市西区南堀江2-4-13 Tel.06-6536-0077
休/不定休 時/11：30〜20：00

MAP

3-A

ご参加
無料!!

シャンパンサービス＆
眠りのためのコンサート
フルート＆ヴァイ
オリン＆チェロ
による心地よい
三 重 奏をお届
けします。

フルート 川端里沙

ヴァイオリン 明楽香名子 チェロ 鍋谷可奈子

日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO
阪神なんば線「桜川駅」1号出口・ 千「桜川駅」4号出口から徒歩約5分
大阪市浪速区桜川4-10-27
※通常は非公開

※問合わせ06-6444-5741

土
月●
祝
10/12●
11/4●

木
10/10●

会場：大丸心斎橋店本館、周辺エリア

18：00〜21：00

▼

MAP

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

木
月●
祝
10/10●
14●

エコスマートファイヤー 大阪ショールーム
大阪市中央区心斎橋筋1-10-11 敬和ビル・ルフレ21 6F
休/不定休 時/11：00〜19：00

3-A

36

長「西大橋駅」
から徒歩約7分

大阪ショールームがライブオフィスを取り入れ
た美しい店舗にリニューアルオープン。著名デ
ザイナーによるソファ、
ダイニング、ボード、TV
ボードなどが黄金比でレイアウトされた展示棚
を配置した空間に、斬新で印象的なライフスタ
イルを演出しています。
ぜひご覧ください。

これからの時代を生き抜く人々と企業には、激しい
ビジネス環境の変化に対応する機敏性を意味する
｢Agility（アジリティ）｣が求められ、組織文化の改
革や、
目的に合わせたレイアウト変更に対応できる
｢Agile
（アジャイル）
｣なオフィスが必要とされていま
す。本展では、
スイスの家具メーカー
「ヴィ
トラ」の提
案する<Vitra Agility>のコンセプトのもと、
コンスタ
ンチン・グルチッチによるコンパクトな新作タスクチェ
ア｢Rookie
（ルーキー）
｣や、
ステファン・ヒュルレマン
のデザインによる最新作｢Dancing Wall
（ダンシン
グ ウォール）
｣をコーディネートしたオフィス空間を展
示します。未来の働き方を感じるアジャイルなオフィ
スを体感しに、
どうぞ足をお運びください。

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
案いたします。 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。

MAP

ユニオン

インテリアは
豊かな生活を送るための舞台

木
木
10/10●
31●

上質で快適なオフィス空間づくりのお手伝い

33

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

場所：日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO 2F

※詳細は開催直前に
「まちデコール」公式Facebookにて

OSAKA × MILANO
DESIGN LINK 2019

夜活フラワーレッスン

今年4月に開催された世界最大規模のデザインの祭典「ミラノ・デザイン
ウィーク2019」
で、世界中のデザイナーや関係者が感嘆したという多彩な
作品が心斎橋に登場。加えて、大阪で活躍する若手アーティストの作品も
共演。感性が揺さぶられる体感をしてください。

仕事帰りに夜活フラワーレッスンをしませんか?
制作した作品はお持ち帰りできます。

ぬくもりがあって心地よい家具で
大切な人と過ごす空間づくり
世界で150店舗以上、
日本では11店舗を展開しているチーク材の
家具専門店です。日本の本店である南堀江店はインテリアショップ
が並ぶ立花通り沿いに面した路面店。ダイニングテーブル、
ソファ、
ベッド、チェア、チェストなど多くの商品を取り揃えておりますので
ゆっくりとチーク家具を堪能していただけます。

3-C

32

長「玉造駅」
2号出口から徒歩約6分、JR「玉造駅」
から徒歩約11分

大阪市天王寺区空堀町11-8 露地再生複合施設 宰
（つかさ）
2F り区画
休/土・日・祝 ※10/12土は営業 時/10：00〜17：00

Tel.06-6967-0590
（ライズワン）

MAP

3-B

11：00〜17：00

Tel.06-6241-1551

金
10/11●

18：00〜（約30分）

「建材をもっと身近に。新しい建材のカタチ。」
「ライズワン」がセレクトする、大理石やセメントタイル、簡単に施工
ができる
「レコストーン」等をインテリアとして活用。おうちづくり を
もっと楽しくさせる個性的なマテリアルをご紹介します。

12

Machi Decor 2019

MAP

3-A・B

立花通家具秀撰会 Tachibana Interior Association

38

四「四ツ橋駅」
6号出口から徒歩すぐ、千「桜川駅」5号出口から徒歩約5分

大阪市南堀江1丁目〜3丁目 Tel.06-6536-2771
（堀江立花通ユニオン）
休・時/各店により異なる

MAP

心斎橋にオープンして今年で35周年

家具店が立ち並ぶ 堀江のインテリアストリート

「アクタス」
は 丁寧な暮らし をテーマに、
オリジナ
ルからインポートブランドまで、永く大切に使い続け
ることのできる、
シンプルでロングライフな家具を中
心に、小物雑貨やグリーン、アパレルなど、独自の
視点で編集するライフスタイルブランドです。
「アク
タス・心斎橋店」
は、
イタリアやドイツ、
デンマークの
コレクションが関西で最も充実したショップです。

「オレンジ通」
（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、今では多くの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。

