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平成から新しい元号へと変わる今年のゴールデンウィーク。暮らしもより一層バージョンアップしたくなります。 
リビングデザインセンターOZONE では、暮らしを豊かにする からだづくり / ものづくり / 住まいづくり に関するコンテンツを多数ご用意しました。 
日々の暮らしが今以上に幸せになる企画が目白押しの 13 日間。⾒て、聞いて、体験して、買い物して…暮らしの幸せをたくさん⾒つけてください。 
※2019 年 5 月 1 日（水）は祝日につき開館します。 
 
● からだにいいことライフスタイルフェスティバル 2019 
会期︓4 月 28 日（日）〜4 月 30 日（火祝） 
    ※4 月 28 日（日）12︓30〜18︓00、4 月 29 日（月祝）10︓30〜18︓00、4 月 30 日（火祝）10︓30〜17︓00 
会場︓3F パークタワーホール / 6F ロードサイドスクエア 
主催︓一般社団法人まちかど健康づくりネットワーク 
共催︓「月刊からだにいいこと」編集部、リビングデザインセンターOZONE 
協賛︓AHEI 国際ハートフルエクササイズ協会/ウォータースタンド/江崎グリコ/キューボー/キング醸造/ネスレ日本/フィットジョイジャパン 
     へちま産業/へルシアス/ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 
特別協⼒︓フェイスブックグループ「糖質制限グループ」 
⼊場料︓事前申込︓1,000 円、一般︓1,500 円（税込） 

※3 日間通し / 当日 OZONE 館内にて CLUB OZONE 会員（年会費等無料）にご⼊会いただくと 1,000 円で⼊場可能 
 
TV で話題のカリスマトレーナー、都内屈指の⾼校⽣ダンスチーム、売れっ⼦管理栄養⼠、笑いを科学するドクター、ダブルダッチの世界一チーム、
ヴィーガンライフスタイルの若き伝道師、地元新宿の⾼校⽣⾳楽家たち・・・。など、多様なライフスタイルの実践者との交わりが、あなたの五感を刺
激する 3 日間。 
 
[ 主なプログラム（登壇者の敬称略）] 
1 日目︓4 月 28 日（日） 
・AYA（クロスフィットトレーナー）によるトークショー 
・斎藤糧三（健康美⾷ドクター・医師）によるトークショー 
・日本橋中学校によるダブルダッチ 
・中田英之（練馬総合病院 漢方医学センター⻑）と、 
⾦⼦洋⼦（一般社団法人ロカロジ協会 代表／低糖質低 GI 研究家）による 
トークショー 

2 日目︓4 月 29 日（月祝） 
・小倉広（アドラー派の⼼理カウンセラー）によるトークショー 
・目⿊日本⼤学⾼等学校や、都⽴狛江⾼等学校によるダンス  
・麻⽣れいみ（管理栄養⼠/料理研究家）によるトークショー 
・薄久美⼦（ヨガインストラクター）によるヨガ体験レッスン ほか 
3 日目︓4 月 30 日（火祝） 
・都⽴新宿⾼校 管弦楽部による演奏 
・LINA（モデル・ライフスタイルクリエイター）によるトークショー 
・佐藤由⺒⼦（マギーズ東京 創設スタッフ）によるトークショー ほか 
 
このほか会場では、飲⾷メーカー出展による日本ネスレブースや江崎グリコブースなど、 
最新商品の体験ができるほか、「からだのケンサ体験パーク」として、その場で血糖値 
測定が受けられるなど、ご⾃⾝のライフスタイルを⾒直すきっかけづくりの仕掛け満載で、 
皆様のご来場をお待ちしています。また、６F ロードサイドスクエアでは、この期間限定 
で抽選でもらえる素敵なお土産をご用意しています（抽選対象者には条件あり）。 
イベント詳細・事前申込はウェブサイトから 
http://www.karakoto.com/lifestyle/ ※3 月 16 日（土）サイトオープン 
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● 「木のものづくり探訪 20 人の仕事」展 
会期︓4 月 25 日（木）〜5 月 20 日（月） 
会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ 
主催︓「木のものづくり探訪」展 実⾏委員会 
協⼒︓(株)創元社、(株)北三、札鶴ベニヤ(株)、リビングデザインセンターOZONE 
 
