
感性を刺激するマーケット「 場と間  」 
東京タワー下の「STAR RISE TOWER」で開催！

クリエイター作品からインテリア雑貨まで、充実のフードと共に楽しめるマーケット

2015年10月9日（金）・ 10日（土）　at  STAR RISE TOWER

クリエイティブな感性に出会えるマーケット「場と間」 を、10 月 9 日（金）・10 日（土）の 2 日間、東京タワー下に位置する多目的スペース

「STAR RISE TOWER（スターライズタワー）」で開催します。これまでラフォーレ原宿と表参道ヒルズで開催してきたデザイン・アート・プロ

ダクトの合同展示会「BATOMA TRADESHOW」と、インテリアの情報発信イベント「BATOMA information」を、東京タワー下に集約し規模を拡大。

“FUSION / 融合” をテーマにさまざまな個性をかけあわせながら、“クリエイティブな感性に出会えるマーケット” としてリニューアルします。

会場内では、クリエイティブディレクター 戸村 亜紀 氏 によるインスタレーション「IKILU」をはじめ、アートカルチャーを発信するギャラリー

スペース「ROCKET」と「場と間」 がタッグを組んだ“大人のための”新感覚マーケットや、IDÉE、THE CONRAN SHOP などインテリアショップがメー

カーと共に行うライフスタイル提案、食品や器、フレグランス雑貨などさまざまなインテリアアイテムが揃う合同展示会を行います。マーケッ

トでは、クリエイターが手掛ける ZINE や個性豊かな雑貨、アート作品がそろう他、シングルオリジンにこだわる人気コーヒー店 NOZY 

COFFEE や、クラフトビールの移動販売店 Tokyo Beer Porter、インテリアショップ ACTUS が展開するジビエレストラン SØHOLM による限定

ジビエバーガーなど、見た目にも鮮やかなフードとドリンクが充実。感性を刺激しながら、さまざまな角度でライフスタイルに触れられる、

一日中楽しめる新しいマーケットに、ぜひご期待ください。 

2015 年 9 月吉日
アッシュ・ペー・フランス株式会社PRESS RELEASE

名　称：  　場と間 vol.09
テーマ： 　FUSION / 融合
会　期： 　2015 年 10 月 9日（金）・ 10 日（土） 2 日間　
 　※ 7 日（水）・8日（木）はビジネス関係者限定
時　間： 　11：00 ～ 19：00　※ 10 日（土）は 17 時閉場
会　場： 　 スターライズタワー 5階
  　東京都港区芝公園4-4-7  東京タワーメディアセンター内
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 PR01. 本部 場と間
公式HP： 　http://www.batoma.com

「場と間 vol .09」開催概要

 「BATOMA vol.09」キービジュアル

昨年開催の様子

CONTENTS

INSTALLATION "IKILU"：
クリエイティブディレクター 戸村亜紀 によるインスタレーション

BATOMA information：
人気インテリアショップとメーカーによるライフスタイル提案や、
企業の新プロジェクト発表の場。

MARKET：
アートカルチャーを発信するギャラリースペース「ROCKET」と
「場と間」がタッグを組んだ新感覚マーケット。

TRADESHOW：
KITCHEN / LOVE&GIFT / HOME&DESIGN / DECORATION の
4 つのカテゴリーでさまざまなインテリアアイテムが揃う合同展示会。

THEME：　FUSION / 融合
全く異なる職種との出会いで生まれるモノ。古い知人との交流で生まれ

る企画。出会いと交流の融合により、衝撃的な状況が生まれる。 

「場と間 vol.09」では「FUSION / 融合」をテーマに、人と人との融合によっ

て生まれたアイディアを発信します。商材が生まれる経緯を知り、伝え

ることでモノの本質を見出すことができるのではないでしょうか。



INSTALLATION：  
クリエイティブディレクターとして幅広く活躍する 戸村 亜紀 氏 によるインスタレーションでは、マタギと呼ばれる山で仕事をする方々との