3-B

キノシタ
御「なんば駅」
E9号出口から徒歩約10分

大阪市浪速区日本橋4-9-22 Tel.06-6644-5541
休/土・日・祝 時/9：00〜18：00
木
月●
祝
10/10●
14●

場所：
「朝日ウッドテック」
ショールーム内

「布×壁×床 心地いい関係展 2019」
実際の店舗用家具でリアルな
「おうちカフェ」をつくろう
実際にカフェで使用されてい
るコントラクト家具を展示。
も
ちろん、
ご自宅でもお使いい
ただけます。カラーや生地も
選べるので、
自由にコーディ
ネートすることが可能です。

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

場所：大阪市南堀江1丁目〜3丁目各ショップ

木
火●
祝
10/10●
22●

▼

【セミナー】
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御「心斎橋駅」
7号出口からすぐ

大理石や御影石といった建築石
材、デザイン性の高いセメントタイ
ルや新しい内装用建材を輸入及
び販売する
「ライズワン」。
「まちデ
コール」の出展2回目となる今回
は、古い長屋を再生させた「露地
再生複合施設 宰」
にショールーム
をオープン。
ここでは、
こだわりのマ
テリアルを使ってリノベーションし
た空間をご体感いただけます。

11：00〜18：00

1階は制作スペース、2階は商談やイベン
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る
「日比谷花壇
大阪 DESIGN STUDIO」。
「まちデコー
ル」の期間では、10月10日木曜の夜の
み
（18：00〜21：00）
一般公開します。

「まちデコール」期間中にオフィシャルガイドブックをお持ちい
ただいた方にノベルティグッズをプレゼント!（お一人様1点。
数に限りがございますのでお早めにご来店ください）

※詳しくはP10-11をご覧ください

「ライズワン」
が
古い長屋に
ショールームをオープン

金
10/11●
土
10/12●

花と緑の価値が生まれる「場」

来店者にプレゼント!

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

ミニライブ開催！

▼

MAP

MUSEUM R＋Riseone Showroom

19：00〜20：00

店内にて音 楽ライブを開 催いたします。チーク天 然 木の
家具に座りながらぬくもりあふれる空間で音楽をお楽しみ
ください。詳しくはホームページにて!

御堂筋や心斎橋筋商店街をはじめ、周辺にはアメリカ
村や南船場、堀江などもある心斎橋。
この街で開業し、
約300年の歴史を持つ「大丸心斎橋店」
は、 世界と
未来にむけて進化する百貨店 として
「大丸心斎橋店
本館」
を9月20日13：00にグランドオープン。個性あふ
れる368店舗が出店し、関西初、新業態の店舗がひし
めきあう最前線スポットが集結します。 心斎橋エリア
のランドマーク として生まれ変わります。

バイオエタノール暖炉「エコスマートファイヤー」の大阪
ショールーム。内装は白を基調としたモノトーンの色づ
かいで構成されており、炎がより引き立つ空間になって
います。
また、
アウトドアリビングを想起させる空間をつく
り、住宅の内と外が連続して繋がるイメージを再現。
ショールームでは埋め込み型、置き型など
「エコスマート
ファイヤー」
の各シリーズをディスプレイしています。

29

木
10/10●

「本館」
がグランドオープン
新たな“心斎橋のランドマーク”

高いインテリア性と安全性の
美しいバイオエタノール暖炉を体感

場所：アクタス・心斎橋店 2F

大アクタス博 1969─2019 →Beyond 2019 in心斎橋
「いい家具をつくる秘訣は、人間を見つめること。ヨーロッパの家具を使ってみると、人間を大切に
する心が形になっていることに気づきます。」
これは今から50年前、
日本中が大量消費生活を謳
歌していた時代に「アクタス」の創業メンバーが残したメッセージ。日本のモダンインテリアはここ
から始まりました。会場では、1969年に7人で始めた小さな北欧輸入家具店から現在までのエピ
ソードを写真やグラフィックなどを使ってご紹介。
「現役のスタッフ700人が好き勝手に考えたアク
タスの未来予想図」
などで100年目に向かう
「アクタス」の姿もお伝えします。

【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／
The ONOE FURNITURE／
BRIDGE WORKS／
RACONTER／岸タンス店／
TEMPUR/HORIE CRAFT／
アトリエ木馬大阪ギャラリー／
SALONE／日東タンス／
LIVING HOUSE／OAK HOUSE／
scale／堀江家具／森下和洋家具

HORIE DESIGN WEEK 2019
創業66年の実績
いいモノづくりを通して
いい空間づくりを
提案する家具メーカー

「まちデコール」
の期間「HORIE DESIGN WEEK 2019」
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。
木
10/10●

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

地下鉄

御

御堂筋線

朝日ウッドテック 大阪ショールーム

コントラクト
（商空間用）家具メーカーとして創業66年の実績。
モダンデザイン
のABORD（アボール）、楽しいキッズファニチャーBaobab（バオバブ）、
カフェ
に特化したCalore（カロレ）の３つのオリジナルブランドを展開しています。
ぜひ
一度ご覧いただき
「キノシタ」
の家具と空間を感じてみてください。

谷

谷町線

四

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

御「本町駅」
17号出口から徒歩約2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 17 MAP

長堀鶴見緑地線

2-B

Machi Decor 2019

13

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP EXHIBITION

まちデコール参加店のご案内

27
MAP

2-B

インターオフィス大阪支店

30

四「四ツ橋駅」
4号出口から徒歩約2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

Tel.06-6532-7001

MAP

2-B

エスティック フォルマックス 大阪
大阪市西区北堀江1-1-21 四ツ橋センタービル2F
休/水曜 時/10：30〜19：00

Tel.06-4391-9350

▼

<Vitra Agility>

28
2-B

MAP

千「なんば駅」
14号出口から徒歩約5分

感性が交差するショールームで美しさの体感を

「世界基準の眠り」
をショールームで体感

「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。大阪
ショールームでは、製品を実際に手に取って見ていただけるだけ
でなく、1セットから対応のカスタムメイド製品のご相談も承りま
す。世界にひとつのオリジナルデザインのドアハンドルを住宅や
店舗にご提案します。