書籍『木のものづくり探訪 関東の木工家 20 人の仕事』（創元社刊/2017 年発⾏）で紹介された木工家 11 名に加え、北海道、新潟、⻑
野、関⻄などの作り手たちを加えた 20 名の作品を展示します。昨年開催の同展覧会に続き、今年は日本全国から木工作家が集まります。 
オリジナリティ溢れる家具作家や、器や小箱などを制作する木工作家、漆を用いた盆や鉢などの作品を⽣み出す木漆工芸家、様々な樹種の材を
用いて作品を作り上げる木象嵌作家や寄木細工技能師、木を削り出して独特の感性で表現する木彫家など、20 代の若手から 60 代のベテラ
ンまで多彩な作り手が集結。会期中は出展作家による実演やワークショップ、セミナーも開催します。 
 
[ 出展作家 20 組 ] 
五⼗嵐誠（指物〔箱〕）/泉健太郎（木漆工芸、卵殻貼）/伊藤洋平（家具） 
狐崎ゆうこ（家具、小箱）/京都炭山朝倉木工（家具）/小島優（ウィンザーチェア） 
坂本茂（椅⼦）/杉村徹（器、台、スツール）/傍島浩美（家具） 
田澤祐介（器、盆、箱）/露木清⾼（寄木細工）/⼗時啓悦（木漆工芸） 
中澤亮⼦（家具、彫刻小物）/⻄山⼤基（木彫）/野崎健一（家具） 
蓮尾知⼦（木象嵌）/平井健太（吉野杉の曲木家具）/福田亨（⽴体木象嵌） 
吉野崇裕（椅⼦）/+veve（家具、クラフト小物) 
 
[ 連 企画 ] 
ワークショップ 会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ、★は 5F セミナールーム 
・杉寄木コースター作り ★ 
4 月 28 日（日）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 6 名 参加費 1,000 円 講師︓五⼗嵐誠（指物〔箱〕） 

・木の塊から作る箸 
4 月 29 日（月祝）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 8 名 参加費 1,000 円 講師︓⻄山⼤基（木彫） 

・寄木コースター作り 
5 月 2 日（木）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 8 名 参加費 1,000 円 講師︓露木清⾼（寄木細工） 

・小枝で鉛筆作り 
5 月 5 日（日祝）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 8 名 参加費 500 円 講師︓伊藤洋平（家具） 

・流木でオブジェ作り 
5 月 6 日（月祝）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 8 名 参加費 1,000 円 講師︓⻄山⼤基（木彫） 

・木の象嵌コースター作り 
5 月 11 日（土）13︓00〜16︓00※1 回のみ 
各回 6 名 参加費 1,500 円 講師︓蓮尾知⼦（木象嵌） 

・東京の木で作るバターナイフ ★ 
5 月 12 日（日）11︓00〜12︓30/13︓30〜15︓00/16︓00〜17︓30 
各回 8 名 参加費 1,500 円 講師︓伊藤洋平（家具）      ※参加費は全て税込 

セミナー 会場︓5F セミナールーム 出展作家と編集者による対談/作家実演あり 
・デンマークで名作家具が⽣まれた背景とは 
〜名作椅⼦の座編み実演を交えながら、背景やデザイナーの特徴を探る〜 
5 月 18 日（土）14︓00〜16︓00 定員︓40 名 参加費︓無料 
講師︓坂本茂（椅⼦）、⻄川栄明（編集者） 

・ウィンザーチェアの歴史と魅⼒ 〜座刳り実演を交えながら、誕⽣の背景や後世への影響などを探る〜 
5 月 19 日（日）14︓00〜16︓00 定員︓40 名 参加費︓無料 
講師︓小島優（ウインザーチェア）、⻄川栄明（編集者） 

販売会 会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ  
 4 月 30 日（火祝）、5 月 1 日（水祝）、5 月 4 日（土祝） 出展作家が日替わりで数名ずつ⾃⾝の作品の販売を⾏います。 
※ワークショップ、セミナーは事前申込が必要です。 

申込先（E-mail） ワークショップ: east̲woodwork@yahoo.co.jp / セミナー︓mokuiku7@gmail.com 
申込必要事項︓① 参加希望日と時間 ② 氏名 ③ 連絡先 

※諸事情により、内容の一部変更やイベントが追加される場合があります。変更や追加は OZON ウェブサイト、「木のものづくり探訪」展 facebook で告知します。 

