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Spain, country of Passion and Sun.
The contrast of colors between the white walls and the reddish-brown roof seen in 
Andalusia is the contrast between the light and shadow produced by the strong 
sunlight on the Mediterranean coast. Similarly, here in Japan, soft shadows 
created by diffused light that has passed through Japanese paper (washi) and 
cloth (nuno) have been preferred for a long time and have been cherished as a 
daily light environment.
In this exhibition space, under the theme of “light and shadow” -sol y sombra- 
common to Spain and Japan, you can see the shadow (shape of light) of Spanish 
furniture in the space where sunlight shines softly and stands in the traditional 
Japanese style. You can also explore the common points of aesthetics from the 
shadows created by the light that fills the space.

concept
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情熱と太陽の国、スペイン。

アンダルシア地方に見られる白壁と赤茶色の屋根の色彩のコントラストは、地中海沿岸の強い陽光が生

む光と影のコントラストであるとも言えます。一方、ここ日本では古くから、和紙や布などを透過する拡

散光がつくる柔らかな陰影が好まれ、そしてそれを日常の光環境として大切にしてきました。

本展示空間においては、スペインと日本に共通する「光と陰影」をテーマに、陽光が柔らかに降り注ぐ空間

で、日本の伝統的なしつらえに佇むスペインの家具の陰影（光の形）をご覧いただきます。空間に満ちる光

がつくる陰影から、美意識の共通点を探ります。

コンセプト
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Scale:1/150

光と和に佇むスペイン家具
Considering the light environment of the exhibition room, the entire room seems to be 
separated into three gradational areas, and high-design Spanish furniture is displayed 
in a traditional Japanese style that matches the intensity of each light of each area.

HIKARI no SHITSURAE

延段

⾏燈

屏⾵

枯⼭⽔ 障⼦

妙満寺（京都）龍安寺（京都）
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展示室の光環境の特性から、室全体をグラデーショナルな３つのエリアととらえ、それぞれの光の強さ
に合わせた日本の伝統的なしつらえの中に、デザイン性の高いスペイン家具を展示します。

展示空間デザイン

簾

⼈⼯光

⾃然光

陰影のグラデーション

市松

東福寺（京都）

縁側 ⼩上り
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manufacturer
家具メーカー
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MUCH MORE THAN FURNITURE...
The distinctive style of Gandia Blasco Group was marked by its personality 
and Mediterranean roots. More than furniture, they are fresh, elegant 
products that complement each other to produce settings for enjoying 
the outdoors/indoors in Mediterranean style. 

家具以上のものを…

Gandía Blascoグループ は独特のブランドスタイルを持っており、個性的で地中海にルーツを持つこ

とが大きな特長です。単純に家具であるというだけではなく、フレッシュでエレガントな製品を互いに

組み合わせることにより、地中海スタイルの屋外/屋内ライフを作り出し、楽しむことができるのです。
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Salonas club armchair

Farol Cuadrado

Sail Outdoor Pour

Gobi 3 plant pot

Cubos Lamp Aram High Stool

356 Chaiselongue Graden Layears rug
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  Viccarbe is a contemporary furniture manufacturer based in Beniparrell. 
The collection which fits into many different spaces, is the result of work in 
partnership with most prestigious international designers who have 
interpreted the Mediterranean lifestyle as a distinguishing value.

  Viccarbeはバレンシア近郊のBeniparrellという小さな町にある家具メーカーです。あらゆるス

ペースになじむデザインのコレクションは、世界中の著名なデザイナーたちとの長きにわたるコラ

ボレーションにより成立しており、彼らは地中海独特のライフスタイルを高く評価しています。
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BURIN side table

RYUTARO

QUADRA

COPA



  Aquaclean® technology is a revolutionary fabric treatment that allows 
you to clean stains using water only, which is certified with the OEKO - TEX® 
registered trademark, which guarantees the absence of harmful 
substances in fabrics and eco-friendly production.

