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株式会社カッシーナ・イクスシー

報道関係者各位

Cassina ixc. NEW PRODUCT

株式会社カッシーナ・イクスシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：森　康洋）は、2017年 5月25日（木）より、カッシーナ・イクスシー青
山本店にてカッシーナ及びイクスシーの新作アイテムを展示発表いたします。

【Cassina】

ダイニングシーンを演出する、以下の 2アイテムを発表いたします。
「 ICO（イコ）」チェア
「410 CAB（キャブ）」カウンターチェア

【 ixc. EDITION】

オリジナルブランドより、ソファやテーブルなど以下の 4アイテムを発表いたします。
「GRAB COMFORT（グラブ・コンフォート）」システムソファ
「GRAB BENCH SYSTEM（グラブ・ベンチ・システム）」システムベンチシート
「ARTE（アルテ）」テーブル
「TANT-TANT（タンタン）」ラウンジチェア＆オットマン

【 ixc.SELECTION】

海外セレクトブランドより、以下のアイテムを発表いたします。
「CLAY（クレイ）」テーブル　by DESALTO
「VLEGS（ヴィレッグス）」スタッキングチェア＆テーブル　by Interstuhl



【SPECIALITY ITEM】

カッシーナ・イクスシーでは、家具以外にも様々なインテリアデコレーションアイテムを取り扱い、空間全体のコーディネーションをご提案して
おります。今回はテキスタイル、生活雑貨のカテゴリーで以下の新作を発表いたします。

DEDAR　2017新作テキスタイルコレクション

ミラノのトップテキスタイルエディター「DEDAR（デダール）」の新作コレクションをカーテンやクッションにてディスプレイし、トレンドを捉えた
テキスタイルコーディネートをご提案いたします。

Bottega Ghianda

2013年よりカッシーナ・イクスシー青山本店では、「神の手を持った最後の巨匠」と言われたピエルルイジ・ギアンダの作品を取り扱っており
ますが、巨匠亡き後バトンを受け取り2015年にブランドを引き継いだBottega Ghiandaの製品を、このたびリローンチいたします。現在は
ミケーレ・デ・ルッキをアートディレクターに迎え、彼の木に対する熱い想いとともに、世界中のファンを魅了し続けています。

◆展示テーマ “ Welcome Home - Good morning! - ”

柔らかな光がふりそそぐ中に上質なテキスタイルが作りだす、リアルでコージーな生活空間。オフの日も仕事の日も、”Good morning! ”と
いう朝のあいさつからスタートします。爽やかな一日の始まりを家やオフィスに人を招き共に過ごすというこれからのライフスタイルとして、五
感が満たされる空間コーディネートとともにご提案します。
また、生活雑貨の新作は“Pure Celadon（ピュア・セラドン）”をテーマにセレクトし、優しい色合いで心地よい空間づくりを演出します。

■会期

青山本店、大阪店：2017 年 5月26日（金）～ 6月6日（火）
名古屋店、福岡店：2017 年 6月1日（木）～ 6月13日（火）

是非ご高覧賜りますようお願い申し上げます。



ICO　イコ
Design by Ora ito

410 CAB　キャブ
Design by Mario Bellini

2016年ミラノ・サローネで発表された、オラ・イトによる木製フレームのダイニングチェアです。Cassinaのアーカイヴを参照し、
1950年代にイコ・パリージがデザインした814チェアへのオマージュとして、名前も「ICO」と名付けられました。すべて無垢材
を使用しているフレームにはCassinaの卓越した木工技術が遺憾なく発揮されており、クラフトマンシップと最新のテクノロジー
が合わさって生み出されました。アームレストは低めにデザインされているため、どのようなテーブルにも合わせることができます。

W560×D590×H770（SH440,AH620）　　　￥220,000～

イタリアデザイン界の巨匠、マリオ・ベリーニが1977年にデザインしたコンテンポラリーデザインの名作「CAB」シリーズのカウ
ンターチェアです。カッシーナ独自の厳しい基準をクリアーした最高級の鞣し革は、使い込むほどに身体に馴染み、味わいを深

めていきます。通常のCABチェアと同じくカラーは16色展開で、高さは2種類からお選びいただけます。

W550×D510×H1000（SH680）　　　　　　￥270,000
W550×D510×H1120（SH810）　　　　　　￥280,000



GRAB COMFORT system sofa　グラブ　コンフォート
Design by ixc.R&D

GRAB BENCH SYSTEM bench　グラブ　ベンチシステム
Design by ixc.R&D

シートクッション、アーム、木天板などのパーツを自由に組み合わせることのできるシステムソファです。オフィスや公共のコミュニケー

ションスペースなどに最適で、無数の組み合わせがオリジナリティのあるレイアウトを可能にします。

（参考レイアウト）W2960×D2320×H570（SH370・AH570）　　￥1,029,000～ /一式

2015年秋の発表以来オフィスや公共スペースのソファとして人気のGRABシリーズに、レジデンシャル向けのシステムソファが新
たに登場しました。GRABシリーズの脚部の軽やかな形状はそのままに、シャンパンゴールド色と、ブラック色を追加。背クッション
はパンのようにふんわりと柔らかく、座り心地を追求しています。