+veve 小島優 

泉健太郎 平井健太 

京都炭山朝倉木工 ⻄山⼤基 
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● 杉の DIY デザイン展 
会期︓4 月 25 日（木）〜5 月 7 日（火） 
会場︓5F 暮らしのかたち、5F 特設会場 
主催︓グループ モノ・モノ 
共催︓暮らしのかたち 
 
2019 年 3 月にグラフィック社から出版された書籍『杉でつくる家具』の出版記念イベントとして、 
戦後黎明期の工業デザイン事務所 KAK デザイングループ（秋岡芳夫/河潤之介/⾦⼦⾄）が 
考案した杉の DIY 家具と関連資料を展示します。 
『杉でつくる家具』は、1953 年に発⾏された KAK デザイングループ編著による『アイディアを⽣かし 
た家庭の工作』の中から、木製家具 24 点をピックアップし、現代の視点で編集された DIY 書籍。 
ホームセンターも電 工具もなかった時代に、ノコギリと建築材（貫板とベニヤ板）を駆使し、ミニ 
マルで機能的な DIY 家具を提案しました。原著出版当時は、KAK による日曜⼤工の講座が 
テレビや婦人雑誌で企画されるなど、主婦を中⼼に好評を博した一冊です。 
会期中は展示のほか、新刊『杉でつくる家具』、持ち帰り可能な杉のスツールキットなどを 5F 暮ら 
しのかたちで販売します。また、東京の杉のスツールを作るワークショップや、針葉樹の家具デザイン 
に関するトークイベントも開催予定です。 
少ない材料や予算で制作する DIY 家具は、作り上げる喜びや愛着、そして暮らしの豊かさをもた 
らします。日本人に最も⾝近な木材・杉を使って、あなたも家具づくりにトライしてみませんか。 
 
[ 連 企画 ] 
東京の杉を使って 2WAY スツールを作ろう 
日時︓５月 3 日（⾦祝）、4 日（土祝）13︓30〜17︓00 
会場︓5F セミナールーム 
定員︓各日 8 名 
参加費︓￥5,000（税込） 
対象︓⼤人向け 
（小学⽣⾼学年以上は製作可能ですが、保護者の方と一緒にご参加ください） 
持ち物︓汚れても良い服装、 きやすい靴、筆記用具 
（ご⾃⾝の工具でお作りになりたい方は、ノコギリ、電 ドリルを持参のこと） 
主催︓グループ モノ・モノ 
※連 トークイベントは後日ウェブサイトに掲載予定 
 
・KAK デザイングループ（作品デザイン） 
秋岡芳夫（1920-1997）、河潤之介（1919-2013）⾦⼦⾄（1920-2013）の 3 人に 
よって、1953 年に設⽴された工業デザイン事務所。KAK は 3 人の名前の頭文字にちなむ。 
メンバー全員が代表取締役というフラットな組織で、それぞれの持ち味を⽣かしながら、個性的な工 
業製品を⽣み出した。また、3 人ともデザイナーでありながら木工にも精通しており、「家庭の工作」 
発表後は、日曜⼤工に関する雑誌連載やテレビ出演が相次いだ。 
3 人が KAK を離れた後は、所員が会社を引き継ぎ、1990 年代まで活 は続いた。 
 
・グループ モノ・モノ（主催） 
KAK デザイングループの中⼼人物である秋岡芳夫が 1970 年に結成したプロジェクトチーム。拠点は東京・中野にあるモノ・モノ。 
この指止まれ式の⾃由な組織で、手仕事の復興や地域活性に関わる活 を⾏ってきた。今回は『家庭の工作』のリニューアル版を制作するにあた
り、菅村⼤全（企画）、⼤沼勇樹（家具製作）、笠原嘉人（テキスト監修）の 3 名を中⼼とするチームが結成された。 
公式サイト︓http://monomono.jp 
 
● MOTTAINAI キッズフリーマーケット 
会期︓5 月 5 日（日祝）、5 月 6 日（月祝）13︓30〜15︓00 
会場︓3F パークタワーホール 
主催︓NPO 法人 キッズフリマ 
協⼒︓リビングデザインセンターOZONE 
 