  アクアクリーンテクノロジーは、わずかの水だけで汚れを落とすことができる革新的な布地加工技

術です。OEKO - TEX®の認証を取っており、生地内に有害物質は一切含まず、エコフレンドリーな生

産を行っています。
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Aquaclean Technology is an advanced fabric protector for upholstery of all 
kinds. It’ s a treatment that  covers every fibre with an invisible molecular 
layer that prevents dirt from penetrating the  fabric. 

HOW DOES AQUACLEAN WORK?

アクアクリーンテクノロジーはソファ生地を保護する高度な技術です。アクアクリーン加

工を施すと繊維が目に見えない分子皮膜で覆われ、汚れが布地に浸透するのを防ぎます。

アクアクリーンの仕組み



  Since 1960 Expormim has never stopped trusting the craftsmen who 
continue producing unique and exclusive rattan furniture. It is our decision 
and essence to combine tradition and innovation, to deliver beautifully 
hand-crafted products that fit in all contemporary spaces.

  1960年の創立以来、Expormimは伝統的なラタン工芸の職人たちによる、高級でユニークな家具を

つくり続けてきました。私たちは伝統とイノベーションを組み合わせ、あらゆるコンテンポラリーな

スペースにもフィットする、美しいハンドクラフト製品をお届けすることを目標としています。
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FONTAL
UPHOLSTERED

DINING ARMCHAIR

FONTAL
UPHOLSTERED

CHAIR

GRES BARSTOOL
REF T0088

KIRI ROUND
COFFEE TABLE

GRES LOW 
BARSTOOL

NAUTICA 
SWING CHAIR



  Actiu, a 2017 Spanish National Design Award company, has been 
working for 50 years creating furniture. Specialist in furniture fittings for 
contract environments, public areas and workspaces. Its founder, Vicent 
Berbegal, was recognised 2017's European Businessman of the Year.

  Actiu社は創業以来約50年間、家具の製造に取り組んでおり、2017年には「スペイン国家デザイン賞」

を受賞しました。当社の製品はコントラクト市場やパブリックエリア、ワークプレイス用の家具に特化

しています。創業者のビセント・ベルベガルは2017年欧州年間最優秀ビジネスマンに選出されました。
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NOOM 30
CHAIR

NOOM 10/20
ARMCHAIR

Tabula NOOM 40
STOOL
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  Founded in 1977 in San Sebastian, from the beginning SELLEX´s efforts 
were devoted to the promotion of Design Furniture for Equipments. There 
has been a close collaboration with prestigious designers, such as Lievore 
Altherr Molina or Mario Ruiz.

  1977年にサンセバスティアン市で創業以来、SELLEXは施設用のデザイン家具を製造しています。

有名デザイナーにデザインを依頼し、特にリエボレ・アルテール・モリナやマリオ・ルイスらのデザイ

ンにより、SELLEXの家具はコントラクト物件用の家具として国際的に有名になりました。
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SQUARE Modular
Seating

Don chair MIX TableHANDY Stool
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  iSiMAR designs and manufactures modern outdoor metal furniture 
inspired by the Mediterranean Sea. Our furniture is suitable for professional 
use inside/outside and we use galvanized steel and aluminium. Wire rod is 
in our genes and our company history.

  iSiMARは地中海にインスパイアされた、モダンな屋外用メタル家具をデザイン、製造しています。

製品は屋内・屋外ともに使用可能で、亜鉛メッキ鋼とアルミニウムを使用しています。もともとはワ

イヤーロッドを製造していた企業で、今でも当社のDNAとして製品の中に生きています。
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BOLONIA chair

ARENA table

PARADISO table

BOLONIA poltrona



  DUNE was born in 1993 with a clear mission: to be unique in creating 
original spaces. Design and innovation have made DUNE a reference in 
style, valued and recognized international ly.  The materials are 
transformed into amazing decorative solutions.