米国テキサス州シーリータウンで1881年創業以来、常に
心地よい眠りを追求して、現在では世界60ヵ国以上で愛さ
れるベッドブランドとなりました。大阪ショールームでは最上
級の寝心地をゆっくりとご体感いただき、
スリープコンシェル
ジュが一人ひとりに合ったベッドをご提案いたします。
金
9/27●

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

19：00〜20：00 要予約0120-790-366

▼

MAP

3-B

月●
祝
10/14●

11：00〜19：00

15：00〜19：00

新モデルご体感で
プレゼント!
木
土
10/10●
12●

▼

場所：
「ユニオン」大阪ショールーム

Premium
SURFACE & MATERIAL vol.2

大丸心斎橋店
御「心斎橋駅」
南北改札・南南改札、4号出口から徒歩約1分

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 Tel.06-6271-1231

休/元旦、不定休 時/本館B1〜9Ｆ 10：00〜20：30、本館B2
（フードホール）10：00〜23：00、本館10F
（レストラン）11：00〜
23：00、南館 10：30〜21：00 一部、営業時間が異なるフロア・店舗あり ※記載は9/21土以降の場合。9/20金は13：00オープン
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MAP

3-A

コンサートは

17：00〜17：30

新製品の一流ホテルの
ラグジュアリーな寝心地
をご家庭でも。
「ホテル
スタイル」シリーズを展
示。マットレスとサイズが
選べるセミオーダータイ
プです。ご来場、
ご体感
の方にオリジナルトート
をもれなくプレゼント。

昨年好評だった素材と仕上げの展示会第二弾
は、宮城県南部の阿武隈山系北端に位置する大
倉山から
「伊達冠石」、滋賀県から日本六古窯の
ひとつで1250年の伝統を誇る
「信楽焼」、石川
県から金沢箔として有名な
「金箔、銀箔」
をご紹介
します。それぞれの素材の特長はもちろんのこと、
「ユニオン」が得意とする金属加工との組み合わ
せなど、建築材料の新しい可能性を探ります。

9：00〜18：00

Emotion（ 感動）
をテーマに著名デザイナー川上元美氏
によるリクライニング機能付きソファ
「リクラ」。
また、画期
的なアイデアのハイバック機能を持つソファ
「アルトエ
バッソ」
など多数展示。ヨーロッパより直輸入の新作生地
も豊富に取り揃えています。
この機会にお越しください。
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Tel.06-6258-0177

長「心斎橋駅」
4B出口から徒歩約4分、御

夏の疲れがでる頃に、
お仕事帰りに。
簡単な呼吸法などをベッドの上でご体験を!

FORMAX NEW COLLECTION 2019

御「心斎橋駅」
クリスタ長堀南12号出口からすぐ

御

大阪市中央区心斎橋筋2-7-18 プライムスクエア心斎橋5Ｆ Tel.06-6484-0468
休/水曜 時/11：00〜19：00

先行イベント「リラックスタイムヨガ」

10：30〜19：00

協力：
「ヴィトラ」
「クリエーションバウマン」

3-B

スリープセレクト SEALY BED 大阪ショールーム

SCANTEAK 南堀江店

37

千「桜川駅」
から徒歩約7分、四「四ツ橋駅」
から徒歩約10分

大阪市西区南堀江2-4-13 Tel.06-6536-0077
休/不定休 時/11：30〜20：00

MAP

3-A

ご参加
無料!!

シャンパンサービス＆
眠りのためのコンサート
フルート＆ヴァイ
オリン＆チェロ
による心地よい
三 重 奏をお届
けします。

フルート 川端里沙

ヴァイオリン 明楽香名子 チェロ 鍋谷可奈子

日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO
阪神なんば線「桜川駅」1号出口・ 千「桜川駅」4号出口から徒歩約5分
大阪市浪速区桜川4-10-27
※通常は非公開

※問合わせ06-6444-5741

土
月●
祝
10/12●
11/4●

木
10/10●

会場：大丸心斎橋店本館、周辺エリア

18：00〜21：00

▼

MAP

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

木
月●
祝
10/10●
14●

エコスマートファイヤー 大阪ショールーム
大阪市中央区心斎橋筋1-10-11 敬和ビル・ルフレ21 6F
休/不定休 時/11：00〜19：00

3-A

36

長「西大橋駅」
から徒歩約7分

大阪ショールームがライブオフィスを取り入れ
た美しい店舗にリニューアルオープン。著名デ
ザイナーによるソファ、
ダイニング、ボード、TV
ボードなどが黄金比でレイアウトされた展示棚
を配置した空間に、斬新で印象的なライフスタ
イルを演出しています。
ぜひご覧ください。

これからの時代を生き抜く人々と企業には、激しい
ビジネス環境の変化に対応する機敏性を意味する
｢Agility（アジリティ）｣が求められ、組織文化の改
革や、
目的に合わせたレイアウト変更に対応できる
｢Agile
（アジャイル）
｣なオフィスが必要とされていま
す。本展では、
スイスの家具メーカー
「ヴィ
トラ」の提
案する<Vitra Agility>のコンセプトのもと、
コンスタ
ンチン・グルチッチによるコンパクトな新作タスクチェ
ア｢Rookie
（ルーキー）
｣や、
ステファン・ヒュルレマン
のデザインによる最新作｢Dancing Wall
（ダンシン
グ ウォール）
｣をコーディネートしたオフィス空間を展
示します。未来の働き方を感じるアジャイルなオフィ
スを体感しに、
どうぞ足をお運びください。

