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新⼊社員の真剣勝負 約 100 ⽇間の実践型教育の集⼤成
たす

ひく

丹⻘社「⼈づくりプロジェクト展 2017 ＋と−」を開催
オープニングイベント、ギャラリートークに加え
会場づくりに携わったアーティストによるトーク＆ミニライブも
商業・⽂化施設などの空間づくりをおこなう株式会社丹⻘社（本社：東京都港区／代表取締役社
⻑：⾼橋貴志）は、
「⼈づくりプロジェクト展 2017 ＋（たす）と―（ひく）」を、2017 年 9 ⽉ 28 ⽇（⽊）
よりアクシスギャラリー（東京・六本⽊）で開催します。
今年で 7 回⽬となる本展では、当社社員教育の⼀環として、新⼊社員が第⼀線で活躍するデザイ
ナーや⼀流の職⼈とともに約 100 ⽇間でつくりあげたプロダクトを通し、当社が「⼈づくり」に取
り組む姿勢とこだわりをお伝えします。
9⽉29⽇（⾦）にはオープニングのトークイベント、9 ⽉ 30⽇（⼟）、10⽉1⽇（⽇）にはプロジ
ェクトにともに取り組んだデザイナーと新⼊社員によるギャラリートーク、
さらに本年は 2 ⽇
（⽉）
、
3 ⽇（⽕）に会場づくりに携わったアーティストを招いたトーク＆ミニライブをおこないます。

制作したプロダクト
[ apo ] デザイナー：藤森泰司（藤森泰司アトリエ）

[マルキサン] デザイナー：上垣内泰輔・宮本厚樹（丹⻘社）
撮影：尾鷲陽介

■「⼈づくりプロジェクト」とは
丹⻘社⼊社直後の基礎研修を終えてから配属までの約 100 ⽇間、新⼊社員全員が数名の班に分か
れ、プロダクトの完成を⽬指します。第⼀線で活躍するデザイナーや⼀流の職⼈との真剣勝負を通し
て、新⼊社員は「仕事を進めるうえで⼤切なこと」を経験します。新しい何かを⽣み出す仕事では、
多様な⼈材の考え⽅、能⼒を活かしあい、うまく結び付けて課題解決や価値創造を果たすことが重
要です。このプロジェクトの⽬的は、ものづくりそれ⾃体ではありません。
「⼈と⼈の関係を築き、
お互いのもてる能⼒を最⼤限に引き出す」という、仕事に取り組む上でもっとも⼤事な「作法」を学
びます。
本プロジェクトは「KAIKA Awards2016」
（主催：⼀般社団法⼈⽇本能率協会）において、
「⾃ら育
ち、共に育ち続ける組織・場づくりの実践」として、KAIKA 賞を受賞しました。
企画広報室 担当：⼭岡、栗尾

リリースに関するお問い合わせ先 ：

Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
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たす

ひく

■「⼈づくりプロジェクト展 2017 ＋と−」開催概要
開催⽇時

2017 年 9 ⽉ 28 ⽇（⽊）〜10 ⽉ 3 ⽇（⽕）
11:00〜20:00 ※最終⽇のみ 17:30 まで

会場

アクシスギャラリー（東京都港区六本⽊ 5-17-1 アクシスビル 4F）

⼊場料

無料

主催

株式会社 丹⻘社

参加デザイナー

芦沢啓治（芦沢啓治建築設計事務所）、伊東 裕・劔持良美（SOL style）、
（順不同、敬称略） ⾓⽥陽太（YOTA KAKUDA DESIGN）、⼩林幹也（⼩林幹也スタジオ）、
鈴野浩⼀（トラフ建築設計事務所）、寺⽥尚樹（インターオフィス）、
⻑岡 勉（POINT）、鳴川 肇（慶應義塾⼤学 鳴川肇研究室）、
橋本 潤（フーニオデザイン）、林 裕輔・安⻄葉⼦（DRILL DESIGN）、
藤森泰司（藤森泰司アトリエ）、湯澤幸⼦（ASSOCCA STYLE）、
上垣内泰輔・宮本厚樹（丹⻘社）
協⼒