  1993年に創立したタイル企業Dune社のミッションは、「オリジナリティのあるスペースをつくる

ユニークな企業であること」です。デザインと革新性がDune強みで、スタイリッシュで価値のあるブ

ランドとして国際的に評価されており、多様な素材を驚くべき装飾品に変化させます。

22



ABSTRACT
Decor
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Antracite

ABSTRACT
Smoke

ABSTRACT
Taupe

ABSTRACT
Blue
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WHITE
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BLUE
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PETROL
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WHITE

TRANSVERSE 4
LUCE

TRANSVERSE 4
COPPER

ABSTRACT

MULTISHAPES / TRANSVERSEWOODEN



  Best i le br ings a sophist icated and decorative ceramic, with a 
high-quality concept in the manufacture of porcelain floor and ceramic 
wall tiles for all the projects. Bestile has been awarded the ALFA DE ORO 
award in 2008, 2015 & 2018.

  Bestileは洗練された高品質でデコラティブなタイルを製造するメーカーです。あらゆるプロジェ

クトに対応可能な磁器質フロアタイル、陶器質ウォールタイルをご提供しています。Bestileは

2008年、2015年、2018年に権威ある「ALFA DE OROタイル賞」を受賞しています。
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Esmeralda 

Aguamarina

Vainilla

Turquesa

Cobre 

ZURBARAN

TOSCANA TRIDI

MERAKI

Amarillo

Negro

Azul

Line
Aguamarina  Aguamarina Base

Aguamarina

Line Azul Base Azul



  Founded in 2006 and based on the needs and requests of the customers, 
Floover developed multilayer rigid flooring with designs based on 
high-end vinyl with the Unilin click system. Innovation and imagination 
have been the basis of the brand.

  2006年に設立されたFlooverは、顧客のニーズと要望に基づいて、全く新しいフローリング製品を

開発しました。表面は高品質ビニール素材を緻密に編み込んだもので、はめ込み式で施工できます。

イノベーションとイマジネーションが常にブランドの基盤となっています。
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FM1287 Concrete Caro FM1289 Greenstone

FM1291 Pompei  White

MINERAL

FM1117 Corpet Stone FM1271 Crockery FM1286 Stone Bite

FM1279 White Caro FM1270 Wine Box



  Taisei Corporation, a comprehensive construction company in Japan, 
has worked on numerous projects in Japan and overseas over its long 
history of over 140 years. Speaking of construction companies, they have 
a strong image of large-scale buildings and civil engineering such as 
dams and tunnels, but they also design human-scale furniture. 

  大成建設は日本の総合建設会社であり、国内外の様々なプロジェクトに取り組んでいます。

建設会社といえば、大規模な建築や土木のイメージが強いですが、ヒューマンスケールな家具の設計

にも取り組んでいます。

28



Puzzle StoolBeans Table

円卓会議形式での使用も可能な、レイアウトの自由度の
高いミーティングテーブルです。

A meeting table in the high flexibility of the layout, 
which can beused in a round table meeting form.

1タイプの形状を複数個組み合わせて使用することにより、室の形状
によらずに共通の空間イメージを創出できるスツールです。

A stool that can create a common spatial image regardless 
of the shape of the room, combining two or more stools the 
shape of which is one type.

まめテーブル  パズルスツール
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主催 : スペイン貿易投資庁ICEX／スペイン大使館経済商務部

展覧空間デザイン : 山﨑信宏＋阿部里歩／大成建設株式会社一級建築士事務所

展示メーカー : 

展 示 協 力 :  

GANDIA BLASCO [ 家具 ]　　http://www.gandiablasco.com/en/
VICCARBE [ 家具 ]　　https://www.viccarbe.com/
AQUACLEAN  [ 家具用張り地 ]　  https://www.aquaclean.com/en-jp
EXPORMIM  [ 家具 ]　　https://www.expormim.com/
ACTIU  [ 家具 ]　  https://www.actiu.com/en/
SELLEX  [ 家具 ]　　https://www.sellex.es/en/
ISIMAR  [ 家具 ]　 http://www.isimar.es/en/
DUNE  [ 建材 ]　   https://dune.es/en/
BESTILE  [ 建材 ]　　 https://www.bestile.es/en/
FLOOVER  [ 建材 ]　  https://floover.com/

European Regional Development Fund 　 A way to make Europe　

大日本印刷株式会社
株式会社フジヤ
株式会岩城
株式会社和晃プラスチック
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