
2015年クリスマスシーズンを先取り！？

日本で唯一！クリスマスの合同展示会「BATOMA CHRISTMAS」開催！
2015年5月29日(金)・30日(土）／  ラフォーレミュージアム原宿

アッシュ・ペー・フランス株式会社 場と間事業部 が主催する、日本で唯一のクリスマスに特化した合同展示会「場と間 vol.08  BATOMA 

CHRISTMAS（場と間クリスマス）」を、2015 年 5 月 29 日（金）・30 日（土）の 2 日間、ラフォーレ原宿 6 階 ラフォーレミュージアム原宿に

て開催します（27 日・28 日はビジネスのための招待制）。3度目となる今回は “あたたかいクリスマス” をテーマに、2015 年のクリスマスシー

ズンに向けた空間やギフトの提案を行います。場と間ならではのこだわりの空間には、オーナメントなどのデコレーションアイテム、ギフト

にうれしい雑貨やキャンドル、パーティーにぴったりなグローサリーなど、約 45 社の様々なアイテムが並び、クリスマスへの期待と想像が膨

らみます。昨年末には「BATOMA CHRISTMAS」から派生したクリスマスマーケット「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS MARKET with Perrier」

を表参道ヒルズで開催。連日多くの来場者で賑わい、場と間 が提案するノスタルジックでクリエイティブなクリスマスを楽しみました。2015

年のクリスマスシーズンを先取りする「BATOMA CHRISTMAS」にぜひご期待ください。

名称： 　場と間 vol.08  BATOMA CHRISTMAS（場と間クリスマス）

会期： 　2015 年 5月 29 日（金）・5月 30 日（土）　
 　※ 27 日（水）・28 日（木）はビジネスのための招待制

時間： 　11：00 ～ 19：00　※ 30 日（土）は 17 時まで

会場： 　ラフォーレミュージアム原宿（ラフォーレ原宿 6 階）

入場料： 　500 円（税込）　※ 招待状持参で入場無料

主催： 　アッシュ・ペー・フランス株式会社　場と間事業部

公式HP： 　http://www.batoma.com

テーマ：　“あたたかいクリスマス”

2015 年 3 月 17 日
アッシュ・ペー・フランス株式会社

昨年、「ノスタルジー」をテーマに表参道ヒルズのクリスマス装飾を行った際、あるお客様から「やっとクリスマスらしい所に辿り着いたね」

と一言。最近のクリスマスは、イルミネーションの数やプロジェクションマッピングなど、技術の競い合いとなっています。クリスマスでは

なく光の展覧会のように。いろいろ考えていると、家族でツリーを飾り付け、ケーキを囲んだクリスマスパーティーや、クリスマスソングが

流れる商店街が恋しくなってきました。今回、場と間が提案するクリスマスは、「あたたかいクリスマス」。大切な人に贈るギフト商材や、ク

リスマス装飾のヒントを用意して皆様のご来場をお待ちしております。（場と間ディレクター 馬場 雅人）

PRESS RELEASE

開催概要

※ 「場と間 vol.08 BATOMA CHRISTMAS」キービジュアル

BATOMA CHRISTMAS とは

「BATOMA CHRISTMAS」とは、デザイン・アート・プロダクト

の合同展示会「BATOMA TRADESHOW」から生まれた、クリス

マスに特化した日本で唯一の合同展示会です。インテリア市場

において大切な商戦時期にあたるクリスマスをより楽しいシー

ズンへと発展させるため、オーダー必要時期に合わせた 5 月に

開催します。ギフトやオーナメントなどクリスマスにぴったり

なアイテムの数々を、「場と間」ならではのクリエイションあふ

れる空間で提案します。アッシュ・ペー・フランス株式会社 場

と間事業部 主催。



出展者

場と間では、毎回テーマに沿った出展者をセレクトし会場全体を構成しています。現在、5 月の開催に向けクリスマスシーズンを彩る出展者

が続々決定中。オーナメントなどのデコレーションアイテム、ギフトにうれしい雑貨やキャンドル、パーティーにぴったりなグローサリーを

中心に、約 45 社の様々なアイテムが揃います。日本初上陸アイテムや新作も多数登場します。各ブースではその場で買い物も可能（一部除外

あり）。一般来場者もメーカーと直接対話しながら、バイヤー気分でショッピングを楽しめます。
※ 出展オーディションは 3月末まで受付。詳細は公式HPをご覧ください。

