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パンデミック後の生活、仕事、空間共有の方法を考案  
すること－それが現在、世界中のデザイナーたちが考えて
いることです。パンデミック後、仕事と家庭、プライベート
とパブリック、機能と華美などの境界があいまいになり
ました。在宅ワークをすることで私たちは空間を再考し、
自宅からオフィスへのシームレスな移行を模索するよう
になりました。私たちにとって重要なのは何かということ
と、物の見方とそれとの関係性を考えさせました。私    
たちは機能だけではなく、機能よりもより重要な感性と
親密さの意味を追求しています。私たちが大切にして  
いる、最高品質の美しくユニークなアイテムがその鍵と
なります。私たちは喜びを求めています。現在のこの    
トレンドをどのように評価するかによって、今後の家具の
トレンドが左右されます。そしてそれはスペインのブランド
が先導しているのです。

パンデミック後のデザイン：
品質、シンプルさ、

独自性に対する感度の向上

by IROCO Design
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Design for a post-pandemic era: 
a heightened sensitivity to 

quality, simplicity, uniqueness

Designers globally have turned their attention to devising 
ways of living, working and sharing spaces post-pandemic 
where boundaries interconnect between work and home, 
private and public, functional and ornate. 

Working from home has allowed us to re-evaluate our 
spaces, as we look for a seamless transition from home to 
office. It has made us reconsider what is important to us 
and how we view objects and our relation to them. 

Asking what is relevant, we are seeking sensitivity and inti-
macy that holds value way beyond the functional. Beauti-
ful and unique items of the highest quality that we can 
cherish are key. We are seeking joy. How we evaluate these 
trends today will dictate the furniture trends of tomorrow. 

The Spanish brands are leading the way. 

by IROCO Design
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Offering an extensive variety of panels of various designs and 
finishes – high gloss, matt, textured – Alvic is a leader in its field. 
Whether supplied as boards or finished pieces, Alvic is present 
in design projects in over 100 countries - from interiors to con-
tract, hotels to kitchens, bathrooms to offices. With manufac-
turing plants in Spain – Andalucia and Catalunya; and in the 
US; Alvic has been committed to innovation, design leadership 
and research and development since 1965. Key to the collection 
are Luxe, Zenit and Syncron, three of Alvic’s products sourced 
from managed forests and recycled materials, all ready to 
safely transform any space in a post-covid era. 

www.grupoalvic.com

Alvic (アルビック) 社のパネル製品は、光沢、マット、テクスチャ
等、多種多様なデザインと仕上げで製作されており、Alvicは  
この分野のトップ企業です。製品は内装用ボードとしても家具
など完成品としても提供可能です。当社はインテリアや         
コントラクト、ホテル、キッチン、バスルームからオフィスまで、
100か国以上の設計プロジェクトに参加しています。スペイン
国内ではアンダルシアとカタルーニャ、外国では米国に製造工
場を持っています。Alvicは1965年の創立以来、イノベーション、
デザインリーダーシップ、そして研究開発に積極的に取り組ん
できました。Alvicの主要製品は、適切に管理された森林木材
とリサイクル材料から製造される3つのコレクション、Luxe、
Zenit、Syncronです。これらはすべて、パンデミック後の時代の
あらゆる空間を安全に作り上げることができる製品です。
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FINSA is the pioneer in the manufacture of particleboard and 
MDF in Spain. Beginning as an industrial activity in 1931, at a 
sawmill in Portanxil (Ames), by 1946 it had grown into FINAN-
CIERA MADERERA S.A. thanks to the vision of Manuel García 
Cambón. 
By incorporating the versatility and strength of wood, together 
with its warmth and comfort, FINSA incorporates the wonders 
of the natural world into our home environments. FINSA has 
never lost sight of its origins, keeping in mind the sustainability of 
the business, and of the raw materials.  This attitude has 
earned FINSA the respect of major market players and of the 
communities where it develops its work.

