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foreword
このリポートは、デザイン、ワークショップ、メディアをテーマとするトランローグが、メディア活動の一環として取材・編集したものです。
今回は、2013 年 6 月に東京で開催された『インテリア ライフスタイル』をフィーチャーしました。
また、巻頭にはトランローグがデザインした照明を。巻末にはトランローグが企画制作した書籍などを紹介しています。
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祝 う 、癒 す 、光 の 花 。

立花〈 スタンドタイプ〉& 浮花〈 直置きタイプ〉Lotus Flower／電球色

at イタリア商工会議所主催:イタリア統一150周年イベント「第12回ガラディナー＆コンサート」

草花をモチーフにした面発光 LED シャンデリア・airLUCE【エアルーチェ】シリーズ。

airLUCE

®

Ambient LED chandelier

その場の雰囲気を一新する airLUCE シリーズは、イタリア統一 150 周年イベントのステージを華やかに演出しました。
さらに、airLUCE シリーズは、とても省エネルギー。
なかでも「立花」と「浮花」は、実測値で 5W と驚異的な省エネを実現しています。
airLUCE シリーズは、老舗照明メーカーのオーデリックが製造と PSE、製品保証を行う信頼のブランド。
ショールームで airLUCE シリーズの透明な輝きを、お確かめください。

more info ▶ www.tranlogue.jp/airLUCE
浮花

立花
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Introduction

ブランド名

2013 年 6 月 5 日（水）～ 7 日（金）、東京ビッ
グサイト西ホールにおいて、東京から世界
会社名
へ向けてライフスタイルを提案することを
目的に、インテリア・デザインプロダク
トが集結する国際見本市 Interior Lifestyle
テキストテキストテキストテキストテキス
Tokyo『インテリア ライフスタイル』が
トテキストテキストテキストテキスト
開催されました。
開催 23 回目の今回、32 カ国・地域から過
去最高の 705 社（国内：473 社 海外：232
社）が出展とのこと。
メディアを通して次の暮らしをデザインす
るトランローグは、主催者による記者発表
会の様子や、出展社への取材をリポートし
ます。

上の動画はアトリウム特別企画「JAPAN STYLE」へ
のアプローチ。'Super Ennichi' をテーマに、カラフル
な紙バンド ®（植田産業（株）協力）が縁日の賑わいを
演出。「日本の今」を発信するブランドが集結しました。

また、2014 年 2 月７日（金）～ 11 日（火）
までフランクフルトにて開催される世界最
大級の国際消費材見本市「Ambiente（ア

2009 年にフランクフルトで開催された Ambiente でス
タートし、世界各国で認知度を高め、顧客数や受注数
を伸ばしてきたとか。発足時よりコンセプトディレク
ターをつとめる株式会社プレステージジャパン代表取

ンビエンテ）2014」において、パートナー

締役の吉田龍太郎さん、有限会社クロスエッジ代表取

カントリーに選ばれた日本。世界で 3 番目、

締役の渡邊真典さんに加え、今回は橋本夕紀夫さんが

アジア初とのこと。そこでアートディレク

アートディレクションを担当しました。

ションを担当する橋本夕紀夫さん、「ジャ
パンパビリオン」を主催する JETRO のプ
レゼンテーションについても次ページの動
画でご覧ください。
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ブランド名

インテリアデザイナーで

「JAPAN STYLE」 の ア ー ト

会社名

ディレクターを努めた橋本夕
紀夫さん。Ambiente 2014 の
プレビュー的な位置づけとな

る「JAPAN STYLE」におけ
テキストテキストテキストテキストテキス

る「縁日」イメージ他につい

トテキストテキストテキストテキスト
て解説。Ambiente 2014 では、これをベースに、さら

に楽しいエンタテインメントな世界をつくられるとの
こと。また、メサゴ・メッセフランクフルト株式会社
の梶原靖志代表取締役社長より、Ambiente の特徴や海
外進出する日本企業へのアドバイスがありました。

JETRO（ 日 本 貿 易 振 興 機 構 ）の 直 江 敦 彦 さ ん。
Ambiente 2014 における「ジャパン・パビリオン」に
ついて解説。日本のデザイン性の強い消費材を欧州を
中心に世界に向けて PR。同年パートナーカントリーに
選ばれた日本企業に対して注目が集まる絶好の機会と
語られました。
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テキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキスト

「『インテリア ライフスタイル』は毎回出展者が変わ
らないから行かない」と話すインテリア業界関係者が
います。定評のある常連企業をエントランスに配した
「JAPAN STYLE」がその印象をつくり出していること
も確かです。しかし、錫や真鍮の鋳造で話題の能作（上
動画）。デザインから製造まで各地のエキスパートを適
材適所でコーディネートする食器の東屋（下動画）な
ど、その製造工程を展示することで、商品価値を再評
価する試みは新鮮でまさにタイムリー。つくり方や手
道具を見せられると、ブランドロイヤリティーが上が
り、つい購入したくなりますね。
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住宅、インテリア〜ライフスタイルを取材。
トランローグはメディアを通して、次の暮らしをデザインします。
[ 書籍 ]

野菜の栽培＆野草利用の3部作
〜室内菜園・屋外菜園・野草採取〜

permaculture

自然のしくみをいかす家庭菜園
パーマカルチャー菜園入門
［発行：JAグループ 家の光協会］

self-care recipes

[ 雑誌 ]

2 milano saloni

身近なハーブ・野菜で
からだ美人になる自然派レシピ
［発行：JAグループ 家の光協会］

商談とブランディング。2 つの目的別ミラノサローネ取材記事［発行：エクスナレッジ］

[DVD& 電子書籍 ]

torii in germany
ドイツの森に鳥居を建てた11日間
［発行：トランローグ アソシエイツ］

indoor garden

庭より簡単！
だれでもできる 室内菜園のすすめ
［発行：JAグループ 家の光協会］

詳しくは HP：www.tranlogue.jp または web magazine TRANLOGUE：tranlogue.cocolog-nifty.com をご覧ください。
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