アクシスギャラリー
朝⽇信⽤⾦庫、桐⽣信⽤⾦庫、⻄武信⽤⾦庫
TAMA 協会（⾸都圏産業活性化協会）、東濃信⽤⾦庫、東和銀⾏

■ オープニングイベント 概要
1 部では鍛冶屋の岡本友紀⽒を迎え、プロジェクトに関わったデザイナーと今回のテーマである「＋
(たす)と−(ひく) 」を掘り下げて語ります。２部では、プロダクト制作参加デザイナーの 4 名が今
回制作のプロダクトについて語ります。
9 ⽉ 29 ⽇（⾦）19:00〜19:50 トークイベント：1 部 テーマ「＋（たす）と−（ひく）」
登壇者：岡本友紀⽒（la forgeron 代表）、湯澤幸⼦⽒、
上垣内泰輔・宮本厚樹（丹⻘社）
19:50〜20:30 トークイベント：2 部 テーマ「制作プロダクト」
登壇者：寺⽥尚樹⽒、⻑岡 勉⽒、藤森泰司⽒、湯澤幸⼦⽒
20:30〜21:15 フリータイムトーク
HOME.フルタヨウコさんアレンジの軽⾷をご⽤意します。

■ トーク＆ミニライブ 概要
⾳楽と映像の構成の⾯⽩さや奥深さを語るトークと、「⼈づくりプロジェクト展 2017」のために制
作した会場 BGM、会場で上映されている映像の楽曲等をお楽しみいただけます。（無料、申込不要）
10 ⽉ 2 ⽇（⽉）18:00〜18:45

トーク：MAKI ⽒（MAKI code “M”）、奈須⼀葉⽒
ライブ：MAKI ⽒（MAKI code “M”）

10 ⽉ 3 ⽇（⽕）13:00〜13:45

トーク：進藤陽悟⽒、奈須⼀葉⽒
ライブ：進藤陽悟⽒

企画広報室 担当：⼭岡、栗尾

リリースに関するお問い合わせ先 ：

Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
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■ ギャラリートーク
デザイナーと新⼊社員のチームで制作した各プロダクトについて、デザイナーが解説し、
ご来場いただいた皆さまからの質問等にも直接お答えします。
⽇時
9 ⽉ 30 ⽇（⼟）13:00〜13:30

参加デザイナー
上垣内泰輔・宮本厚樹（丹⻘社）

13:30〜14:00

寺⽥尚樹（インターオフィス）

14:00〜14:30

鳴川 肇（慶応義塾⼤学 鳴川肇研究室）

14:30〜15:00

橋本 潤（フーニオデザイン）

16:30〜17:00

湯澤幸⼦（ASSOCCA STYLE）

17:00〜17:30

林 裕輔・安⻄葉⼦（DRILL DESIGN）

17:30〜18:00

⾓⽥陽太（YOTA KAKUDA DESIGN）

10 ⽉ 1 ⽇（⽇）13:00〜13:30

芦沢啓治（芦沢啓治建築設計事務所）＊

13:30〜14:00

鈴野浩⼀（トラフ建築設計事務所）＊

14:00〜14:30

藤森泰司（藤森泰司アトリエ）

16:30〜17:00

⼩林幹也（⼩林幹也スタジオ）

17:00〜17:30

伊東 裕・劔持良美（SOL style）

17:30〜18:00

⻑岡 勉（POINT）

＊印はデザイナーの都合により、当社メンバーのみのトークとなります。
※都合により予告なく、出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■ 丹⻘社について
「こころを動かす空間創造のプロフェッショナル」として、店舗などの商業空間、博物館などの
⽂化空間、展⽰会などのイベント空間等、⼈が⾏き交うあらゆる空間づくりの課題解決をおこな
っている企業です。調査・企画から、デザイン・設計、制作・施⼯、運営まで、空間づくりのあ
らゆるプロセスをサポートしています。
社名 ：
所在地：
設⽴ ：
資本⾦：
上場 ：
URL ：

株式会社丹⻘社
東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 19F 〒108-8220（本社）
1959 年 12 ⽉ 25 ⽇
40 億 2,675 万 657 円（2017 年 1 ⽉ 31 ⽇現在）
東京証券取引所市場第⼀部 （証券コード：9743）
http://www.tanseisha.co.jp

企画広報室 担当：⼭岡、栗尾

リリースに関するお問い合わせ先 ：

Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
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参考資料