こどもの日に因んで、売るのも買うのも⼦どもが⾏う「MOTTAINAI キッズフリーマーケット」を開催します。 

KAK デザイングループ 

書籍『杉でつくる家具』（グラフィック社刊） 
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住まいや暮らしのなかで使うモノの循環や、売り買いのコミュニケーションを楽しめる内容です。 
このフリーマーケットでは、「お⾦の⼤切さ」「モノを⼤切にする⼼」「⾒る⼒・聞く⼒・話す⼒」のコミュニケーションを学びます。 
⾃⾝の持ち物から出店商品を選び、⼤人スタッフのサポートを受けながら、出店準備から販売、片づけ、収支バランスシートの記入までを⾏います。 
実際に⾦銭の授受を⾏うことで、値付けやお釣りの計算なども⾏い、お⾦の⼤切さも体感してもらうプログラムです。 
マーケット内に⽴ち入れるのは小学⽣以下の⼦どもたちだけ。 
売り買いのコミュニケーションを楽しみながら、⼤切にしてきたモノを受け継ぐことや、お⾦を⼤切にする⼼をこのマーケットで学んでください。 
 
[ 出展募集概要 ] 
出店料︓300 円/1 ブース 
※参加費の一部は、「MOTTAINAI GREEN PROJECT 〜 緑の MOTTAINAI 〜」 

におけるグリーンベルト運 （植林活 ）に寄付されます。 
出店対象︓小学校 3〜6 年⽣ 
申込方法︓MOTTAINAI キッズフリーマーケットの web サイトにて 4 月 12 日（⾦）より 

受付開始（先着順）。 
詳細・お申込みはウェブサイトから https://kidsfm.trx.jp/ 

 
・NPO 法人 キッズフリマ（主催） 
児童による環境と経済の実践的な体験を通じて、未来の社会に貢献することを目指して 
活 している。 
 
● キッズデザイン・ワークショップ 
会期︓5 月 5 日（日祝）、5 月 6 日（月祝）10︓30〜17︓00 
会場︓6F パークサイドスクエア 
主催︓特定非営利活 法人キッズデザイン協議会 
協⼒︓リビングデザインセンターOZONE 
 
⼦どもたちの安全や創造性の育成、⼦どもを産み育てる環境づくりに貢献する優れた製品や建築・空間、サービスなどを表彰している「キッズデザイ
ン賞」を受賞した商品を使ったワークショップを開催します。 
キッズデザイン賞 https://kidsdesignaward.jp/ 
※ 事前申込不要/直接会場にお越しください。 

 

キッズデザイン受賞作品展示 
日時︓5/5（日祝）〜5/6（月祝） 
 
 
ワークショップ会場内で、これまでキッズデザイン賞を受賞した作品のうち、5
作品の展示を⾏います。 
・sixinch kids やわらか遊具（株式会社 SIXINCH.ジャパン） 
・QuickFree（YKK 株式会社） 
・カラリックス シルキーツイスター（ヤマト株式会社） 
・親⼦で楽しく前髪カット「変⾝カットマスク」（一般社団法人日本カットコミ
ュニケーション協会） 

・ハンディ顕微鏡 DX（株式会社レイメイ藤井） 

魔法のカッターで 
こいのぼりを作ろう︕ 
日時︓5/5（日祝） 
参加費︓100 円 
（税込/制作 1 個につき） 

※当日会場受付でのお支払い 
対象年齢︓5 歳以上 

※小学２年⽣以下は保護者同伴 
所要時間︓40 分〜60 分程度 
 
紙は切れるのに、肌は切れない不思議なカッター「スマイリーエッジ」を使って、 
こいのぼりを作りましょう。怪我のリスクが軽減された、安全安⼼なカッターです。 
 

つくる、さがす、みつける 
錯視の不思議 
日時︓5/5（日祝） 
参加費︓無料 
対象︓小学⽣以上 
所要時間︓15 分程度 
 
 
模様の組み合わせ方で、目の錯覚を作ることができるブロック「錯視ブロック」
を使い、⽴体を組み⽴てるワークショップを⾏います。 ⾒る角度によって、目
に映る模様の組み合わせと共に、錯覚の強さが変わります。まるで紙の上に
描いただまし絵のような、不思議な⽴体を作ってみましょう。 
 