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
案いたします。 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。

MAP

ユニオン

インテリアは
豊かな生活を送るための舞台

木
木
10/10●
31●

上質で快適なオフィス空間づくりのお手伝い
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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

場所：日比谷花壇 大阪 DESIGN STUDIO 2F

※詳細は開催直前に
「まちデコール」公式Facebookにて

OSAKA × MILANO
DESIGN LINK 2019

夜活フラワーレッスン

今年4月に開催された世界最大規模のデザインの祭典「ミラノ・デザイン
ウィーク2019」
で、世界中のデザイナーや関係者が感嘆したという多彩な
作品が心斎橋に登場。加えて、大阪で活躍する若手アーティストの作品も
共演。感性が揺さぶられる体感をしてください。

仕事帰りに夜活フラワーレッスンをしませんか?
制作した作品はお持ち帰りできます。

ぬくもりがあって心地よい家具で
大切な人と過ごす空間づくり
世界で150店舗以上、
日本では11店舗を展開しているチーク材の
家具専門店です。日本の本店である南堀江店はインテリアショップ
が並ぶ立花通り沿いに面した路面店。ダイニングテーブル、
ソファ、
ベッド、チェア、チェストなど多くの商品を取り揃えておりますので
ゆっくりとチーク家具を堪能していただけます。

3-C

32

長「玉造駅」
2号出口から徒歩約6分、JR「玉造駅」
から徒歩約11分

大阪市天王寺区空堀町11-8 露地再生複合施設 宰
（つかさ）
2F り区画
休/土・日・祝 ※10/12土は営業 時/10：00〜17：00

Tel.06-6967-0590
（ライズワン）

MAP

3-B

11：00〜17：00

Tel.06-6241-1551

金
10/11●

18：00〜（約30分）

「建材をもっと身近に。新しい建材のカタチ。」
「ライズワン」がセレクトする、大理石やセメントタイル、簡単に施工
ができる
「レコストーン」等をインテリアとして活用。おうちづくり を
もっと楽しくさせる個性的なマテリアルをご紹介します。

12

Machi Decor 2019

MAP

3-A・B

立花通家具秀撰会 Tachibana Interior Association

38

四「四ツ橋駅」
6号出口から徒歩すぐ、千「桜川駅」5号出口から徒歩約5分

大阪市南堀江1丁目〜3丁目 Tel.06-6536-2771
（堀江立花通ユニオン）
休・時/各店により異なる

MAP

心斎橋にオープンして今年で35周年

家具店が立ち並ぶ 堀江のインテリアストリート

「アクタス」
は 丁寧な暮らし をテーマに、
オリジナ
ルからインポートブランドまで、永く大切に使い続け
ることのできる、
シンプルでロングライフな家具を中
心に、小物雑貨やグリーン、アパレルなど、独自の
視点で編集するライフスタイルブランドです。
「アク
タス・心斎橋店」
は、
イタリアやドイツ、
デンマークの
コレクションが関西で最も充実したショップです。

「オレンジ通」
（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、今では多くの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。

3-B

キノシタ
御「なんば駅」
E9号出口から徒歩約10分

大阪市浪速区日本橋4-9-22 Tel.06-6644-5541
休/土・日・祝 時/9：00〜18：00
木
月●
祝
10/10●
14●

場所：
「朝日ウッドテック」
ショールーム内

「布×壁×床 心地いい関係展 2019」
実際の店舗用家具でリアルな
「おうちカフェ」をつくろう
実際にカフェで使用されてい
るコントラクト家具を展示。
も
ちろん、
ご自宅でもお使いい
ただけます。カラーや生地も
選べるので、
自由にコーディ
ネートすることが可能です。

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

場所：大阪市南堀江1丁目〜3丁目各ショップ

木
火●
祝
10/10●
22●

▼

【セミナー】
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御「心斎橋駅」
7号出口からすぐ

大理石や御影石といった建築石
材、デザイン性の高いセメントタイ
ルや新しい内装用建材を輸入及
び販売する
「ライズワン」。
「まちデ
コール」の出展2回目となる今回
は、古い長屋を再生させた「露地
再生複合施設 宰」
にショールーム
をオープン。
ここでは、
こだわりのマ
テリアルを使ってリノベーションし
た空間をご体感いただけます。

11：00〜18：00

1階は制作スペース、2階は商談やイベン
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る
「日比谷花壇
大阪 DESIGN STUDIO」。
「まちデコー
ル」の期間では、10月10日木曜の夜の
み
（18：00〜21：00）
一般公開します。

「まちデコール」期間中にオフィシャルガイドブックをお持ちい
ただいた方にノベルティグッズをプレゼント!（お一人様1点。
数に限りがございますのでお早めにご来店ください）

※詳しくはP10-11をご覧ください

「ライズワン」
が
古い長屋に
ショールームをオープン

金
10/11●
土
10/12●

花と緑の価値が生まれる「場」

来店者にプレゼント!

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

ミニライブ開催！

▼

MAP

MUSEUM R＋Riseone Showroom

19：00〜20：00

店内にて音 楽ライブを開 催いたします。チーク天 然 木の
家具に座りながらぬくもりあふれる空間で音楽をお楽しみ
ください。詳しくはホームページにて!