www.finsa.com

FINSA(フィンサ)社はスペインでパーティクルボードとMDFを  
製造するパイオニア的企業です。1931年にAmes市Portanxil町
にある製材所で生産を開始し、中興の祖Manuel García Cam- 
bón のビジョンのおかげで1946年にはFINANCIERA MADERERA, 
S.A. 株式会社に成長しました。
FINSAは木材の多様性と強度、そしてその温かさと快適さを   
重視することにより、自然界の驚異を私たちの家庭環境に取り
入れています。FINSAは事業と原材料の持続可能性を常に念頭
に置き、企業としての原点を見失ったことはありません。この
姿勢はFINSAが主要な市場プレーヤーとして活動することを  
可能にし、この分野のコミュニティ内でも尊敬される企業と  
なっています。
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www.lladro.com

60年以上の間、Lladró (リヤドロ) は比類のないポーセリンアート
作品を展開してきました。すべての作品は世界で唯一の工場が
あるスペインのバレンシアで作られています。リヤドロの作品
は彫刻家や職人たちの完全な手仕事によって、古くからの技術
と緻密なオリジナル色のパレットを組み合わせたプロセスで
繊細に作られており、ポーセリンアートの世界的なブランド   
リーダーです。スペインが誇るLladróはまた、世界中の有名な
現代アーティストやデザイナーともコラボレートしており、   
ポーセリンアートの創造的可能性を広く探求しています。
すべてのご家庭の必需品ともいえるでしょう。

For more than 60 years, Lladró has deployed its unparalleled 
know-how in the field of porcelain in its only factory in the world 
– Valencia, Spain. With every piece delicately made by sculp-
tors and artisans in an entirely handcrafted process that com-
bines age-old techniques with its own unmistakable palette of 
colors, Lladró is a global brand leader in porcelain. A Spanish 
household name, Lladró explores the vast creative potential of 
porcelain in collaborative projects around the world, with re-
nowned contemporary artists and designers. A must for every 
home. 
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Co-founded in 1994 by Mariví Calvo and Sandro Tothill, LZF has 
crafted an extensive collection of innovative wood veneer 
lamps. A creative hub from the outset, LZF embraces art, 
design, craftsmanship, innovation, technology, and sustainabili-
ty. While wood veneer is the staple of LZF’s craft, it now works 
with novel materials, including hand-blown borosilicate glass. 
Never losing touch of its creative history and roots, LZF’s lamps 
are proudly handmade in Valencia, Spain. To date, LZF has re-
ceived more than 35 national and international awards. Today, 
it remains devoted to the exciting possibilities of wood touched 
by light – the comfort and elegance we need in a post pandem-
ic world.

www.lzf-lamps.com

LZF (ルシファー) 社は1994年にMariví CalvoとSandro Tothillに 
よって共同設立された企業で、革新的なウッドベニヤ製照明
器具の多くのコレクションを発表してきました。LZFは当初から
創造性のハブ基地となっており、アート、デザイン、職人技、 
イノベーション、テクノロジー、持続可能性などを製品に取り 
入れています。ウッドベニヤはLZFの職人技の定番材料ですが、
現在ではそれに手吹きのホウケイ酸ガラスなどの新しい素材
も組み合わせています。LZFの照明器具は、その創造的な歴史
やルーツへの記憶と誇りを失うことなく、スペインのバレンシア
で今も手作りされています。現在までにLZFは35個以上の国内
および国際的な賞を受賞しています。今もなおLZFは、木と光
の融合により得られるエキサイティングな可能性、つまり      
パンデミック後の世界で必要とされる快適さとエレガンスを 
追求し続けています。
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Marset prides itself in taking care of light and all its nuances - to 
improve the quality of life. Design is what sets Marset apart –
design is where Marset’s values lie: quality, technological rigor, 
innovation, sustainability, durability and authenticity. With 
showrooms in Barcelona, Milan, New York and Cologne, Marset 
is a household name providing decorative lighting solutions for 
contract, hospitality, residential and outdoor projects around 
the world. With a new collection of products that transform our 
outdoors into cozy atmospheres resembling warm interiors, 
Marset has introduced light paths, architectural projects, fa-
cades, and lit areas in gardens, trees and nature itself. A Span-
ish brand transforming the world of lighting.