昨年の会場風景 

キュベットで楽しく遊ぼう︕ 
日時︓5/6（月祝） 
参加費︓無料 
対象︓3 歳以上 
所要時間︓15 分程度 
 
 
 
3 歳から手を使ったコーディングで遊べる、イギリス⽣まれのプログラミング玩
具、キュベット。実際に手で触れて、親⼦で一緒に遊んでみませんか︖ 小さ
いお⼦様でも遊びながらロボットプログラミングを体験できる知育玩具です。そ
の優れたデザインは、数々の国際的な受賞歴で証明されています。 
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--- OZONE で⾒つかる 住まいや暮らしのヒント --- 
 
 
● ゴールデンウィーク 家づくり相談会 
会期︓4 月 25 日（木）〜5 月 7 日（火） 

11︓00〜/14︓00〜/16︓00〜 各回 1 組 
会場︓7F 家 design スタジオ 
主催︓リビングデザインセンターOZONE 
 
新築、建替え、リノベーション―お客様の住まいのご要望に合わせて、OZONE 住まいづくり 
コンサルタントが「依頼先探し」をお手伝いします。 
丁寧なカウンセリングで、お客様の状況に合わせてベストな解決方法をご提案。 
良い依頼先との出会いは、その後の計画を左右する重要なポイントです。OZONE のコンサルタントと共にぴったりな依頼先を⾒つけてみませんか。 
※お申込みはウェブサイトから https://www.ozone.co.jp/ 
 
● OZONE セミナー＆ワークショップ 
毎日の暮らしを豊かにするアイデアやヒントが⾒つかるセミナーやワークショップを開催。ゴールデンウィーク期間中は下記ラインナップを予定しています。 
事前申込/詳細・お申込みはウェブサイトから https://www.ozone.co.jp/ ※参加費は税込価格/記述の無いものは参加費無料 

 
 
 
 

 

 

 

 

● 外構からはじめる住まいづくり ー外装材からエクステリアまでー 
会期︓4 月 18 日（木）〜7 月 2 日（火） 
会場︓7F CLUB OZONE スクエア 
主催︓リビングデザインセンターOZONE 
 
住まいづくりを考える上で、重要なポイントのひとつが外構計画。屋根や外壁から玄関、門扉、 
塀といった住宅の外構（外まわり）は、その家の雰囲気を印象づけるだけでなく、街並み全体 
にまで広く関わっていきます。 
また、台風、火災などの防災面や、セキュリティ対策が問われる現代では、耐震性・防火性・ 
耐風性・防犯性を考慮した製品選びが求められています。 
この度 CLUB OZONE スクエアでは「外構」をテーマに企画展を開催します。屋根材や外壁 
材など住まいを彩り、ときには住む人を守るための外装材から、暮らしを楽しむ外まわりに関わ 
る製品までを一堂に集めて紹介します。 
製品の実物やサンプルを展示するほか、エクステリア計画のポイントや、外まわり製品の選び 
方を幅広い視点から解説します。会期中にプロユーザーに向けた連 セミナーを開催します。 

タイルで作ろうワークショップ 土・日・祝日 
予約不要/10︓30〜18︓00 参加費︓1,000 円 
会場︓6F SWAN TILE 

ザ・コンランショップ 新宿本店 インテリアコーディネートご相談 
4/26（⾦）15:00〜16:00/17︓00〜18︓00 

会場︓ザ・コンランショップ 新宿本店 定員︓各 1 組 
今日から始める︕自分だけの収納術 4/27（土）13:30〜15:00 

講師︓本多弘美（家事・収納アドバイザー） 
会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ 定員︓20 名 

改めて聞いておきたい 
レンジフードをキレイに保つコツ 4/27（土）15:30〜16:00 

会場︓6F FUJIOH ショールーム 定員︓10 名 
自分らしい家づくりは土地探しで決まる 
〜建築家と組む不 産紹介の新常識〜 4/28（日）11︓00〜12︓00 

講師︓⾼橋寿太郎（創造系不 産） 
会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ 定員︓20 名 

今だから知ってほしい︕住まいとお⾦、消費税・相続税・贈与税のこと 
4/28（日）15:00〜16:00 

講師︓山内あきよし（OZONE 住まいづくりコンサルタント） 
会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ 定員︓20 名 

 

