
h concept × LIFESTYLE SALON

会期 2021年6月30日(水)～7月2日(金)

時間 10：00 ～18：00（最終日は16:30まで）

URL https://h-concept.jp/lifestyle-salon

会場 浅草橋ヒューリックホール

住所 東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル2階・3階

アクセス JR総武線「浅草橋駅(西口)」より徒歩1分

都営浅草線「浅草橋駅(A3出口)」より徒歩2分

主催 アッシュコンセプト＊参加企業は2ページ目参照

共催 メッセフランクフルトジャパン/インテリアライフスタイル事務局

※事前予約制です。予約方法の詳細は特設サイトよりご確認ください。

さらに特別企画として、メッセフランクフルト ジャパン（東京都千代田区 / 代表取締役社長：梶原靖

志）/ インテリア ライフスタイル事務局の協力のもと、同社主催の見本市「interior lifestyle TOKYO」の

人気イベント「LIFESTYLE SALON」が浅草橋で実現。デザイン業界で活躍するゲストが集い、対談形

式で展開される「a small happiness」を感じていただけるトークイベントです。

また、各ブランドの選りすぐりのアイテムや、先述の新製品「bath towel」を一足先にご購入いただける

「MARKET」、ご来場プレゼント 等、見どころを多数ご用意しています。この機会にぜひお越しください。

アッシュコンセプト(東京都台東区 / 代表取締役 名児耶秀美) は、2021年6月30日(水)～7月2日(金)の3日間、浅草橋ヒューリックホールにて、新作

発表イベント「h concept × LIFESTYLE SALON」を開催いたします。

本イベントは「Ultimately, we have all just been waiting for a small happiness. (小さなことで幸せになれるんです。)」をコンセプトに、弊社のオリ

ジナルブランド +d (プラスディー)、h tag (アッシュタグ) や、デザインコンサルティングを行うパートナー企業・産地の新作50点を含む全15ブランドの

製品展示を行います。キッチン、バス、クリーン、インテリア、キッズ、ステーショナリー、ヘルスケア、ファッション小物など、ジャンルを限定せず、

各社・各産地の技術と個性が光る新作や各ブランドの人気定番製品を多数展示します。

h tagからは、肌を傷つけずふんわりとした感触の特殊糸で、コンパクトサイズでありながらしっかりしたボリューム感で拭ける、新定番の「bath

towel」が登場。また、神奈川県綾瀬市とのプロジェクトからうまれたブランド「あやせものづくり研究会」より、精密板金加工技術によるそぎ落

とされたシンプルな美しさと、抗菌・抗ウイルス性が特徴の新シリーズ「Ori (オリ)」がお披露目となります。

アッシュコンセプトとメッセフランクフルトジャパンの共同特別イベント、

「h concept × LIFESTYLE SALON」 6月30日(水)～7月2日(金)の3日間、浅草橋ヒューリックホールにて開催！

オリジナルブランド+d、h tagを含む全15ブランド、約50点の新作発表や、トークイベントを実施。
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デザイン業界で活躍するゲストとアッシュコンセプト代表名児耶秀美 (写真左) に

よる対談形式のトークイベントです。
＊参加方法の詳細は、特設サイトよりご確認ください。

TALK SESSION 1 13：00～14：00

デザインの未来を考えるー明日を切り拓くデザインの力

(株)GKデザイン機構 代表取締役社長 田中一雄氏 (写真中央左)

“醤油瓶から新幹線まで”をデザインし、日本のデザインを牽引してきたGKデザイン機

構。代表の田中一雄氏をお迎えし、社会が激変しユーザーの価値観が変わる中、今、

デザインに何が求められているのか、これから向かうべきデザインについて語ります。

新型コロナウイルス対策・事前入場予約について

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、スタッフの検温、体調管理、手指

の消毒、ブース内の消毒、換気を徹底の上、運営いたします。お越しの際

はエントランスでの検温・マスク着用・アルコール消毒、咳エチケットへ

のご協力をお願いいたします。

＊会場内の混雑を避けるため、展示イベント及びトークショーの事前登録を

お願いしております。当日受付も可能ですが、入場までお待ちいただく

場合がございます。トークイベントは座席数に限りがあるため、聴講者数

を制限させていただく場合があります。登録方法の詳細は、特設サイト

よりご確認ください。 https://h-concept.jp/lifestyle-salon

＊緊急事態宣言の発令等により開催内容に変更が生じる可能性があります。

予めご了承ください。

※ご来場プレゼントは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

TALK SESSION 2 15：00～16：00

地方創生のブランディング

(株)スマイルズ プロジェクトマネージャー 吉田剛成氏 (写真中央右)

旭工業(有) 代表取締役社長・あやせものづくり研究会会長 嶋知之氏 (写真右)