＜登壇者＞
■ 9 ⽉ 29 ⽇（⾦）オープニングトークイベント 1 部
岡本友紀（la forgeron 代表）：証券会社の営業担当から⼀転、鍛冶の世界へ。広島のアト
リエを拠点にオーダーメイドで照明などのインテリアから⼤型のオブジェまで様々な作品
を⼿掛け、国内外で活動中。
湯澤幸⼦（ASSOCCA STYLE）：ミュージアム、複合商業施設、ホテルなど幅広い分野で
デザイン企画・設計等を⾏う。⾃然を愛し、⾝体を整える「HOLISTIC」という概念と、
「デザインは幸せ感を創出する」がモットー。：
上垣内泰輔（丹⻘社）：飲⾷店からアパレルまで専⾨店の店づくりを数多く⼿がける。分析
と考察をもとに、ブランドの神髄を抽出する。対話の積み重ねを⼤切に、事業をサポート
している。
宮本厚樹（丹⻘社）：ショッピングセンター、百貨店等、⼤型商業施設のデザインを⼿掛け
る⼀⽅、培った創作⼒、技術⼒を活かし、折り紙を⽤いたアートオブジェのデザイン・製
作も⾏う。

■ 9 ⽉ 29 ⽇（⾦）オープニングトークイベント 2 部 [ ]内は制作したプロダクト名
⻑岡 勉 （POINT）[ビッグ・ウリホウズキ]：建築・インテリアの設計業務の他に、クリ
エイターのためのシェアオフィス＜co-lab＞の設⽴に参加する等の活動を⾏う。
藤森泰司（藤森泰司アトリエ）[apo]：家具デザインを中⼼に捉え、建築家とのコラボレー
ション、プロダクト・空間デザインを⼿がける。スケールや領域を超えた家具デザインの
新しい在り⽅を⽬指して活動する。
寺⽥尚樹（インターオフィス）[CUCU DOZEN]：建築、インテリア、家具、プロダクト、
サインなど、空間に関わる設計／デザインを⼿がける。プロダクトブランド「テラダモケ
イ」「15.0%」を展開する。
湯澤幸⼦（ASSOCCA STYLE）[Ray]

■ 10 ⽉ 2 ⽇（⽉）、3 ⽇（⽕）トーク＆ライブ
MAKI（MAKI code “M”）：作編曲家＆ピアニスト。FIFA 等国際組織のイベントプロデュ
ース、幅広い楽曲提供のほか、ピアニストとしてもジャンルを問わず活動する。
進藤陽悟：21 歳からジャズピアニストとして活動を始め、アルバムをリリース。他ミュー
ジシャンのアルバムプロデュースのほか、ソロピアノやファンクビッグバンド等で全国的
に活動中。
奈須⼀葉：映像作家、フォトグラファー。⾃由な感覚、発想を⽣かし、企業、ファッションブ
ランド、ミュージシャン、アーティストに PV、MV を国内外問わず提供する。

リリースに関するお問い合わせ先 ：

企画広報室 担当：⼭岡、栗尾
Tel：03-6455-8115 Mail：pr-staff@tanseisha.co.jp
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ࠉ ᖺࡽࠊࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠕ6+ (/) 㸦ࢩ࢙ࣝࣇࠊᲴ㸧ไస◊ಟࠖⓎᒎࡋࡲࡍࠋ
ᢏ⾡⫋ࡴࡅࡢᢏ⬟ᩍ⫱ࡢᯟࢆ㉸࠼ࠊ㓄ᒓᚋࡢ⫋✀ࢃࡽࡎ᪂ධ♫ဨࡀᑐ㇟࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ♫እࡢⴭྡࢹࢨࢼ࣮ࡀཧຍࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ᪂ධ♫ဨࡶ୍⥴ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᅛࡵ
࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀࡲࡋࡓࠋࢩࣥࣉࣝࡔࡽࡇࡑᗈࡀࡾࡀ࠶ࡾࠊᡂᗘࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࢸ࣮࣐ࡢࡶ࡛ࠊྛࢳ࣮࣒࡛ࡑࢀࡒࢀఱࢆᐇ⌧ࡍࡿࠊఱࡶࡗࡶࡇࡔࢃࡿࡁࠊ
࡞ࢆඹ᭷࣭㔊ᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ㔜どࠋ᪂ධ♫ဨࡀⱞ㜚ࡋ࡞ࡀࡽࡢᮏ㉁㏻ࡌࡿ㒊ศ
ࢆᏛࡧࡿࠊࣜࣝ࡞ᐇᡓయ㦂ࡢሙ㐍ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ

ᙳ㸸ᑿ㮖㝧

ࠉ ᖺᗘࡢ◊ಟࡽࡣࠊࠕᲴࠖ࠸࠺㝈ᐃࡍࡽྲྀࡾᡶ࠸ࠊࡼࡾ⮬⏤࡞Ⓨ࡛ࣉࣟࢲࢡࢺࢆ
⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣉࣟࢲࢡࢺไసࠖࡋࡓࡇ࡛ࠊ᪂ධ♫ဨࢆྵࡴࢳ࣮࣒ࡢᛮ⪃ࡀ୍ẁ㝵ᗈࡀࡿࡶࠊ
ࡼࡾ≀ࢆ᥀ࡾୗࡆ࡚⌮ゎࡋࠊᙧࡋ࡚⪅ఏ࠼ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ◊ಟࡢ㧗ᗘࡀᅗࡽࢀࡲࡍࠋ
᪂ධ♫ဨࡣ⮬ศࡢᒃሙᡤࢆࡘࡃࡿࡔࡅ࡞ࡃࠊࣉࣟࢲࢡࢺఱࢆ࠼ࠊᡂᯝ⤖ࡧࡘࡅࡓ㸽࠸࠺ࡉࡽ㧗ᗘ
ࡋࡓㄢ㢟ᣮᡓࠋඛධほ⦡ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡃᛮ⪃ࡋࠊᡂᯝ≀࡛࠶ࡿࣉࣟࢲࢡࢺࡸඛ㍮࡛࠶ࡿࢹࢨࢼ࣮ࠊ༠ຊ
♫ࡢேࠎ᪂ධ♫ဨࡣࠊ⮬ศࡢཧຍࡋࡓドࢆ࢜ࢡࣝᚲせࡀ࠶ࡾࠊ⣲┤࡞ᮏ᮶ࡢ⮬ศࡽⓎゝࡋࡓࡇࡼࡾᚓ
ࡽࢀࡿ࠶ࡓࡽࡋ࠸ࢣࢩ࢟ࢆษࡋࠊᡂᯝ⤖ࡧࡘࡅࡲࡍࠋ

ਫ਼Ίͫ͠ΗΖ
ϕϫͳ͢ͱௗ͢କ͜Ζਕࡒ



ˁʙỉ˺ඥểʴᏦ࢟ỉؕᄽửɨảỦ
ࠉ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺไసࠖࡢ┠ⓗࡣࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡑࢀ⮬య࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋከࡃࡢேࡢࠕ༠ᴗࠖ࡞ࡋ㟷♫ࡢ
ࡀᡂࡾ❧ࡓࡎࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾࡢᇶ┙ࡋ࡚ேࡢ⧅ࡀࡾࡀษ࡛࠶ࡿࡇࢆࡋࡗࡾయឤࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ♫ࡸ⤌
⧊ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓከࡃࡢேࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྲྀࡾ⤌ࡳࠊከᙬ࡞▱ᜨࢆ⤖ࡧ࠶ࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺ࠊ㟷♫ࡢࡢᮏ㉁ࢆᐇయ㦂ࡋࡲࡍࠋࣉࣟࢲࢡࢺไసࡣࠊ
ࠕேேࡢ㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊ࠾࠸ࡢࡶ࡚ࡿ⬟ຊࢆ
᭱㝈ᘬࡁฟࡍࠖ࠸࠺ࠊᙼࡽࡢ࡛ࡇࢀࡽࡶࡗࡶ࡞ࡿࠕసἲࠖࢆᏛࡪࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࠋ

ˁʙ↝Ⅴ᠆Ⅵ⇁ᙸ↙↾ڂⅳ
ࠉ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺไసࠖࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡪ㔜Ⅼࡢࡦࡘࡀࠊࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ྍḞ࡞ࠕ㍈ࠖࡢษࡉࠊࡑࢀࢆ
ࡢࡼ࠺ぢฟࡍ࡛ࡍࠋᐇ㝿ไసࡀ㐍ࡴ࡞ࠊ᪂ධ♫ဨࡣࢥࢫࢺࡸ⣡ᮇࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟࠸ࡗࡓㄢ
㢟࠸ࡃࡘࡶ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓࣁ࣮ࢻࣝࢆ㉸࠼ࡿࡇࡀࡢ✲ᴟࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࢀࡽࢆࢡࣜࡋ࡚࡞࠾ࠊồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ᰾ᚰࡣఱࠊ࠸ࡲྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡛ࡣఱࢆ┠ᣦࡋࠊ
ఱࢆᐇ⌧ࡉࡏࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠋ࠸ࢃࡤࡢࠕࢥࣥࢭࣉࢺࠖࡘ࠸࡚῝ࡃ᥈ồࡍࡿࡇࢆᙼࡽࡣồࡵࡲࡍࠋ
ᚓࡽࢀࡓ⟅࠼ࡣࡑࡢࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࡢᣦ㔪࡞ࡾࠊ㏞ࡗࡓࡁࡢุ᩿ᇶ‽࡞ࡾࡲࡍࠋ᰾ᚰࢆࡽ࠼ࡿࡇ
ࡀࡢᡂᯝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠊࡑࡢ᭱ึࡢ⤒㦂ࢆࡉࡏࡿࡢࡀࠕࣉࣟࢲࢡࢺไస࡛ࠖࡍࠋ