上質な暮らしを手に⼊れるⅡ 〜リフォーム会社の事例から〜 
5/3（⾦祝）11:00〜12:00 

講師︓⾼木美奈（OZONE 住まいづくりコンサルタント） 
会場︓3F OZONE ウェルカムプラザ 定員︓20 名 

2019 インテリアトレンドセミナー 上質なインテリア空間のすゝめ 
・カラー編 4/28（日）14︓00〜15︓00 
・照明編 5/3（⾦祝）14︓00〜15︓00 

講師︓志村文⼦（OZONE インテリアデザイナー） 
会場︓4/28（日）6F 特設会場 定員︓20 名 

5/3（⾦祝）3F OZONE ウェルカムプラザ 定員︓20 名 
※会場は都合により変更する場合がございます。 

写真︓ 
日本フィスバ株式会社 

昨年開催の展示「エクステリア⼤辞典」会場より 

写真はイメージです 
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展示アイテム︓ 
屋根材/外壁材/雨とい/門扉・フェンス・塀/バルコニー・ベランダ/ポスト/宅配ボックス/表札/ 
手すり/屋外階段/玄関ドア/外付けブラインド/サッシ/オーニング/屋外照明/デッキ/外水栓/ 
ガーデン製品/雨水利用/緑化 など 
 
・CLUB OZONE スクエア 
リビングデザインセンターOZONE のメンバーシップ「CLUB OZONE」会員専用コーナー。住宅 
の建材・設備機器約 700 社 7000 冊の製品カタログ、サンプル帳を常設する「カタログライブ 
ラリー」と、約 5000 冊の住関連書籍・120 種類におよぶ雑誌の国内外のバックナンバーを所 
蔵する「ビジネスラウンジ＆ライブラリー」で構成されている。 
https://www.ozone.co.jp/space/clubozone̲square/ 
 
● 館内を巡る︕OZONE ミニツアー 
会期︓4 月 25 日（木）〜5 月 7 日（火）15︓00〜（所要時間 20 分） 
集合場所︓3F 総合インフォメーション 
定員︓各回 10 名 
主催︓リビングデザインセンターOZONE 
リビングデザインセンターOZONEには、家具やキッチン、床材など個性豊かな約35のショー 
ルームが揃います。「どこから⾒てまわったら︖」迷った時は、ミニツアーにご参加ください。 
住まいとインテリアのコンシェルジュが一緒に館内を巡り、各ショールームの商品に触れながら 
ご案内します。 
 
● 55touch（ゴーゴータッチ） 
会期︓4 月 25 日（木）〜5 月 7 日（火） 
会場︓OZONE 全館 
主催︓リビングデザインセンターOZONE 
OZONE 館内の家具・建材・設備などのショールームで、55 を超えるワークショップやトライ 
アル、職人の実演から特別なショッピングまで、ゴールデンウィークのスペシャル企画を連日開 
催します。館内各所を巡りながら、住まいやインテリアのことを学びましょう。 
館内ショールームには、イラストレーター・若村⼤樹氏が手掛けた、ユーモアあふれるイラスト 
も登場。回遊しながら、イラストを探してみるのも楽しみのひとつです。 
家族や友達と一緒に OZONE 館内を巡り、暮らしのヒントや楽しさに触れてみませんか。 
 
◎開催予定企画（内容は変更となる場合があります） 
・タイルのパズルを完成させよう︕ 
・くらべてみよう︕木のぬくもり 
・楽しい無垢材のお手入れ体験 
・無垢の木のおもちゃを⾃然塗料で仕上げよう 
・ミラーコンシェルジュで⼼拍数を測ってみよう︕ 
・羽毛ってなに︖ 比べて違いを学ぼう 
・名作椅⼦ －構造のヒミツ－ 
・触れて技法当て －伝統的な漆技法の説明と⾒分け方－ 
 
※その他、多数企画を開催予定です。 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- PRESS CONTACT - 
リビングデザインセンターOZONE 
広報 当︓太田道⼦ 
Tel.03-5322-6624 Fax.03-5322-6501  E-MAIL : press@mail-ozone.jp 
＜読者問い合わせ先＞ 
Tel.03-5322-6500（代）10︓30〜19︓00 水曜日休館（祝日を除く） 
https://www.ozone.co.jp/ 

CLUB OZONE スクエア カタログライブラリー 

イラスト︓若村⼤樹 

写真はイメージです 