出会いから考えた“森と都市”をキーワードに、アーティストが手掛けるコラージュアートやオブジェと共に、“イキル”ことを問いかけるメッセー

ジを発信します。

「 IKILU 」
生きることの表現を考えはじめた時、ひとりで完結することはできず、自然と素晴らしい方々との共同作業となりました。ひとりが声を上げ

ると、共感する人々が集る。その集大成を観て頂く場となります。世界がライフスタイルやモノの価値観を模索しているこの時代に、生きる

ことへの気付きの種がこのような「場と間」から。新しい日本の文化として芽吹くことを期待しています。　

戸村 亜紀
クリエイティブディレクター

1998 年より墨絵作家としてハミル・アキ名義で国内外での活動後デザインに転向。商業施設のネーミング制作からコンセ

プト、ロゴデザイン、オリジナルプロダクト開発や製作に従事。大阪梅田の Ẽ-ma や、六本木ミッドタウンの THE COVER 

NIPPON、CLASUWA、Design Tide 設立時のアートディレクターなどを務める。2006 年に i-D クリエイティブ・アワード

を受賞。ディレクション／アート共に国内外で多くのアワードを受賞している。

MESSAGE：

永遠に生き続ける人は、誰ひとりいない。

儚さを知る心を取り戻し、今を大切にしよう。

本物の豊かさを家族や友と語り合い、何より自分を深く知ろう。

そのあとに、くもりなき眼で一緒に世界を見渡してみよう。

あたりまえですが、世界は、人間だけがいきているわけではない。

未来は、遠い先のことではなく、常に「今」作られる。

まだみぬことのない理想郷を目指して、

それそれの専門とする場で手を合わせ、

取り組んでいければと願う。

CREDIT：　クリエイティブディレクター　戸村 亜紀  ／  オブジェ制作　Kloka  ／  コラージュアート制作　M!DOR!  ／  テーブルデコレーション　Archèologie

BATOMA informat ion：  
IDÉE、ACTUS、THE CONRAN SHOP など人気インテリアショップとメーカーによるライフスタイル提案や、企業の新プロジェクト発表の場。

背景の異なる 2つの個性が掛け合わされることによって生まれる最新情報に触れられます。

×

×

×

×

アメリカで 100 年の歴史を持つキャストアイアンクックウェア「LODGE」と、 

世界中から厳選した家具やインテリアアイテムを扱う「THE CONRAN SHOP」に

よるライフスタイル提案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今までの壁紙と違う価値観を提供する壁紙ブランド「WhO」と、 “暮らす” 楽しみ

を提案するインテリアブランド「 IDÉE」による、壁紙と家具が出会う新たな空間

作りの提案。

ハイクオリティな日常服を提案するメンズブランド「MINOTAUR」と、“日常 - 非

日常 - 時代” を意味するコレクションブランド「ANREALAGE」とをパルコがコー

ディネートした新プロジェクトの発表。

インテリアショップ「ACTUS」が運営するジビエレストラン「SØHOLM」 による、

インスタレーションと連動した場と間限定ジビエバーガーの販売。

リノベーションで暮らしとコミュニティをデザインする「ReBITA」による、「日本

の未来が宿る場」をコンセプトに新しいツーリズムやライフスタイルを生み出す

シェア型複合ホテルプロジェクトの紹介。

それぞれの時代においての” Art of Design and Manufacturing “の本質を追求し、

創造する BRAND” Archeologie”、個性を創る集団” DEMODEMIX”、異質の脳が混

ざり合うジョイント クリエイティブ ワーク。



MARKET：  
「場と間」とアートカルチャーを発信するギャラリースペース「ROCKET」が、新感覚のマーケットを「場と間 vol.09」会場内でスタートします。

クリエイターが手掛ける ZINE や個性的な雑貨、アート作品が揃うほか、人気コーヒー店のハンドドリップコーヒーや、厳選されたクラフトビー

ル、見た目にも鮮やかなアジア料理やホットドッグ、場と間会場だけで購入できる限定スイーツなど、フードとドリンクも充実します。

MARKET 出店者：　
M!DOR!、IWASAKI SIKI CO.,LTD、Archéologie、ANIVERSARY MilK、GONTRAN CHERRIER、TOBIRA、TOKYO BEER PORTER 、NOZY COFFEE、DEMODEMIX、PERCH、

OH MISO KA、L PACK、edenworks bedroom、akiko ando、YUMIKO KIKUCHI + MATSUKI NARISHIGE、ditto、CHALKBOY、NUMBER SUGAR、swimsuit 

department、SNOW SHOVELING BOOKS & GALLERY、yoyo.、AURORA　... and more!