その土地がもつ特色をものづくりに活かしてブランディングを行っている3名が、これまで

の事例を紹介しながら、当時の苦労話や成功体験、今だから話せる話などそれぞれのブラ

ンドの「ストーリー」を語り合います。

LIFESTYLE SALON 6月30日(水) / 3階カンファレンス ROOM 0

h tag「bath towel」

メッセフランクフルトジャパンについて
ドイツ・ヘッセン州フランクフルト市に本社を置く、約800年の歴

史を誇る世界最大級の国際見本市主催会社。世界30ヵ国に活動拠点

を持ち、各産業の発展と国際化に貢献する見本市を世界各地で開催。

※

特設ページ



自動車関連産業で培った技術力に定評がある関東有数の工業地域 神奈川県 綾瀬

市。この地域の価値を再発掘・表現し、魅力を向上したいという想い から綾瀬

市と市内の企業との共同で2 0 1 5 年より開始したプロジェクト。

New Line

この資料に関するお問い合わせ先

For General / Media Relations

アッシュコンセプト デザインdiv. PRsec. 中村 ・ 山田（media@h-concept.jp）/ T：03-3862-8011 / M：080-2087-4677 / F：03-3862-8055

Anti-Virus Mask Case

光や空気で99.9％ウイルスを不活化する抗ウイル
ス・抗菌のマスクケース。マスクの内側も外側も
ケースに触れる設計で、両面に効果を発揮。食事中
やオンラインミーティングの時など、少しの時間マ
スクを外した時に。

