
「EIGHT」「ONE」「NUPRI」「CRUST」

北海道産広葉樹の最新作を
             今秋開催  国内主要イベント・見本市で発表
10/18(金)-27(日)　　DESIGNART TOKYO 2019 (東京)
10/30(水)-11/1(金)　LIVING＆DESIGN 2019 (大阪)
11/20(水)-22 (金)　   IFFT/インテリア ライフスタイル リビング 2019 (東京)

PRESS RELEASE

カンディハウスは、今秋4つの新シリーズを発表・発売いたします。
倉本仁氏との新たなチャレンジとなる、デザイン性と機能性を追い求めたダ
イニングシリーズ「EIGHT（エイト）」、「ONE（ワン）」をはじめ、今年
ミラノデザインウィークで注目を集めた、喜多俊之氏による「NUPRI（ヌプ
リ）」とロウエッジズによるデザインの「CRUST（クラスト）」を発表。北
海道産広葉樹を使用し、木の魅力を生かしたこれら新作を順次、多様なマー
ケットに向け提案いたします。開発エピソードやコンセプトを伝える「デザ
イナートーク」も企画しておりますので、ぜひご注目ください。
（各製品、出展イベントの紹介は別紙参照）

2019年 10月2日
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■　新製品紹介

「EIGHT」
「ONE」

「NUPRI」 「CRUST」

デザイナー倉本仁氏とともに開発した、新ダイニングシリ
ーズ。「EIGHT（エイト）」は手仕事が光る無垢材のフレ
ームと包容力のあるシェルとのバランスが美しい椅子。
「ONE（ワン）」は、北海道産ナラ材の天板を、特長的な
中央脚で支える丸テーブルです。2年に渡りアイディアを出
し合い試作を繰り返して完成しました。椅子の裏と表で張
地を変えられる2層構造のシェルや、テーブルの天板と脚の
塗り分けなど、ホームユースはもとより、様々な場面にお
いてコーディネートが可能です。DESIGNART前日のプレ
スプレビューで初お披露目し、大阪ショップを巡回、IFFT

Design 倉本 仁

Design 喜多俊之 Design Raw-Edges（ロウエッジズ）

北海道の歴史から着想を得た
「NUPRI（ヌプリ）」は、次代の
デザインの発信地ミラノにてデビ
ューし、LIVING＆DESIGNを機に
いよいよ発売を開始いたします。
デザイナーが「自然の木と私たち
の体のつながりを表現した」と語
る、新たなデザインをぜひご体感
ください。

「ジャパンクリエイティブ プロジ
ェクト」から生まれたスツールと
テーブル。デザイナーのアイデア
とカンディハウスの技術が融合し
た新作は、4月のミラノデザインウ
ィークでの出品作をブラッシュア
ップし、DESIGNARTにてお披露
目。IFFTを機に発売いたします。

を機に発表・発売いたします。
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■ DESIGNART TOKYO 2019 概要
会期：10 月18 日（金）～ 10 月27 日（日）
エリア：表参道・外苑前／原宿・明治神宮前／渋谷・恵比寿／代官山・中目黒／六本木／新宿／銀座

来場者数見込み／出展箇所: 20 万人／ 100 エキシビジョン以上
主催：DESIGNART 実行委員会
http://designart.jp/designarttokyo2019/

■ カンディハウス 東京ショップ　企画概要
会期：10 月18 日（金）～ 10 月27 日（日）
　　　11:00～18:30　　水曜定休日　
会場：カンディハウス東京ショップ
        （港区南青山5-4-46 内田ビル)
展示品：「EIGHT」「ONE」「CRUST」

新作プレスプレビュー　※プレス関係者限定。
倉本仁氏より、新作のコンセプトや開発エピソードをお話いただきます。

日程：10月17日（木）　17：00 ～ 　約1時間

■要事前予約  問い合わせ・申し込み先　　
m_watanabe@condehouse.co.jp　
080-6076-6248
担当：企画本部　渡辺

■ 問い合わせ先
 tokyo@condehouse.co.jp　
03-5931-1188
担当 ：東京ショップ

デザイナートーク / 倉本 仁
日程：10月18日（金）15：00 / 16：00 　計2回 　約30分
申し込み不要

毎年秋に開催される日本最大級のデザイン＆アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO（デザイナート・トウキョウ）
2019」。東京の各ショップ等が会場となり、展示を回遊して街歩きを楽しめるこの企画は、デザインやアートに関心の深
い来場者も多いことが特長です。
カンディハウスでは期間中、東京ショップを会場に、倉本仁氏デザインの新作「EIGHT（エイト）」・「ONE（ワン）」
を発表いたします。またロウエッジズデザインによる「CRUST（クラスト）」もプレビューするなど、最新作を象徴的に
展示し、当社のものづくりとデザインを発信します。