御堂筋や心斎橋筋商店街をはじめ、周辺にはアメリカ
村や南船場、堀江などもある心斎橋。
この街で開業し、
約300年の歴史を持つ「大丸心斎橋店」
は、 世界と
未来にむけて進化する百貨店 として
「大丸心斎橋店
本館」
を9月20日13：00にグランドオープン。個性あふ
れる368店舗が出店し、関西初、新業態の店舗がひし
めきあう最前線スポットが集結します。 心斎橋エリア
のランドマーク として生まれ変わります。

バイオエタノール暖炉「エコスマートファイヤー」の大阪
ショールーム。内装は白を基調としたモノトーンの色づ
かいで構成されており、炎がより引き立つ空間になって
います。
また、
アウトドアリビングを想起させる空間をつく
り、住宅の内と外が連続して繋がるイメージを再現。
ショールームでは埋め込み型、置き型など
「エコスマート
ファイヤー」
の各シリーズをディスプレイしています。
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木
10/10●

「本館」
がグランドオープン
新たな“心斎橋のランドマーク”

高いインテリア性と安全性の
美しいバイオエタノール暖炉を体感

場所：アクタス・心斎橋店 2F

大アクタス博 1969─2019 →Beyond 2019 in心斎橋
「いい家具をつくる秘訣は、人間を見つめること。ヨーロッパの家具を使ってみると、人間を大切に
する心が形になっていることに気づきます。」
これは今から50年前、
日本中が大量消費生活を謳
歌していた時代に「アクタス」の創業メンバーが残したメッセージ。日本のモダンインテリアはここ
から始まりました。会場では、1969年に7人で始めた小さな北欧輸入家具店から現在までのエピ
ソードを写真やグラフィックなどを使ってご紹介。
「現役のスタッフ700人が好き勝手に考えたアク
タスの未来予想図」
などで100年目に向かう
「アクタス」の姿もお伝えします。

【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／
The ONOE FURNITURE／
BRIDGE WORKS／
RACONTER／岸タンス店／
TEMPUR/HORIE CRAFT／
アトリエ木馬大阪ギャラリー／
SALONE／日東タンス／
LIVING HOUSE／OAK HOUSE／
scale／堀江家具／森下和洋家具

HORIE DESIGN WEEK 2019
創業66年の実績
いいモノづくりを通して
いい空間づくりを
提案する家具メーカー

「まちデコール」
の期間「HORIE DESIGN WEEK 2019」
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。
木
10/10●

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

地下鉄

御

御堂筋線

朝日ウッドテック 大阪ショールーム

コントラクト
（商空間用）家具メーカーとして創業66年の実績。
モダンデザイン
のABORD（アボール）、楽しいキッズファニチャーBaobab（バオバブ）、
カフェ
に特化したCalore（カロレ）の３つのオリジナルブランドを展開しています。
ぜひ
一度ご覧いただき
「キノシタ」
の家具と空間を感じてみてください。

谷

谷町線

四

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

御「本町駅」
17号出口から徒歩約2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 17 MAP

長堀鶴見緑地線

2-B

Machi Decor 2019

13

ecor

MachiD

INTERIOR SHOP EXHIBITION
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MAP

3-B

まちデコール参加店のご案内

なんば住宅博
堺「恵美須町駅」
1B号出口から徒歩約4分、御

四「大国町駅」
1号出口から徒歩約6分、

南海各線「難波駅」
から徒歩約8分、各線「大阪難波駅」
から徒歩約10分
大阪市浪速区敷津東1-1-1 Tel.06-6632-3100 休/インフォメーション無休（曜日により定休日のあるモデルハウスあり） 時/10：00〜18：00

たくさんのモデルハウスに触れて
思いや夢のスタート地点に
「なんば住宅博」
は、大阪の中心、難波エリアの商業
ゾーンの一角に位置し、3階建、5階建を含めた18棟
のモデルハウスが揃う都市型住宅展示場です。来場
予約は不要で、気軽にお立ち寄りいただくことができ、
土地の相談や建て替えなどさまざまな相談会も開催。
それぞれのニーズに合った家づくりをお手伝いします。

HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

42
MAP

ハウス オブ トビアス・ヤコブセン

阪急宝塚線「池田駅」
より徒歩約5分
大阪府池田市城南3-6-16 Tel.072-752-5577
休/火曜 時/11：00〜18：00

1-A

家具もスタイリングも気軽に
「ワクワクときめく日常」
を
デンマークの巨匠、
アルネ・ヤコブセンの孫で自身もデザイナーとして活躍
するトビアス・ヤコブセン氏がプロデュースするインテリアショップ。
「まちデ
コール」
では、アルネ・ヤコブセンデザインの家具に加え、
さらに進化した
life style shop として新たに雑貨小物を多数取り揃え、皆様を迎えま
す。
「ワクワクときめく日常」
を見つけにぜひお越しください。

月●
祝
10/14●

ご来場プレゼント

フェイス ペイント

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

「まちデコール」オフィシャル
ガイドブックをご持参、
あるい
はHPをインフォメーションで
ご掲示いただくと、素敵な景
品をプレゼント

抽選で60名のお子様
にフェイスペイント

土・13 ●
日
10/12●

大型ふわふわT-REXスライダー

ハロウィン
スイーツ プレゼント

4歳〜小学4年生までのお子様対象

お子様連れのご家族から
抽選で100組様にプレゼント

※イベントはすべて11：00〜16：00開催。
ご参加は当日インフォメーションで
アンケートにご記入の方に限ります。
（期間中一世帯1枚、
未成年不可）

MAP

3-B

大彌リビング Styling Lab
御

tipura studio（チプラ スタジオ）

四「大国町駅」
2号出口から徒歩約8分、JR「難波駅」
から徒歩約20分

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

水
火●
祝
10/9●
22●

▼

40A

43
木
月●
祝
10/10●
14●

▼

MAP

1-A

「鉄
（アイアン）
」
使いを中心とした繊細かつ温かみのある作品づくりに定評がある関西を中心に活躍
する夫婦ユニッ
トの作品展。
「チプラ」
とは
「地に+
（プラス）
」
という
「大地にしっかりと足をつけて立つ」
こ
とを意味しています。空間をシックにも大胆にも彩れる新しい
「鉄細工の魅力」
をお楽しみください。