■ 出展者一例

クリスマスシーズンへの展開

場と間では、過去 2 回の「BATOMA CHRISTMAS」開催だけでなく、

各商業施設で様々なクリスマスの演出・提案を行ってきました。5 月

の展示会で行われた提案がその年のクリスマスシーズンへとつなが

り、クリスマスの大きな流れを形作ります。

昨年末には、表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段で展開されたイルミネー

ション演出のクリエイティブディレクション、同 本館 B3F スペース 

オーで開催されたクリスマスマーケットの企画・運営・コーディネー

ト、更にラフォーレ原宿クリスマスのメインビジュアルとエントラン

ス装飾のクリエイティブディレクションを担当。表参道ヒルズのイル

ミネーション演出では高さ 8m のジオラマツリーが話題を呼び、同ク

リスマスマーケットでは、蛇口からホットチョコレートが流れるジオ

ラマのホットチョコレートマシーンに連日行列が生まれました。
表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段 イルミネーション装飾

場と間 vol.04  BATOMA CHRISTMAS 場と間 vol.06  BATOMA CHRISTMAS 表参道ヒルズ 本館 B3F クリスマスマーケット

ラフォーレ原宿クリスマス エントランス装飾

コピパナス
アイテム：  木彫りクリスマスオーナメント
www.kopi-panas.com

新作発表！

ラ スフルリー
アイテム：  ガラス製品、花器
www.hpdeco.com/brand/159

展示会初出展！

ツェツェ アソシエ
アイテム：  インテリア雑貨、花器、食器
www.hpdeco.com/brand/52

ポトペリー
アイテム： 食器、オブジェ　
www.potpurri.co.jp

新作発表！

アスティエ ド ヴィラット
アイテム：  香料製品、キャンドル、インセ
ンス　www.hpdeco.com/brand/179

ライフグリーン
アイテム：  ハンドメイドキャンドル
ampersandcandles.com

新作発表！

ポルコバッチョ
アイテム：  チョコレート、ジュース、コン
フィチュール 　www.porcobacio.info

新作発表！

グラーストウキョウ
アイテム：  ボディケア、フレグランス雑貨、
キャンドル　grassetokyo.com

新作発表！

kloka によるホットチョコレートマシーン



場と間とは

場と間とは、展示会イベントを中心に、各界の才能や企業、地域が

出会う企画を編集し、想像力が集う「場（場所）」を通して、街や生

活の中へ創造力のある「間（空間）」を広げていく、共創（シェア・

クリエイティブ）型コンサルティングチームです。5 月にクリスマス

の合同展示会「BATOMA CHRISTMAS」、10 月にデザイン・アート・

プロダクトの合同展示会「BATOMA TRADESHOW」と情報発信イベ

ント「BATOMA information」を開催する他、イベント企画・プロデュー

スを行います。アッシュ・ペー・フランス株式会社 場と間事業部 主催。

※ ロゴをリニューアルしました！

■ 活動履歴

2010 年 場と間事業部 立ち上げ

 場と間 展示会　vol.01 主催

2011 年 渋谷パルコ「PARCO TOURIST」 プロデュース

 EXPO TAKA @ Paris ASTIER de VILLATTE　ディレクション

 福岡 DESIGNING 展 プロデュース

 場と間 展示会　vol.02 主催

2012 年 TOKYO10 月 H.P.FRANCE プロデュース・運営

 場と間 展示会　vol.03 主催

 roomsLINK TAIPEI デザインエリア ディレクション

2013 年 BATOMA CHRISTMAS 立ち上げ

 場と間 展示会　vol.04 / vol.05 主催

 名古屋パルコ「BAtoMA in NAGOYA」企画・コーディネート

 ARKHILLS クリスマスプロデュース

2014 年 Tsé&Tsé associées MADE IN JAPAN「 Tsé&Tsé RYOKAN」 

 企画・プロデュース

 オルセー美術館展×H.P.FRANCE コラボ商品 企画・生産

 場と間 展示会　vol.06 / vol.07 主催

 表参道ヒルズクリスマス プロデュース

 ラフォーレ原宿クリスマス プロデュース

公式HP：　www.batoma.com

場と間 vol.01

場と間 vol.07

場と間ディレクター　馬場 雅人  ／  Masato Baba
長崎県出身。アッシュ・ペー・フランス株式会社 入社後、販売や企画、新規事業の立ち上げを経て、2010 年、空間プロデュースの場と間事業

部を立ち上げる。デザイン・アート・プロダクトの合同展示会「場と間」を主催する他、クリエイターとのイベント企画・プロデュースを行

うなど国内外で幅広く活動中。

本件に関するお問合せは下記担当者までご連絡ください。

場と間PR　金 祥艾（キム サンエ）　 Tel. 03-3797-1519　Mail.  sangai_kim@hpgrp.com

アッシュ・ペー・フランス株式会社　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31, 7A　


