
 

主催：T.C.I.Laboratory + Design Guild Tokyo + Nime Studio   期間：2013.4.8 ～ 14   於：イタリア・ミラノ  

展示会結果・全体レポート  



ミラノ・サローネ 「Contemporary Japanese Design + アソビ Japan Creation 100」 

 

 会期：2013年4月8日（月）～14日（日） 

 場所：Zona Tartina 1&2F (Nime Studio) via Voghera 4,  Milan  Italy 

◆概要 

 今年も盛大に開催された第52回イ・サローニ（ミラノ・サローネ）は公式発表324,093人（前年比2.3%減）の来場だったようです。 

 しかし、昨年に比べて晴天が続いた影響か、市内会場（フォーリ・サローネ）には昨年以上の流入客があったように感じました。 

 我々の主催する「Contemporary Japanese Design Exhibition」会場はフォーリ・サローネ中心地の１つであるトルトーナ地区に立地し、 

今年で２回目（日吉屋の単独展示会から数えると３回目）の開催となりました。 

 例年多くの来場者で賑わってきましたが、今年は予想を大きく上回る累計10,000人以上が我々の展示場を訪れ、一時は入場待ちの行列が 

出来るほど賑わいました。  

 今年は全国から集まった企業１２社の展示と、デザイナー・クリエイター計４６作品を合わせて出品し、３０人以上の担当者が現地に足 

を運び、世界最大級のデザインの祭典で「Japan Design」の魅力を存分にアピールし、商談や実演、パフォーマンスに挑みました。 

  

  



◆会場設営① Zona Tartina 

 4/6～7及び8日のレセプション・パーティー開始直前までかけて、会場設営を行いました。 

 今回はCJD展示会共催のデザインギルド・トーキョーが手がけた会場デザインのお陰で、とても美しい展示会場に仕上がったと思います。 

 展示什器等を協賛出品頂いた丸一工業㈱様のBoldaシリーズは軽量で丈夫な上、ノックダウンできるので、海外展示会には大変便利です。 

 今回は白基調のオリジナルデザインで什器を構成しましたが、印刷もできるので次回以降は検討させて頂きたいと思います。 

 現地での別注木製什器や照明関連の敷設は、日吉屋のドイツ販売代理店のグループ会社であるSa:Su Network様にお願いしました。 

 さすがにドイツ人は仕事が速く、丁寧で正確です。この辺は日本人と似ているのではないでしょうか。（昨年まではイタリアの業者に頼 

んで酷い目にあいましたので、その教訓が活きました。）  

 ブースの間仕切り等には同じく協賛企業のニシセイマテリアル様のレーザーカット・スクリーンを使用させて頂きました。 白基調の天 

井や壁と黒スクリーンのコンビネーションは素晴らしく、会場のグレードを数段Upして頂けたと思います。  

 通関に手間取っていた荷物も続々届き、さすがに３年目となると慣れもあり、準備は予想より順調に進みました。 



◆会場設営② Zona Tartina 

今回はZona Tartina の全館を使って開催しました。 １Fはデザイナー/クリエイター４６作品、２Fは企業出展１２社（団体）の展示で、 

東北から九州まで日本全国からの参加となり、正に「Contemporary Japanese Design」という冠に相応しい展示会となりました。 

1F 2F 



◆会場設営③ 周辺地域 

 ミラノ市地下鉄M２号線「ポルタ・ジェノバ」駅より緑の鉄橋を渡りトルトーナ地区へ。 

 会場までの距離は徒歩約5分ですが、約50枚のポスターを大量配置して誘客を図った事が功を奏し、今年の大量誘客の一因になりました。 

 入り口にはZona Tartina / Contemporary Japanese Design Exhibitionバナーと野点傘や傘型テントCASAも設置して人目を引くように工 

夫し、又、橋の袂でのフライヤー配布や出張パフォーマンスも繰り出して、出来るだけ多くの来場客の獲得に務めました。 

 

 

 

  

 