■　日本最大級のデザイン＆アートの祭典DESIGNART TOKYO 2019 
前日17日には新作プレスプレビュー、18日にはデザイナーによるトークも。

東京ショップ外観（昨年の様子）



今年11回目を迎える『住まいと暮らしのリノベーション』をテーマにした国際見本市『LIVING & DESIGN』に初め
て出展します。住まいに加えホテル業界およびコントラクトマーケットにも対象を拡大する同見本市にて、喜多俊之
氏デザインの「NUPRI(ヌプリ)」を発表・販売を開始します。またコントラクト事業拡大に向けカンディハウスで人
気の椅子コレクションを含めた提案も行います。

同時開催：カンディハウス大阪ショップ 新作プレビュー
『LIVING & DESIGN』開催に合わせ、大阪ショップでも「NUPRI（ヌプリ）」を展示。また倉本仁氏による「EIGHT
（エイト）」・「ONE（ワン）」とロウエッジズによる「CRUST（クラスト）」を大阪ショップにてプレビュー。倉本氏
によるデザイナートークでは、新作のコンセプトや開発エピソードをお話いただきます。

■ LIVING & DESIGN 2019 概要
会期：2019 年10 月30 日（水）～11 月1 日（金）
　       10:00-18:00（最終日は17:00まで）
会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
出展小間数 約200 小間（国内海外含む）
展示面積 約4,700 ㎡
目標来場者数 10,000 人
主催：LIVING & DESIGN 実行委員会
http://designart.jp/designarttokyo2019/

■ カンディハウスブース概要
ブース：24
ブース面積：27㎡
展示点数：20点
展示品：「NUPRI」 他ダイニングチェアーコレクション

■ カンディハウス 大阪ショップ　企画概要
会期：10 月30 日（水）～ 11月1 日（金）
　　　11:00～18:30　　水曜臨時営業
会場：カンディハウス大阪ショップ
　　（大阪市中央区久太郎町4-1-3　大阪御堂筋ビル1F)
展示品：「EIGHT」「ONE 」「NUPRI」「CRUST」 ■ 要事前予約     問い合わせ・申し込み先　　　

osaka@condehouse.co.jp　
06-6253-6678　　　担当：大阪ショップ　竹中

プレゼンテーション
「新作NUPRIデビュー＆コントラクト事業紹介」

日程：10月31日（木）　16：30- 16：55
会場：会場内プレゼンテーションスペース　
申し込み不要

デザイナートーク / 倉本 仁 
日程：10月30日（水）
           14：00 / 16：00 / 18：00 　
　　　計3回 　約30分

■　住空間の国際見本市『LIVING & DESIGN 2019』
NUPRI発売＆大阪ショップで新作をプレビュー。

PRESS RELEASE

前回会場の様子
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www.condehouse.co. jp

このリリースに関するお問い合わせ先／ (株)カンディハウス 企画本部   渡辺
Tel 0166-47-9967  Fax 0166-49-2225　E-mail info@condehouse.co.jp

今年も旭川家具工業協同組合の加盟社として、東京ビッグサイトで行われる国際家具見本市「IFFT/インテリアライ
フスタイルリビング2019」に出展。今秋発表の新作をIFFTを機に発売いたします。さらに、コントラクト市場に向け
て“オフィス”をテーマにこれからのオフィスの形を提案するIFFT特別企画「Office-Up」に参加し、カンディハウスな
らではの会議室を提案いたします。近年海外バイヤーの来場も増加し、新規国際事業も創出してきたIFFT。この秋
カンディハウスが力点を置いた新作展開とコントラクト事業の拡大の場とし、国内外へ発信します。

■ IFFT/インテリア ライフスタイル リビング 2019 概要
会期：2019 年11 月20 日（水）～22 日（金）3 日間
　　　10:00-18:00（最終日は17:00まで）
会場：東京ビッグサイト 南展示棟 (東京都江東区有明3-11-1)
総展示面積 約20,000 ㎡
昨年出展者数　15カ国・地域から424社（国内：342社　海外：82社）
昨年来場者数 17,574名（33カ国・地域）
主催：一般社団法人日本家具産業振興会
　　　メッセフランクフルト ジャパン株式会社
https://ifft-interiorlifestyle-living.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

■ カンディハウスブース概要
ブース：旭川家具ブース　南3ホール
ブース面積：63㎡
展示点数：32点
展示品：「EIGHT」「ONE 」「NUPRI」「CRUST」
　　　　  他ダイニングチェアーコレクション

■特別企画「Office-Up」
ブース：特別企画エリア　南2ホール
ブース面積：27㎡
展示品：一本技 無垢の大会議テーブル 他

■　国内最大級の国際家具見本市『IFFT/インテリアライフスタイルリビング2019』
新作4シリーズを発表＆IFFT特別企画「 Office-Up 」で会議室を提案。

前回会場の様子

今年の旭川家具ブースCG