ESSE JAPAN KOBE
JR「神戸駅」
から徒歩約6分、各線「高速神戸駅」7号出口から徒歩約2分
神戸市中央区中町通4-1-15
休/日・祝 時/9：00〜18：00

Tel.078-367-7687

は16：00まで
11：00〜19：00 ※10/12（土）
場所：scale 堀江店
問：Tel.06-6536-1919（scale）
※開期前 Tel.058-323-1810
（偕拓堂アート）

10：00〜17：00

休：日・祝・第1・3・5土 ※「まちデコール」期間中は営業
場所：セラトレーディング 大阪展示スペース

kakejiku art
-洋室でも楽しめる
インテリア掛軸展インテリアのプロが訪れる
北欧家具が豊富に揃うショップ

千「桜川駅」
2号出口から
徒歩約5分
大阪市西区南堀江3-9-9

2-A

夢のある
ストーブがもたらす
豊かな暮らしと空間

40B MAP 3-A

「ESSE」
は1854年から続
く、世界で最も歴史ある薪ス
トーブのメーカーです。
また
「ESSE JAPAN KOBE」
は、英国薪ストーブメーカー
「ESSE」
に特化したストーブを扱っています。今回展示をしております
「ESSE
Firewall 39 」
は
「炎を飾る」
というコンセプトを持ち、本物の炎が身体にも心
にも癒しを与えてくれる、
デザイン性の高い壁掛け式ガスストーブです。

大阪からますます広がる
「まちデコール」

その他 エリア

MAP

美しく洗練された「デザイ
ン性」
と確かな「品質」に
こだわる「セラトレーディ
ング」内におきまして、
「まちデコール」の開催ととも
に「ESSE Firewall 39 」の特別展示を行います。

scale 堀江店

OTHERS AREA
41

Firewall 特別展示

姉 妹 店 の 堀 江 に ある
「scale（スケール）」では、
「 偕 拓 堂アート」とコラボ
レーション。家具と掛軸を
展示します。

家具の老舗「大彌リビング」のショールー
ム「Styling Lab（スタイリングラボ）」
は、
PP Møbler、Carl Hansen & Søn、
FDB Moblerなど北欧の家具を中心に展
示 。飛 騨 高 山をはじめ日本 全 国の一 流
メーカーの家具も取り扱っております。設
計事務所やコーディネーター御用達のプ
ロショップ。ほかでは見られない レアなイ
ス もたくさん見ることができます。

南港、池田、神戸、岐阜

IHPC（ATC輸入住宅促進センター）

44

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
休館/水曜日、年末年始 時間/10：00〜18：00

Tel.06-6615-5432

MAP

3-A

御「淀屋橋駅」
12号出口から徒歩約6分
大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル1F
Tel.06-6225-3640

09 MAP 2-B

岐阜県本巣郡北方町平成7-33
休/日・祝 時/9：00〜18：00

Tel.058-323-1810

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

は16：00まで
11：00〜19：00 ※10/12（土）
場所：scale 堀江店
問：Tel.06-6536-1919（scale）
※開期前 Tel.058-323-1810
（偕拓堂アート）

kakejiku art
-洋室でも楽しめるインテリア掛軸展コシノヒロコをはじめ、世界で活躍しているデザイナーやアーティスト達による掛軸と、
「Styling Lab
（スタイリングラボ）」の家具コレクションのコラボ展示を大阪で初めて発
表いたします。今までにない掛軸の見せ方を、大阪から全世界に向けて発信してい
きます。また、
オフィシャルイベント
「布×壁×床 心地いい関係展」及びASJ
（アーキテ
クツ・スタジオ・ジャパン）
の展示会にも掛軸作品を展示いたします。

▼

木 14 ●
月●
祝
10/10●

13：00〜15：00

10：00〜18：00

場所：展示場内
講師：ふじた やすこ
（conoHana*）
参加費：3,500円（税・材料費込）
定員：各日6名
※飲み物・茶菓子をご用意

アートコレクターによる
幸せな空間づくり kakejiku art

IHPC大人のスタンプラリー

IHPC大人のものづくりワークショップ
「誰かさんに似てるかもブローチづくり」
それぞれ違った表情が刺繍されたお顔をひとつ選んで、いろんな毛糸、布、
レース等を
使って、ヘアスタイルや洋服、
アクセサリー等でドレスアップ。
とびっきりの カワイコちゃ
ん に仕上げてね。
ブローチやバッグチャーム、
キーホルダーとして使用いただけますよ。

Machi Decor 2019

四「肥後橋駅」5-B号出口から徒歩約1分、

JR「穂積駅」北口からタクシーで約10分、東海環状自動車道「大垣西IC」
から車で約30分

IHPCは優れたデザイン性の世界の住宅建材・部材・設
備の総合展示場です。展示場のアドバイザーが約100社
のIHPC出展企業の展示品をご案内、有益な知識・情報
をご 紹 介 いたしま
す。設計スタートの
大 切な時 期に、
IHPC へのご来場
から 住まいづくり
の夢 を組み立てて
いきませんか。