www.marset.com

照明器具ブランドMarset(マルセット)は、生活の質を向上させる
ために、光とそのすべてのニュアンスを大切にしています。
Marsetはその高いデザイン性で知られています。デザインとは
価値観であり品質、精密、革新、持続可能性、耐久性、信頼性
でもあります。Marsetはバルセロナ、ミラン、ニューヨーク、  
ケルンにショールームを構え、世界中のコントラクト市場、   
ホスピタリティ、住宅、屋外プロジェクトにデコラティブな照明
ソリューションを提供しています。Marsetの新コレクションは
屋外のスペースを屋内に近い暖かく居心地の良い雰囲気に  
変えるもので、導線灯、建築物のファサード照明、ガーデン灯、
樹木や大自然のエリアライティング用照明器具等を発表       
しました。照明の世界を一変させるスペインのブランドです。
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Ondarreta is a family business founded in 1977: producing 
tables, chairs and stools from Ondarreta beach in San Sebas-
tian -  a beach that keeps the secrets of those who summer in 
its waters and the roots of a carpentry workshop that was the 
beginning of a family history dedicated to the design and man-
ufacture of furniture. Ondarreta strives to bring people closer 
together, to establish links and strengthen relationships, 
prompting moments of connection, creating new spaces and 
enriching old ones. Bringing charm and comfort to meetings, 
gatherings and conversations, being the support for those who 
write books, design posters, send emails, compose letters, enjoy 
meals, play harps and behold art. Feeling at home in a 
post-pandemic world. 

www.ondarreta.com

Ondarreta (オンダレタ) 社は1977年に設立された家族経営の
企業です。当社はスペイン北部サンセバスチャン市のオンダレタ
・ビーチ近くにあり、テーブル、チェア、スツールを製造してい
ます。このビーチはここを訪れる避暑客の憩いの場であり、彼
らに愛された木工家具がこのファミリー企業の始まりでした。
以来当社は家具のデザインと製造に従事してきました。当社
は、人々の絆をつくり、人間関係を深め強化し、出会いの場を
提供し、新しい空間を創造し、古い空間を豊かにするよう     
努めています。会議、集会、会話が行われる空間に魅力と快適
さをもたらします。本の執筆やポスターのデザイン、メールの
送信や手紙書き、飲食や歓談、ハープの演奏や美術鑑賞など、
人々のあらゆる行動をサポートし、パンデミック後の世界に  
くつろぎをもたらします。
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Sancal is a passionate, open, joyful yet humble Spanish brand, 
capturing this essence in every design. Innovating the world of 
modular upholstery and furniture since 1970s, Sancal works 
with a global roster of hand-picked designers. Designing and 
developing well-balanced products with a strong identity and 
enhanced comfort, Sancal puts sustainability at the centre of 
the company’s ethos. Beyond the conventional and the limits 
imposed by the search for perfection, it is a timeless design, 
daring and eclectic. Innovation, simplicity and sustainability are 
the core pillars of Sancal’s vision – together with love and 
humour – always having fun and ensuring every product is an 
act of love. 

www.sancal.com
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Sancal (サンカル) は情熱的で、オープンで、楽しく、そして謙虚
なスペインの家具ブランドで、すべてのデザインにこのエッセンス
を取り入れています。Sancalは1970年代からモジュラー家具と
一般家具の世界に革新性をもたらし、世界的に著名な          
デザイナーたちとコラボレートしています。
Sancalは強いアイデンティティと高い快適性を備えたバランス
の良い家具をデザインして製造し、持続可能性を会社の精神
の中枢と考えています。完璧さを限界まで追求した、と         
思われていましたがついにその一線をも超え、時代を超越    
する大胆で折衷的なデザインを生み出しました。革新性、    
シンプル、持続可能性は、Sancalのビジョンの中心的な柱です。
すべての製品に楽しさと愛があふれています。
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EMBASSY OF SPAIN
Tokyo 1-3-29 Roppongi Minato-ku, 106-0032
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