地下鉄M2ポルタ・ジェノバ駅 

CJD会場 



◆展示① １F 「＋アソビ Japan Creation 100」 

１Fは主にデザイナー/クリエイターの作品展示エリアです。 全国から集まった若手の４６作品が展示されました。 

企業出展商品の一部も中央の大型テーブル周辺に配置し、Contemporary tea ceremony 等のイベントも随時開催しました。 



◆展示② ２F 「Contemporary Japanese Design Exhibition」 

 本展示会のメインとなる企業・団体の展示エリアです。今年は１２社（団体）が参加、一部の展示は１Fや屋外エリアでも展開しました。 



２コマ分の出展を頂いたシンアサノデザイン様のSENシリーズは、イタリアの「A‘ Design Award」金・銀・銅賞を全て受賞される快挙！ 

美しい造形は来場者の注目の的でした。 取材に訪れたメディア関係者にも大絶賛されており、イタリア、ドイツ、フランスでの販売も 

決まる等、大きな成果を上げられました。 www.shinnasano.com 

株式会社 シンアサノデザイン  Shinn Asano Design Co., Ltd.    (Tokyo) 

木本硝子株式会社 KIMOTO GLASSWARE CO., LTD.    (Tokyo) 

江戸切子をデザイン化されたKIKIシリーズや、ユニークな形状のFunewシリーズ、CJD出展者のUMENO DesignさんによるMIZUHIKIシリーズ等 

美しい硝子テーブルウエアは来場者の多くを魅了しました。 

伊・大手デパートやデザイン雑貨大手から引き合いがあり商談中です。  www.kimotogw.co.jp 
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自身がデザインされたブランド（KEI、DEN、SOKO、Nihon Sweden等）の商品を出品されました。来場者の評価も高く、一部送商品はドイツで 

販売が決まり、他にも商談が複数進行中です。 イタリアの照明メーカー「FDV社」の「JJ lamp」を、世界中から選ばれた１０名の著名デザイナーがア 

レンジするプロジェクトに、ご本人がアジア人として唯一選出され、その作品が市内10箇所でも展示販売されました。  www.umenodesign.com 

UMENO DESIGN    (Tokyo) 

西井木工有限会社 Nishii Mokkou Ltd.  (Osaka) 

木片を特許製法でランダムな石ころ風に加工した「木コロ」で２年連続の出展となる今年は、昨年の経験を活かしてDistributorからリクエ 

ストのあったデザイン・パッケージ入りにしました。 昨年好評の木コロPlay groundも屋内外の２箇所に増やし子供達は大喜びでした！ 

イタリア、ドイツでも販売が決まり、Shopコーナーでもベストセラーでした。  www.wood241.jp 
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東京都美術館がプロデュースする「伝統工芸の職人＋デザイナー」協働プロジェクト。 七宝焼や江戸小物等の伝統技術を活かしたデザイン 

アクセサリー商品１０種類を展開されました。 細かな職人芸や漆等の伝統素材の新たな使い方が人気で、展示什器やパンフレットもしっか 

り作りこまれており、来場者の注目を集めていました。 ドイツでの販売が決まっています。  www.tokyo-crafts-design.com 

TOKYO CRAFT & DESIGN  (Tokyo) 

Kyoto Contemporary  (Kyoto) 

京都の伝統工芸企業８社と国内外のデザイナーによるContemporary design productを目指す団体です。 

仏人デザイナーによるドレスやネックレスが人気でした。 着物素材や友禅、甲冑等の技法を使ったユニークな商品も高い注目を集めており 

ました。 パリと上海での出展経験もあり、Nime Studioともコラボ商品を開発中です。  www.facebook.com/KyotoContemporary 
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伝統的な「すだれ」製造が本業のメーカーですが、今回は斬新なパーテーションやスクリーンの試作品を展示し、バイヤーやデザイナー達か 

らのマーケティング・リサーチ目的で出展されました。 特に人気の高かったハニカム構造を使ったパーテーションは、世界的に有名な照明 

デザイナーからも問い合わせがあり、今後の展開が楽しみです。  www.big-lake.co.jp 

大湖産業株式会社   DAIKO Industrial Co.,Ltd.  (Shiga) 