日・14 ●
月●
祝
10/13●

セラトレーディング 大阪展示スペース

kakejiku art（偕拓堂アート）

こだわりの家づくりをお考えなら
まず初めにお越しください

14

冬季シーズン中は
「まちデコール」終了後も常時展示

▼

木
10/10●

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

kakejiku artは、一流掛軸職人と世界で
活躍しているアーティストを招集し、
「 掛軸
を応用したアートコレクターによる幸せな空
間づくり」
をめざす
「偕拓堂アート」のブラン
ドです。
「 軽い」
「 巻ける」
「 収納にコンパクト
」
という掛軸の優れた利便性による、限られ
たスペースでもたくさんのアートを収集して、
飾り変える楽しみ方をご提案。
「まちデコー
ル」期間中は、大阪でkakejiku artのイベ
ントを開催します。

展 示 場 内の 3ヵ所
に設けているスタン
プ ポイントで全て
のスタンプを押し
ていただくと、
ゴー
ル（受付）
で粗品
（インテリア・キッ
チングッズ）
をプ
レゼント。

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

scale 堀江店
千「桜川駅」
2号出口から徒歩約5分

大阪市西区南堀江3-9-9

40B MAP 3-A

ecor
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INTERIOR SHOP EXHIBITION

39
MAP

3-B

まちデコール参加店のご案内

なんば住宅博
堺「恵美須町駅」
1B号出口から徒歩約4分、御

四「大国町駅」
1号出口から徒歩約6分、

南海各線「難波駅」
から徒歩約8分、各線「大阪難波駅」
から徒歩約10分
大阪市浪速区敷津東1-1-1 Tel.06-6632-3100 休/インフォメーション無休（曜日により定休日のあるモデルハウスあり） 時/10：00〜18：00

たくさんのモデルハウスに触れて
思いや夢のスタート地点に
「なんば住宅博」
は、大阪の中心、難波エリアの商業
ゾーンの一角に位置し、3階建、5階建を含めた18棟
のモデルハウスが揃う都市型住宅展示場です。来場
予約は不要で、気軽にお立ち寄りいただくことができ、
土地の相談や建て替えなどさまざまな相談会も開催。
それぞれのニーズに合った家づくりをお手伝いします。

HOUSE OF TOBIAS JACOBSEN

42
MAP

ハウス オブ トビアス・ヤコブセン

阪急宝塚線「池田駅」
より徒歩約5分
大阪府池田市城南3-6-16 Tel.072-752-5577
休/火曜 時/11：00〜18：00

1-A

家具もスタイリングも気軽に
「ワクワクときめく日常」
を
デンマークの巨匠、
アルネ・ヤコブセンの孫で自身もデザイナーとして活躍
するトビアス・ヤコブセン氏がプロデュースするインテリアショップ。
「まちデ
コール」
では、アルネ・ヤコブセンデザインの家具に加え、
さらに進化した
life style shop として新たに雑貨小物を多数取り揃え、皆様を迎えま
す。
「ワクワクときめく日常」
を見つけにぜひお越しください。

月●
祝
10/14●

ご来場プレゼント

フェイス ペイント

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

「まちデコール」オフィシャル
ガイドブックをご持参、
あるい
はHPをインフォメーションで
ご掲示いただくと、素敵な景
品をプレゼント

抽選で60名のお子様
にフェイスペイント

土・13 ●
日
10/12●

大型ふわふわT-REXスライダー

ハロウィン
スイーツ プレゼント

4歳〜小学4年生までのお子様対象

お子様連れのご家族から
抽選で100組様にプレゼント

※イベントはすべて11：00〜16：00開催。
ご参加は当日インフォメーションで
アンケートにご記入の方に限ります。
（期間中一世帯1枚、
未成年不可）

MAP

3-B

大彌リビング Styling Lab
御

tipura studio（チプラ スタジオ）

四「大国町駅」
2号出口から徒歩約8分、JR「難波駅」
から徒歩約20分

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

水
火●
祝
10/9●
22●

▼

40A
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木
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14●

▼

MAP
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「鉄
（アイアン）
」
使いを中心とした繊細かつ温かみのある作品づくりに定評がある関西を中心に活躍
する夫婦ユニッ
トの作品展。
「チプラ」
とは
「地に+
（プラス）
」
という
「大地にしっかりと足をつけて立つ」
こ
とを意味しています。空間をシックにも大胆にも彩れる新しい
「鉄細工の魅力」
をお楽しみください。

ESSE JAPAN KOBE
JR「神戸駅」
から徒歩約6分、各線「高速神戸駅」7号出口から徒歩約2分
神戸市中央区中町通4-1-15
休/日・祝 時/9：00〜18：00

Tel.078-367-7687

は16：00まで
11：00〜19：00 ※10/12（土）
場所：scale 堀江店
問：Tel.06-6536-1919（scale）
※開期前 Tel.058-323-1810
（偕拓堂アート）