ჷऔ⇁ᨼ↰↕⇑⇥⇧↚ↈ↺⇧⇑∏
ࠉࡇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᏛࡪࡶ࠺ࡦࡘࡢ㔜Ⅼࡣࠊ⪅ࡢࢃࡾࡢ࡞࡛┠ⓗࢆᯝࡓࡍࡇࠊࡑࡇ࡛ࡢ⮬ࡽࡢ
ᙺ࡛ࡍࠋࣉࣟࢲࢡࢺไసࡣ♫እࡢࢹࢨࢼ࣮ࡸ⫋ேࡀཧຍࡋࡲࡍࡀࠊ᪂ධ♫ဨᮇᚅࡉࢀࡿᙺࡣ༢࡞ࡿ
ࠕ㐃⤡ಀ࡛ࠖࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᙼࡽࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡢࠕࢥࣥࢭࣉࢺࠖࢆඹ᭷ࡋࠊࡦࡘࡢ┠ⓗࡴࡅ࡚ဨ
ࡢ⬟ຊࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࡿࠕࢹࣞࢡࢩࣙࣥࠖࡢാࡁࢆồࡵࡲࡍࠋ❧ሙࡸ⪃࠼᪉ࡀ㐪࠺㛵ಀ⪅ࡢពぢࢆࡲ
ࡵࠊ࠸ࡢ⁁ࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࣜࣝ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࡢᇶᮏࢆయ㦂ࡍࡿᶵ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉேேࢆ⤖ࢇ࡛㧗࠸ᡂᯝࢆṧࡍࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺෆ࡛࣓ࣥࣂ࣮ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊ
ࠕᚲせࡉࢀࡿேࠖ
࡞ࡽࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋேࡢࢃࡾࡢ࡞࡛ࡢᙳ㡪ຊࠊᏑᅾ౯್ࢆࡶࡗ࡚ࢆࡍࡿ࠸࠺ጼໃࡀࠊᚋࡢ
ᙼࡽࡢྍḞ࡞ࡿከᙬ࡞ே⬦࡙ࡃࡾࡢᇶ♏࡞ࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

ỊẳỜềỉௐỆỊẆᧈỉẺỜỉἤὅἚầẝỦ
ࠉ
ࠕࣉࣟࢲࢡࢺไసࠖࡣࠊࡇࢀࡽാࡃ࠺࠼࡛⏕ᾭࡢᇶᮏ࡛࠶ࡾㄢ㢟࡞ࡿࠊேࡢ᥋ࡋ᪉ࠊࡦ࠸࡚ࡣ⮬ࡽࡢᡂ㛗
ࡢᚲせᛶࢆᏛࡪࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࠋ୍ேࡦࡾࡀࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ♫ဨࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡶ࠸࠼ࡲࡍࠋ௦ࡶ࠾ᐈࡉࡲࡸ♫ࡢࢽ࣮ࢬࡢኚᑐᛂࡋࠊࡼࡾࡼ࠸✵㛫ࢆࡘࡃࡾ⥆ࡅࡿࡓࡵ
ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡘࡡ⮬ࡽࢆᡂ㛗ࡉࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࢀࡣࠊ㟷♫ࡋ࡚┠ᣦࡍࠕ࠾ᐈࡉࡲࡸ♫ඹᡂ
㛗ࡋ⥆ࡅࡿᴗ࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵᚲせ࡞ࠕே࡙ࡃࡾࠖࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

ʴ↔ⅾ↹⇽∓⇞⇍⇕⇮ޒ
㟷♫࡛ࡣࠊ ᖺࡽẖᖺࠊභᮏᮌࢡࢩࢫࢠ࣮ࣕࣛࣜ࠾
࠸࡚ࠕே࡙ࡃࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᒎࠖࢆ㛤ദࠋࣉࣟࢲࢡࢺไస࡛⏕ࡲ
ࢀࡓ ࠕࣉࣟࢲࢡࢺࠖࡢᒎ♧ࢆ㏻ࡋࠊே࡙ࡃࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྲྀࡾ
ᙳ㸸ኴ⏣ᣅᐇ

⤌ࡴጼໃᛮ࠸ࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺ  ᭶

LIGHTING
FLOOR LAMP