株式会社大湊文吉商店 Ohminato Bunkichi Shoten Co.,Ltd.  (Nigata) 

伝統的な「屏風」製造が本業のメーカーですが、今回はデザイナーと組み、屏風の組子技術を使ったテーブルウェアの試作品を展示しました。 

特殊技術による樹脂含浸を用いた着色は美しい色合いと耐水性が特徴で、斬新かつ高度な組子技法で作られたコースターは、バイヤーの注意 

を引き、商談が複数進行中です。 今回は間に合いませんでしたが新型のパーテーションも開発中です。 www.byobu.order403.jp 
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２年目の参加となる大阪のクールな畳み職人さんです。 耐久性・撥水性に優れ、カラーバリエーションも豊富なポリプロピレン畳を使った 

タタミ・スツールの試作品を出品されました。 昨年は悪天候の為苦戦したタタミパフォーマンスも、今年は数多くのギャラリーに囲まれ、 

皆その職人技に感嘆の声を上げていました。 展示品をまとめ買いするお客さんも現れ好評でした。 www.tatami.km-co.jp 

小山畳工房   Koyama Tatami Studio  (Osaka) 

RAWS-Agency  (Tokyo) 

伝統的な茶道を踏まえながら、Contemporary な茶道スタイルを追及されている作家集団です。アート性の高い様々なカップ類やオブジェを 

出展されました。 また、主催するContemporary style 茶道は来場者に大好評で、代表者の大久保さんは来場者からティーマエストロと呼 

ばれ、尊敬を集めていました。 商品の方は大手デパート等と商談が進行中です。 www.raws-ag.com 
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高崎市の町工場集団＋デザイナー・造形家が組み、斬新なアート作品を生み出している団体です。 マリ・クレール誌にも取り上げて頂いたレーザーカッ 

ト技術を使ったスツールはオリガミスツールと呼ばれて好評でした。 残念なのは金属加工技術を使ったポータブル神輿も合わせて1/1の実物が無くミニ 

チュアだけの展示になったことです。 マグネット商品は手軽でデザイン雑貨大手より引き合いがあります。  www.facebook.com/ProjectQualoe  

高崎art製造project カロエ Takasaki Art Project  Qualoe  (Gunma) 

㈱日吉屋 HIYOSHIYA  Co.,Ltd.   (Kyoto) 

京和傘の老舗でありながら、国内外のデザイナーとオリジナリティーあるデザイン商品を開発し、世界14カ国に展開している会社です。 

Contemporary Japanese Design Exhibitionは元々 HIYOSHIYA の展示会を年毎に拡大して開催してきました。 海外代理店と協力なタッグ 

を組み、現在もフランス・中国等で大型プロジェクトを受注し、世界的ブランドとのコラボ企画も進行中です。 www.wagasa.com 
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T.C.I.研究所（日吉屋グループ）、Nime Studio（イタリア）と共に本展示会を共催頂いた、インテリア、建築、照明（ライティング）、グラフィック、web等の各 

分野で活躍しているデザイナー達が集まった、自主企画のデザインレーベルです。  展示会場全体の美しいインテリア・デザインにとどまらず、全体の 

企画・運営に幅広く活躍されました。  国内はもとより、海外でも活動の幅を広げています。  www.designguildtokyo.com 

デザインギルド・トーキョー  Design Guild Tokyo (Tokyo) 

インテリア・什器ご協賛企業様 

丸一興業㈱bolda事業部様 

硬質紙ボードを使った軽量・ノックダウン可能な什器です。 

オリジナルデザイン・印刷も可能。  www.bolda.jp 

西清マテリアル㈱様 

レーザーカット加工のポリエステル・スクリーン及びこれを使っ 

た光壁等。オリジナルデザインも制作可能。  www.plus-n-m.jp 

海外での展示会はいかに輸送コストや造作費を減らすかがポイントです。今回ご協賛頂いた会社の技術は海外展示会に最適でした。 
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◆広報・PR 