10：00〜17：00

休：日・祝・第1・3・5土 ※「まちデコール」期間中は営業
場所：セラトレーディング 大阪展示スペース

kakejiku art
-洋室でも楽しめる
インテリア掛軸展インテリアのプロが訪れる
北欧家具が豊富に揃うショップ

千「桜川駅」
2号出口から
徒歩約5分
大阪市西区南堀江3-9-9

2-A

夢のある
ストーブがもたらす
豊かな暮らしと空間

40B MAP 3-A

「ESSE」
は1854年から続
く、世界で最も歴史ある薪ス
トーブのメーカーです。
また
「ESSE JAPAN KOBE」
は、英国薪ストーブメーカー
「ESSE」
に特化したストーブを扱っています。今回展示をしております
「ESSE
Firewall 39 」
は
「炎を飾る」
というコンセプトを持ち、本物の炎が身体にも心
にも癒しを与えてくれる、
デザイン性の高い壁掛け式ガスストーブです。

大阪からますます広がる
「まちデコール」

その他 エリア

MAP

美しく洗練された「デザイ
ン性」
と確かな「品質」に
こだわる「セラトレーディ
ング」内におきまして、
「まちデコール」の開催ととも
に「ESSE Firewall 39 」の特別展示を行います。

scale 堀江店

OTHERS AREA
41

Firewall 特別展示

姉 妹 店 の 堀 江 に ある
「scale（スケール）」では、
「 偕 拓 堂アート」とコラボ
レーション。家具と掛軸を
展示します。

家具の老舗「大彌リビング」のショールー
ム「Styling Lab（スタイリングラボ）」
は、
PP Møbler、Carl Hansen & Søn、
FDB Moblerなど北欧の家具を中心に展
示 。飛 騨 高 山をはじめ日本 全 国の一 流
メーカーの家具も取り扱っております。設
計事務所やコーディネーター御用達のプ
ロショップ。ほかでは見られない レアなイ
ス もたくさん見ることができます。

南港、池田、神戸、岐阜

IHPC（ATC輸入住宅促進センター）

44

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
休館/水曜日、年末年始 時間/10：00〜18：00

Tel.06-6615-5432

MAP

3-A

御「淀屋橋駅」
12号出口から徒歩約6分
大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル1F
Tel.06-6225-3640

09 MAP 2-B

岐阜県本巣郡北方町平成7-33
休/日・祝 時/9：00〜18：00

Tel.058-323-1810

▼

木
月●
祝
10/10●
14●

は16：00まで
11：00〜19：00 ※10/12（土）
場所：scale 堀江店
問：Tel.06-6536-1919（scale）
※開期前 Tel.058-323-1810
（偕拓堂アート）

kakejiku art
-洋室でも楽しめるインテリア掛軸展コシノヒロコをはじめ、世界で活躍しているデザイナーやアーティスト達による掛軸と、
「Styling Lab
（スタイリングラボ）」の家具コレクションのコラボ展示を大阪で初めて発
表いたします。今までにない掛軸の見せ方を、大阪から全世界に向けて発信してい
きます。また、
オフィシャルイベント
「布×壁×床 心地いい関係展」及びASJ
（アーキテ
クツ・スタジオ・ジャパン）
の展示会にも掛軸作品を展示いたします。

▼

木 14 ●
月●
祝
10/10●

13：00〜15：00

10：00〜18：00

場所：展示場内
講師：ふじた やすこ
（conoHana*）
参加費：3,500円（税・材料費込）
定員：各日6名
※飲み物・茶菓子をご用意

アートコレクターによる
幸せな空間づくり kakejiku art

IHPC大人のスタンプラリー

IHPC大人のものづくりワークショップ
「誰かさんに似てるかもブローチづくり」
それぞれ違った表情が刺繍されたお顔をひとつ選んで、いろんな毛糸、布、
レース等を
使って、ヘアスタイルや洋服、
アクセサリー等でドレスアップ。
とびっきりの カワイコちゃ
ん に仕上げてね。
ブローチやバッグチャーム、
キーホルダーとして使用いただけますよ。

Machi Decor 2019

四「肥後橋駅」5-B号出口から徒歩約1分、

JR「穂積駅」北口からタクシーで約10分、東海環状自動車道「大垣西IC」
から車で約30分

IHPCは優れたデザイン性の世界の住宅建材・部材・設
備の総合展示場です。展示場のアドバイザーが約100社
のIHPC出展企業の展示品をご案内、有益な知識・情報
をご 紹 介 いたしま
す。設計スタートの
大 切な時 期に、
IHPC へのご来場
から 住まいづくり
の夢 を組み立てて
いきませんか。

日・14 ●
月●
祝
10/13●

セラトレーディング 大阪展示スペース

kakejiku art（偕拓堂アート）

こだわりの家づくりをお考えなら
まず初めにお越しください

14

冬季シーズン中は
「まちデコール」終了後も常時展示

▼

木
10/10●

地下鉄

御

御堂筋線

谷

谷町線

四

kakejiku artは、一流掛軸職人と世界で
活躍しているアーティストを招集し、
「 掛軸
を応用したアートコレクターによる幸せな空
間づくり」
をめざす
「偕拓堂アート」のブラン
ドです。
「 軽い」
「 巻ける」
「 収納にコンパクト
」
という掛軸の優れた利便性による、限られ
たスペースでもたくさんのアートを収集して、
飾り変える楽しみ方をご提案。
「まちデコー
ル」期間中は、大阪でkakejiku artのイベ
ントを開催します。

展 示 場 内の 3ヵ所
に設けているスタン
プ ポイントで全て
のスタンプを押し
ていただくと、
ゴー
ル（受付）
で粗品
（インテリア・キッ
チングッズ）
をプ
レゼント。

四ツ橋線

中

中央線

千

千日前線

堺

堺筋線

長

長堀鶴見緑地線

scale 堀江店
千「桜川駅」
2号出口から徒歩約5分

大阪市西区南堀江3-9-9

40B MAP 3-A