2P W1780×D920×H835（SH440,AH635） 価格未定
 W2180×D920×H835（SH440,AH635） 価格未定
カウチ W2400×D1625×H835（SH440,AH635） 価格未定
 W2700×D1625×H835（SH440,AH635） 価格未定
オットマン W920×D720×440 価格未定



ARTE table　アルテ
Design by ixc.R&D

TANT-TANT lounge chair & ottoman　タンタン
Design by Kanji Ueki

ダイニングテーブルとして「美味しそうなテーブル」というコンセプトから生まれました。食欲をそそるようなふくらみ感のある脚部は、細

すぎず適度にカーブした彫刻的な形を意識し、その芸術的な要素からARTE（アルテ）と名付けられました。直線は用いず全体的
に丸みを帯び、天板の縁をカーブさせ手触りよく仕上げています。親しい人たちとテーブルを囲む温かい雰囲気が思い浮かびます。

天板と脚部は2色展開で、４つの組み合わせから空間に合わせた仕様をお選びいただけます。

W1650×D850×H720　　　￥490,000～
W1800×D900×H720　　　￥543,000～
W2200×D900×H720　　　￥620,000～

植木莞爾氏デザインのラウンジチェアが登場しました。1960年代のイタリア・ミラノをイメージしてデザインされたTANT-TANT（タン
タン）アームチェアと同様に、どこか懐かしさを感じられる優しい雰囲気が特徴です。空間を遮らない背の高さ、ちょうどよいやわらか

さの座り心地、背中のホールド感など、随所にこだわりが感じられます。オットマンは、ラウンジチェアと組み合わせて使うほか、単独

でスツールとしても使用可能です。

ラウンジチェア　W680×D690×H705（SH390,AH545） ￥158,000～
オットマン　　　W590×D500×H390 ￥77,000～



CLAY / CLAY MINI table　クレイ / クレイ ミニ

Design by Marc Krusin

ピュアで洗練されたエレガンスをまとうテーブルCLAY（クレイ）は、2015年のミラノ・サローネで発表されました。円錐形のベースの
先端に大きな円形の天板が絶妙なバランスで浮かんでいるようです。手作業で表面に施されるクレイ仕上が、独特の表情を生み

出しています。発表以来、 Iconic Design Award 2015、 Good Design Award 2016 、 the Red Dot Awardプロダクトデザイン
部門2016など、すでに数々のデザイン賞を受賞しています。ダイニングテーブルからサイドテーブルまで、様々な仕様をお選びいた
だけます。

＜CLAY＞
セラミック　ガラス　MDFクレイ

φ1200～ 1800×H730 ／ 735 ／ 745 ￥590,000～
W1600×D1000×H730 ／ 735 ／ 745 ￥730,000～
W1800×D1200×H730 ／ 735 ／ 745 ￥780,000～　　他
＜CLAY MINI＞
φ500～ 750×H450 ／ 550 ／ 650  ￥200,000～

セミナールームやカンファレスホールに最適なソリューションをもたらす、インタースツール社のVLEGSシリーズ。その名の通りチェ
アもテーブルも、楕円形のスティールフレームがV字の形状をしています。そのため、真上に向かって垂直にスタッキングしていくこ
とができる、安定性と省スペースを叶えるデザインです。

ポリプロピレン/ウッド
チェア W510×D565 / 550×H820（SH435） ￥39,000～
テーブル W800～ 1800×D800×H740 ￥115,000～
ベンチ W1100～ 1700×D450×H470 ￥116,000～

VLEGS IS3  stacking chair & bench & table　ヴィレッグス
Design by Martin Ballendat



Bottega Ghianda　（青山本店のみ）

ユニークな発想と最高の職人技術をもってつくられるBottega Ghianda（ボッテガ・ギアンダ）の作品は、複雑かつ繊細なジョイント
を使用し、さまざまな木材に挑戦しながら、全て職人の素晴らしい手仕事によって製作されています。

Calzascarpe　シューホーン　170×40mm　￥15,000
Squadretta　定規　45°/250×180mm　　30°/250×150mm　　各￥32,000
Etagère　シェルフ　W480×D430×H1730mm　　￥850,000
Parola amore　AMOREワードパズル　60×60mm　￥80,000
他17アイテム

ixc. by Pinetti　イクスシー バイ　ピネッティ

Pinettiの物語は、1983年にスタートしました。建築家のアルベルトと妻エヅィアは、たくさんのゲストを招く部屋を飾れるような、トレ
イやボックスを作り始めます。その品質は彼らの友人や知人の間で評判となり、Pinetti社を設立するに至りました。現在はイタリア・
ベルガモに本社を構え、世界中に上質な革小物を販売しています。