 今回のCJDでは下記の広報ツール、イベント、PR活動を通じて来場者の誘致に努めました。 

  ・公式カタログ A4横10P 

  ・公式Web英語版 

  ・Zona Tartina Flyer ×４種類 

  ・CJDフライヤー 

  ・CJDプレスリリース及びプレスキット 

  ・英文・伊文DMメール 計約2,500件以上 

  ・レセプションパーティー×２回 

  ・日本、イタリア双方での Facebook 情報発信 



◆イベント 

 今回のCJDでは下記のイベントを行いました。 

  ・畳パフォーマンス（小山畳工房） 

  ・Contemporary 茶道（RAWS-Agency） 

  ・木コロ Play Ground（西井木工） 

  ・スイーツ万華鏡Workshop（Karin) 

  ・Candy apple 体験（Nime-studio） 

畳making パフォーマンス (小山畳工房)  匠の職人技をアートパフォーマンスで表現！道行く人の視線を釘付けに！ 

Contemporary 茶道 （RAWS-Agency） 茶道の伝統や精神を伝えながらもカジュアルに楽しめる茶道は大人気でした！ 



スイーツ万華鏡 Workshop (Karin) クリエイターのKarinさん。スイーツそっくりの万華鏡は、Wonderful!!と大絶賛！ 

Candy Apple 体験 (Nime Studio) Nime Studioの今年のテーマはFood designだそうです。子供も大喜び！ 

Kikoro Play Ground   (西井木工) 昨年に引き続きKikoroは子供達に大人気！ 今年は屋内、屋外２箇所で展開しました。 



◆オープニング＆レセプションパーティー  4/8（月）・4/12（金） 

 国際見本市会場ロウ・フィエラでの展示が始まる前日（4/8）はプレス・デーです。 我々Contemporary Japanese Design Exhibitionも 

「Zona Tartina meet Japan」と題してパーティーを開催。会場は立錐の余地も無い程の招待客で埋まりました。各国のVIP、バイヤー、デ 

ザイナー等が集まり、RAWS大久保さんのお手前によるTea Ceremonyで幕を開けたパーティーは、続々と来場者も増え、予定時間を大幅に超 

過して夜遅くまで盛り上がりました。 Nime Studioデザインの日本国旗を模したフィンガーフードや、協賛メーカー各社のお酒やドリンク 

も好評で、各社の商品展示も大盛況でした。 パーティーは4/12（金）にも伊・有名モデル/ダンサーを迎えて行われ、こちらも大盛況！ 





◆展示会風景  「Contemporary Japanese Design」 Exhibition 4/8～14 

 今年は天候にも恵まれ、会期中は累計１０,０００人以上の来場者が本会場を訪れました。サローネの展示会は今年で３年目ですが、来場 

者数は過去最高で、これほど多くの方が来場されるとは思っておらず、カタログやパンフレット類も後半には一部品切れしてしまいました。 

 特に土曜日は凄まじく、約６,０００人が押し寄せ、時間によっては入場待ちの行列が出来るほど賑わいました。 対応する人員も限られ 

た中で、ここまで来られると対応は完全に麻痺状態でしたが、PR効果は絶大であったと思います。 

 





◆SHOPコーナー   

 会場入り口付近及びすぐ前の路上にて、 Nime Studio取扱でテスト販売コーナーも設置しました。 

 売れ筋はダントツでKikoroでしたが、ガラス製品や陶器、雑貨をはじめ、大物の家具にも販売実績が出ました。 

  

 

◆B to B 商談、プレスワーク 

 T.C.I.と Nime Studioが今回の展示会に招待し、来場を確認できたVIPバイヤー、Mediaです。 既に商談がまとまった案件も複数あり、 

      現在多数商談が進行中です 

 バイヤー：伊大手百貨店、仏インテリア商社、仏家具卸・小売、独セレクトショップ、仏インテリアデザイナー、仏設計事務所、 

      仏大手ブランド、仏ファッションデザイナー、 葡照明デザイナー、伊大手ブランドアートディレクター、伊大手ブランドデザイナー、 

         伊デザインショップ、他 

 メディア：伊ファッション誌、伊デザイン誌、仏デザイン誌、日系新聞、他 （確認中） 

 