出店アイテム：　
■ フード >>>　パン、ジャム、カオマンガイ、ガパオライスなどタイ・アジア料理、コーヒー豆、ドリップパック、ミソスープ、ワイルドホットドッグ、クラシッ

クキャラメル、キャラメルクリーム、BATOMA限定ブラウンシュガーキャラメル、きのこの洋風炊き込みごはんのプレート　等

■ ドリンク >>>　国内外各地の樽生クラフトビール、ハンドドリップコーヒー、自家製シロップのジュース、季節のくだものの白サングリア　等

■ 雑貨・アート作品など>>>　ZINE、缶バッジ、ブックマーク、陶磁器ギフト、家具、照明器具、雑貨、木製玩具、インテリア小物、キッズ・ベビーアパレル、

ベビー雑貨、ディスプレイアイテム、生花、assortment flower、ポストカード、ハンカチ、ポートレート、原画、私的文芸誌、ステッカー、手縫いの人形、小間物、

スカーフ、タンブラー、ハンカチ、看板、書籍、書籍関連アイテム、アパレル雑貨、アンティーク雑貨　等

TRADESHOW：  
「KITCHEN」「HOME&DESIGN」「LOVE&GIFT」「DECORATION」の 4つのカテゴリーに分かれたさまざまなインテリアアイテムが揃う合同展示会。

メーカーと直接会話をしながら買い物を楽しめます。

・KITCHEN　　　　 キッチンツールや器、グローサリーなどテーブル周りを彩るアイテム

・HOME&DESIGN　 ファブリックや家具、ウォールペーパーなどインテリアのベースとなるアイテム

・LOVE&GIFT　　　フレグランスやパーティグッズなどのギフトアイテム

・DECORATION　　エスニックやアート作品などインテリアのアクセントとなるアイテム



EXHIBITOR：  
テーブルを彩る器やキッチンツール、パッケージにこだわったグローサリー（食品）、空間を演出するデコレーションアイテムや、ギフトにも

喜ばれる雑貨類など、個性豊かな約55ブランドがTRADESHOWエリアに集まります。ほとんどのブースでは出展アイテムの販売も行われ、メー

カーやクリエイターから、普段聞くことのできない生産の背景などを聞きながら買い物を楽しむことができます。

standardworks
BRAND：　urban ole eco park
ITEM：　　木製品、雑貨、手作りキット

アーバンオーレエコパークでは自分自身で手作り
のオリジナル作品を作る提案 をしています。形
や長さ、重さやバランス、デザインなどを考える
時間を持つきっかけになればと思います。

NON-GRID Inc.
BRAND：　Why Juice?
ITEM：　　飲料

現代人に必要な「バランスのとれた食生活」を
Easy & Fast なアプローチで解決するジュースブラン
ド。野菜の栄養を、おいしく簡単で、Reasonable 
にかなえてくれるアイテムを揃えています。

UNICOM CO.,ltd　
BRAND：　numero 74 / my little day
ITEM：　　インテリアデコレーション、パーティーグッズ

numero74 はイタリア人とフランス人のふたりの女性
が立ちあげたベビーグッズとインテリア雑貨のイタ
リアのブランド。 オリジナリティー溢れる美しい色合
いで表現する雑貨は、世界中で支持を受けています。

MARUHIRO.Inc　
BRAND：　馬場商店
ITEM：　　陶磁器

長崎県波佐見町と佐賀県有田町で作られている陶
磁器ブランド。長い歴史の中で育んだ伝統と技術
と向き合い、現代文化との関わりを考えながら私
たちのフィルターを通した「和」を提案しています。