カッシーナ・イクスシーでは、当社のオリジナル商品として刻印の入った革小物を展開。デスクまわりからギフトまで、幅広い商品を取

り揃えました。

ARES ボックス
大：コーヒー / トープ 345×475×195mm ￥52,000（税抜）
小：クリーム / トープ 265×365×165mm ￥41,000（税抜）

Square ペンシルカップﾟ ブラック / グレー / キャメル
90×90×90mm ￥23,000（税抜）

※実際の取扱い色と写真が異なる場合があります。



DEDAR

洗練されたデザインと上質さから、世界中のトップブランドやラグジュアリーホテルで採用されているDEDAR（デダール）のテキスタイル
コレクション。その数は300種類にもなり、幅広いカラーパレットは世界中の有名デザイナーに支持されている理由の一つです。イタ
リアンテキスタイルの一大産地であるコモ近郊に拠点を置き、知識と経験豊富な職人とともに、自由なインスピレーションで、エレガン

ス、革新、品質、カラートレンドの研究を重ね、唯一無二の素晴らしいテキスタイルデザインを生み出し続けています。

■2017 COLLECTION
2017年の新作コレクションは、これまで以上に視覚表現とテキスタイル・アートの関係を探求。視覚表現とテキスタイル・アートは
DEDARのノウハウをよく表している特徴であり、今年はジャカード織のファブリックで表現しています。
ゴールドとシルバーが入った光沢感のあるイレギュラーヤーンが、クリエイティブで実験的なアプローチや高い技術的ノウハウを表す豊

かな織りを生み出し、ハンドペインティングのような職人技から、箔押しやオートクチュール刺繍まで、数々の技術が用いられています。

ブークレウール、シェニール、ベルベット、光沢のあるタフタなどの柔らかなテクスチャーや難燃生地のシリーズも発表されています。機

能的でエレガントなファブリックは、仕上げに優美な効果をもたらします。ファブリックの印象を左右する大胆なパターンを主役とし、そ

れぞれのディテールがデザインにオリジナリティを与えているコレクションになっています。



Home Furnishing　“Pure Celadon”

セラドンカラーと呼ばれるグレーがかった薄いグリーンをベースに、テラコッタやサフロンといった優しい暖色を加えた、温かみのあるア

イテムを展開します。ガラスや白い陶器などのクリーンで洗練された素材に、アートクラフトなアイテムを加え、穏やかな雰囲気を演

出します。

FINNSDOTTIR
2009年にThora FinnsdottirによってスタートしたFINNDOTTIR（フィン
ドットワー）。デンマークで製作されるアイテムは、主にスカンジナビア地方

で販売されています。イマジネーションを掻き立てるようなアイテムは、ご自

宅のインテリアをより活き活きとさせ、空間に新たな魅力をもたらします。

Il Laboratorio Castello
ジョルジオ・リッカルディによって1992年にスタートした陶磁器のスタジオ
で、その職人的な繊細さとエレガントさによって注目されているブランドです。

ミラノのデザインスクールを修了後、釉薬の会社で働き、さらに海外でも経

験を積んで自身のスタジオを立ち上げました。仕事に対するこだわりはラグ

ジュアリーブランドからも高く評価されています。

POMAX
主に東ヨーロッパからガラス製品を輸入することからスタートし、現在はライ

フスタイルを提案する会社にまで成長しました。年に2回発表される新作
は、キャンドルのような雑貨からテキスタイル、家具まで幅広く発表されてお

り、デザイナーは常に最新のトレンドと素材を意識しています。1995年に
アントワープで設立してから5,000以上のアイテムを提案し、現在も心地
よい空間をつくるためのアイテムを生み出し続けています。

Schlittler
1928年スイスで創業したSchlittler（シュリットラー）。スチール加工業か
ら始まり1950年代にバスケットの輸入を始めたのをきっかけにインテリア
アイテムの製造・販売をはじめます。商品の多くは自社でデザインされ、ヨー

ロッパ的でコンテンポラリーながら独特な魅力溢れるインテリアデコレー

ション商材を展開しています。

Vanessa Mitrani
フランス人デザイナー／クリエーター。パリのENSAD（装飾芸術学校）で
家具デザインを修め、1999年の卒業後キャリアをスタートさせます。翌年
Ligne Rosetの為の最初のフラワーベースコレクションを手掛け、その後
2002年自身のオフィスを設立。自身のオリジナルプロダクトの製作の他
に他社の家具やオリジナルオブジェのデザイン及びプロデュースを手掛け

るなど幅広い活動を行っています。

BAOLGI
本来アジア伝統工芸品であるアジアのかご類にヨーロッパ的なテイストを

加え生産したケタック・ラタン商材を展開するフランスメーカーのBaolgi（バ
オルジ）。スタンダードなフォルムは安心感のあるデザインで、且つ類似の

かご製品とは一線を画す品質の商品は、フランスを中心としたレストランや

ホテルでも使用されています。

coming soon