◆おつかれさまでした！ 

  15日に撤収・梱包・発送を１日かけて終わらせ、今年の「Contemporary Japanese Design exhibition＋アソビ」は無事終了しました。 

 今回の展示会では累計1万人以上のお客様が来場され、現地に足を運ばれた皆様は、それぞれにすばらしい出会いや経験をされた事と思 

います。 また、商品/作品を出品された方々も大変多くの来場者にご覧頂く事が出来、詳細は個別レポートでご報告しますが、実り多い 

展示会になった事と確信しております。 

 日吉屋の単独展示会であった２０１１年当初と比較して、回数を重ねる事で運営ノウハウが蓄積され、人的ネットワークの構築も年々 

強化されつつあります。また、フォーリサローネ・トルトーナ地区における「Contemporary Japanese Design Exhibition」の知名度も 

継続開催している事で大幅に向上しているように思います。 

 これらの結果を、今後の活動にどれだけ活かせるかが最も重要です。今後の皆様のご健闘と、益々のご発展を心よりお祈り致します。 

 第２回「Contemporary Japanese Design Exhibition ＋ アソビ Japan Creation100」にご参加頂き、誠に有難うございました。 

  

会期終了後の記念撮影！  皆様本当におつかれさまでした！ 

                                                 T.C.I研究所代表 西堀耕太郎  



◆参加企業一覧 

  UMENO DESIGN 〒143-0021 東京都大田区北馬込2-30-11-2F     www.umenodesign.com 

  (株）大湊文吉商店 〒959-1356 新潟県加茂市秋房1番26号    www.byobu.order403.jp 

  木本硝子(株） 〒111-0056 東京都台東区小島2-18-17    www.kimotogw.co.jp 

  Kyoto Contemporary 〒602-0096 京都市上京区西若宮南半町182 TCI研究所内    www.facebook.com/KyotoContemporary 

  群馬カロエ  〒370-2102 群馬県高崎市吉井町小暮105-1 山﨑製作所内   www.facebook.com/ProjectQualoe  

  小山畳工房  〒538-0043 大阪市鶴見区今津南３－１－１４    www.tatami.km-co.jp 

  (株）シンアサノデザイン 〒155-0031 東京都世田谷区北沢3-8-9    www.shinnasano.com 

  大湖産業(株）  〒521-1212 滋賀県東近江市種町1736      www.big-lake.co.jp 

  Tokyo Craft & Design   〒111-0043 東京都台東区駒形2-7-7-201 Culture Generation Japan内 www.tokyo-crafts-design.com 

  西井木工(有) 〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-4-28 第2ナニワ企業団地   www.wood241.jp 

  (株）日吉屋   〒602-0072 京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町５４６   www.wagasa.com 

  RAWS-Agency  〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南2-238 タタミネット大久保内   www.raws-ag.com 

 

  ※アソビJapan Creation 100参加デザイナー/クリエイターはCJD公式HP内カタログPDFをご覧下さい。 

 

 

◆展示協賛・協力企業一覧                                                      ◆広告協賛 

 



◆主催   Contemporary Japanese Design Exhibition ＋ アソビ Japan Creation 100 

 

 

 

 

 

 

www.c-jpandesign.net 
 

 ・合同会社 T.C.I.研究所          〒602-0096 京都市上京区西若宮南半町182   

           URL www.tci-lab.com       info@tci-lab.com  

 ・合同会社 デザインギルド・トーキョー   〒106-0031 東京都港区西麻布２－２４－２ co-lab西麻布2F 

        URL www.designguildtokyo.com   info@designguildtokyo.com 

 ・Nime Studio      via Voghera 4, 20144 Milan  Italy 

          URL www.zonatartina.com          info@nimestudio.com 
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