アッシュコンセプト

精密板金加工技術によるシンプルな美しさと、

抗菌・抗ウイルス性を持つ銅、真鍮製品を展開。

株式会社野口製作所

Ori オリ

高い純度と透明性を持つ石英ガラス製のサウンド

プロダクトを展開。澄んだ音色を長く奏でる。

Kampai Glass

特別な日の乾杯を驚くほど美しい特別な音で楽しめ
る乾杯グラス。グラスを合わせた音の余韻を長く味
わえる。お祝いのギフトとしても。

株式会社鎌田理化学器械製作所

Sekiei セキエイ

あやせものづくり研究会

使っているときも使わないときも心地よさをデザ

インする t i d y。

Wipe Cloth

新型触媒技術からうまれた、制菌・抗ウイルス、消
臭などに優れたクロス。洗面台などの水回り掃除に。
汚れ落ちが良く、厚みがあり柔らかい拭き心地。

株式会社テラモト

tidy ティディ

UMBRELLA COVER

登山用ウェアにも使用される耐久性と高い撥水性を
持つ生地で作られた防水傘カバー。肩掛けできる持
ち手付き。車内に持ち込む時も安心。

soil株式会社

soil ソイル

左官の技術や自然素材などを活かし、人や環境にや
さしいプロダクトを展開する s o i l。

“食べる”を楽しく、豊かな時間に。 美しく丈夫なフー

ドウェア t a k 。

KIDS DISH bowl SS

高度な塗装技術によるスムースな手触りで人気の
KIDS DISH 。果物やデザート、ディップソースなど
を入れるのにちょうどいいSSサイズが登場！

株式会社竹中

tak タック

革新的なインモールド成形技術により、装飾的な美し

さだけでなく機能的な価値を発信。

Card Case

微細なガラスフレークにより奥行きのあるきらめきを
放つ。両サイドを押すと極小ダンパーの働きでフタが
ゆっくり開き、底面が名刺を持ち上げ取り出しやすい。

吉田テクノワークス株式会社

ornament オーナメント

CORD CUBE

コードの長さを自由に調整できるキューブ型バッグ。
フルオープンファスナー仕様で、トート型バッグと
しても。コードは取り外し可能。

CORGA コルガ

高い縫製技術と丁寧な手仕事で極限までシンプル
に。プライマルな生活を提案。

ミニパック

イヤホン、鍵など日々持ち歩く細々した物をコンパ
クトに収納できる。リング付でベルトループや鞄に
取り付け可能。撥水牛革で雨の日も安心。8色展開。

ルボア株式会社

hmny エイチエムエヌワイ

革手袋の産地香川県東かがわの職人がつくる、上質
かつデイリーユースな革製品を展開。

“鉄鍋はサビる”という常識をくつがえす「チッカ

黒染め処理」を施したプレス鉄鍋を展開。

Tetsu Pan

熱伝導性と蓄熱性に優れ、食材に熱を瞬時に伝え
ジューシーさと旨味をとじこめる。一般的な鉄の7
倍の強度で、衝撃や摩耗に強く、刃物も使用可能。

株式会社ナウ産業

Tetsu テツ
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Cord Holder

充電ケーブル等の持ち運び・収納に便利な革製コー
ドホルダー。スリットにコードの先端を通す事で失
くしづらく安心。ヌメ革の経年変化も楽しめる。

NPO法人ディーセントワーク・ラボ

equalto イクォルト

デザインの力で障がい者の個性を活かしたものづく
りを応援するためにうまれたブランド。

MASHROOM STOOL

キッチン洗面所、玄関等での「ちょっと腰を掛けた
い」のニーズに応えたスリムなスツールに新色が登
場。スタッキング可能で、来客用としてもおすすめ。

株式会社匠工芸

h×TAKUMI アッシュコラボタクミ

北海道 旭川の地で、暮らしを楽しく美しくする
家具づくりを行う匠工芸。

※写真はイメージです。

＊リリース前の情報が含まれますので、製品のご紹介をご検討の際弊社広報担当までご連絡をいただきますようお願いいたします。

BASEWEAR

かるい締め付け感で「美しく上手な身体の動かし
方」を意識できる。伸縮性のある特殊樹脂プリント
によってら本来の正しい動き方を習慣化させる。

フットマーク株式会社

FOOTMARK BASEWEAR フットマークベースウェア

「美しく動く 私へ」をテーマに、水泳・介護用品メー
カー フットマークのノウハウを活かしたブランド。

出展ブランド・新製品一部ご紹介

Sumi Toaster

トースト用サイズのプレート。外はこんがりと香ば
しく、中は閉じ込めた水分でしっとりとした舌触り
を楽しめる極上のトーストが味わえる。

旭工業有限会社

Sumi スミ

カーボン(炭素)の塊から削り出して作り、炭火焼と
同等の遠赤外線を発し、素材本来の旨味を引き出す。

Ori Mask Case

素材の特性を計算し、寸法や曲げを0.1mm単位で
調整。ぴったりと合わさった美しい形状が特徴。
時間とともに増す色の味わいを楽しめる。



Company philosophy

この資料・製品掲載に関するお問い合わせ先
アッシュコンセプト デザインdiv. PRsec.  中村 ・ 山田（media@h-concept.jp） T：03-3862-8011 / M：080-2087-4677 / F：03-3862-8055

+d　プラスディー
+dは、デザイナーがモノに込めた想いやメッセージ
を世界に届けるブランドです。初めて製品化した
アニマルラバーバンドをはじめ、100名を超えるデザ
イナーのメッセージを形にしています。

デザインコンサルティング

アッシュコンセプトはモノづくりのプラットホームとして、数多くの企業や産地の
モノづくりをお手伝いしています。
商品企画、デザイン、製造、流通、販売など。 それぞれの魅力や技術、個性を引き出し、
コンサルティングやブランディングなどという定義を超えて一緒にモノづくりに
悩み、そして楽しみ、新しい価値をうみ出しています。

デザインプロダクトショップ / KONCENT コンセント

創る人と造る人を、そしてモノを使う人をつないでゆく、モノづくりの発信基地、 
KONCENT。
アッシュコンセプトの直営店として2002年に第1号店をスタートし、現在国内外
約10店舗を展開しています。+dを中心に、デザインコンサルティングでうみ
出した数多くの製品から、独自の視点でセレクトしたブランドまで、さまざまな
アイテムを揃えています。

CAOMARU SPLASHAnimal Rubber Band

spatula body wash towelcutthing mat

モノを創る人と造る人を、そしてモノを使う人を、大切にしていきたい。モノづくりを通して世の中を元気にする会社です。

オリジナルブランド

h concept　アッシュコンセプト

hello、happy、ha ha ha !
「 h 」からはじまる言葉には、人の心を豊かにしてくれるような温かな響きがあります。ここで働く人たち、ここに集まってくれる仲間たち、そしてここからうまれる
モノを手にしてくれる人たち。みんなを幸せにしたい。そんな思いから、“アッシュコンセプト”が誕生しました。オリジナルブランド “+d [プラスディー]”
をはじめ、さまざまな企業や産地のみなさんと共に数多くのブランドと製品を世界に発信しています。

授賞歴・略歴
2002　アッシュコンセプト有限会社を登録(2011年より株式)
　　　    米「MoMAストア」にて＋dの取引開始

2003　アニマルラバーバンドがグッドデザイン賞
　　　    中小企業庁長官特別賞受賞
 
2010　タテオタマがレッド・ドット・デザイン賞受賞
　　　    ウキハシが iFプロダクト・デザイン賞ゴールド受賞

2012　直営店「KONCENT Kuramae」をオープン
　　　　※2020年7月、「KONCENT Komagata」として台東区駒形に移転オープン
　　　　※その他受賞歴多数　　　　　　

h tag　アッシュタグ   
「 h 」から始まる言葉を大切にするh conceptが
使う人と一緒にデザインしました。生活に溶け込む
シンプルさの中に個性や工夫がつまっている。暮らし
の新しいスタンダードです。

会社概要
会  社  名　アッシュコンセプト株式会社
所  在  地　〒111-0043　東京都台東区駒形2-7-5
資  本  金　3000万円
設　    立　2002年2月5日
代　    表　名児耶 秀美 (なごや ひでよし)
従業員数　45名
事業内容　生活用品の企画製造、及び卸売業、小売業　
　　　　　  生活用品の輸出入業、デザインコンサルタント、輸出入代行業

KONCENT 駒形本店

koncent.net/shop

KONCENT  駒形本店
KONCENT  Bunkamura 渋谷
KONCENT  東京ミッドタウン
KONCENT  KITTE 丸の内
KONCENT  東京ミズマチ　  他

SHOP LIST

h-concept.jp/design

kcud

アイムディー
岩谷マテリアル株式会社

ソイル
soil株式会社

BATH MAT