NEO PROJECT （Oak Village）
BRAND：　Neo Woods　根尾の広葉樹活用プロジェクト
ITEM：　　玩具、インテリア

岐阜県内で林業を担う根尾開発と製材業を営むカネ
モク、オークヴィレッジによる、良質ながら規格外
とされた日本の「広葉樹」を有効活用することを目
指した取り組みとプロダクトをご紹介します。

CATERING ROCKET×plantica　
BRAND：　Have a Herbal Harvest
ITEM：　　ドライハーブティー、ハーブティードリンク

飾って美しくお茶にしてハーブの効果を感じるこ
とが出来るハーブティ。枝ぶりや葉のカタチをい
かしたまま乾燥させているので視覚的に美しく、
インテリアとして目でも味わうことができます。

TRADESHOW出展者：
ma.macaron、Amai Japan Corporation、Reaccent Co.,Ltd.、IN THE MOOD Co.,Ltd.、LIB GATE CO.,LTD.、KARMAKAMET MANAGEMENT INC.、FRIDA JAPAN,Inc、
YOSHINUMA GLASS CO., LTD.、Botanical life、LIBRARY DESIGN.inc、PUBLIC DESIGN LIMITED、TENJIN Co.,Ltd.、yd、Heel Mooi Inc.、KOBE MATCH CO.,LTD.、
GORIKIISLAND Co.,LTD.、K-Planning Co., Ltd. / KYARA INNOVATE INC、GRASSE TOKYO Co.,Ltd.、NEO PROJECT （Oak Village）、Euro Trading Japan Co. Ltd,.、LA 
PETITE EPICERIE、DRAWER、NON-GRID Inc.、HARIO CO.,LTD、CATERING ROCKET×plantica、CASALAGO Co., Ltd.（旧 RHSJ Enterprises Co., Ltd.）、
MARUHIRO.Inc、TOP Co.,Ltd、standardworks、POTPURRI.Inc、Petite africaine、FLAVOR LIFE CO.,LTD.、Motobayashi Co., Ltd.、UNICOM CO.,ltd、Atex 
Corporation、HADACHU ORIMONO、SUGAI WORLD, Inc.、Mitsuura Brewery .Co.,Ltd.、H.P.FRANCE S.A.、DADWAY, INC.　... and more!

出展アイテム：
アクセサリー、ファニチャー、ステーショナリー、テーブルウェア、置物、小物入れ、レザー製品、雑貨、フレグランス雑貨、メキシコ雑貨、デコレーション、
硝子食器の詰め放題、植物、ファブリック、タオル、ギフトアイテム、インテリア雑貨、オーナメント、木製クリスマスツリー、インテリアアクセサリー、お香、真鍮パー
ツ、照明、LED キャンドル、アロマ雑貨、ボディケア、フレグランス雑貨、キャンドル、玩具、インテリア、耐熱ガラス容器、陶磁器、木製品、手作りキット、オブジェ、
服飾雑貨、ボディケア、スキンケア、バスグッズ、インテリアデコレーション、パーティーグッズ、ペーパークラフトアイテム、ネクタイ、デザイン雑貨、キッズ用品、
犬用雑貨、チョコレート、ココナツオイル、調味料（オリーブオイル、白バルサミコ 等）、飲料、ドライハーブティー、茶　... and more!

「STAR R ISE  TOWER」 概要
東京タワーの麓にある延床面積 750 坪の多目的スペースで、TV 番組の収録を目的として使用

された大型スタジオや、多様な用途に対応可能なレンタルスペース・セミナールームを備えて

います。

名称：　STAR RISE TOWER（スターライズタワー）

住所：　東京都港区芝公園 4-4-7  東京タワーメディアセンター内

URL：　 http://starrise-tower.com/



BATOMA vol.05

「場と間」とは
アッシュ・ペー・フランス 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。

■ 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

2015 年 福岡パルコ グリーンウォールテラス 空間ディレクション

 渋谷パルコ 多目的スぺース 空間プロデュース

 場と間 展示会　vol.08 主催

公式 HP：　www.batoma.com

BATOMA vol.01

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。

アッシュ・ペー・フランス株式会社 PR01.　金（キム）（sangai_kim@hpgrp.com） / 小谷（yukino_kotani@hpgrp.com） 　

Tel. 03-5774-1420　　〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31, 7A　


