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2019 年 8月吉日
株式会社カッシーナ・イクスシー

2019 年新作展示「ALTA MODA ― DRESS-UP ! 」
10 /3( 木 ) スタート
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、2019年10月3日（木）より、カッシーナ・イクスシー

青山本店において「ALTA MODA（アルタ・モーダ）―DRESS-UP !」と題した新作展示を展開いたします。

■新作アイテム
以下のラインナップを展示発表いたします。
Cassina
・DRESS-UP!（ドレス・アップ！）システムソファ、ローテーブル

・BACK-WING（バック・ウィング）チェア

・BOBOLI（ボボリ）センターテーブル、サイドテーブル、
コンソール

・CAB（キャブ）チェア

新仕様

ixc. SELECTION
・SHARA（シャラ）スウィベルラウンジチェア（PHILIPPE HUREL）

・SKIN（スキン）テーブル

・CARDINAL（カーディナル）スウィベルチェア（PHILIPPE HUREL）

・GOLRAN(ゴラン)新規取り扱いラグブランド

・RALPH（ラルフ）テーブル（PHILIPPE HUREL）

・SOCIETY

・COSIMA（コジマ）
コンソール（PHILIPPE HUREL）

・生活雑貨

・ALZIRE（アルジール）
ミラー（PHILIPPE HUREL）
・SLIM CHAIR（スリム・チェア）スタッキングチェア（Alias）
・FRAME STOOL（フレーム・スツール）カウンターチェア（Alias）

木天板仕様（DESALTO）

2019AW新作「UNEXPECTED VISIONS」
2019AW新作「HOME JEWELS」

■アート・ギャラリーDELL’ARTE 「INTO LIVING -家住利男・ガラスの仕事-」
青山本店 2 階のアート・ギャラリー DELL’ARTE（デラルテ）
では、ガラス作家 家住利男の展覧会を開催いたします。

■特別展示「ALTA MODA－DRESS-UP！」
青山本店、福岡店：2019年10月3日(木)～11月5日(火)
名古屋店、大阪店：2019年10月10日(木)～11月12日(火)
※青山本店は 10/18( 金 ) ～ 10/27( 日 ) に開催される DESIGNART TOKYO 2019 に、上記新作展示会の内容で参加いたします。

ぜひご高覧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

＊ALTA MODA
「ALTA MODA（アルタ・モーダ）」とは、
「オートクチュール」のイタリア語です。クチュリエが限られた顧客のためにオリジナルな衣裳をデザインし、生地・
仕立ても含め最高級の完成度を持つ真のオートクチュール。カッシーナ・イクスシーが提供するトータルコーディネートサービスは、まさにインテリアのオート
クチュールと言えます。直営店では複数のコーディネートサンプルを展示でご覧いただき、お客様のそれぞれのライフスタイルに合わせて仕様や張地を選び
ます。テキスタイル、照明、ラグ、アート、雑貨など、アクセサリー等のデコレーションアイテムを丁寧にセレクトすることで、
「プレタ・ポルテ
（既製品）」
ではない
その人だけの特別なコーディネートが完成します。スタイルの選定、デザイン、仕上がりまでを一貫してプロデュースできる点に、カッシーナ・イクスシーの
オートクチュールのメリットがあります。インテリアにおける「自分らしさ」とは何か。ファッションで自分らしさを表現するように、日々暮らす空間づくりにも
数多くの選択肢があり、自分のライフスタイルにフィットするオリジナルのコーディネートの過程を楽しんでいただきたい、そのような想いから2019 年は一年
を通して
「ALTA MODA」をテーマに展示展開しています。

DRESS-UP! sofa（ドレスアップ ソファ & ローテーブル）

デザイン: Rodolfo Dordoni（ロドルフォ・
ドルドーニ）

洋裁の技術を想起させるエレガントなディテールが特徴的なシステムソファ。バックレスト・アームレストのステッチが
独特で、テーラーメイドのドレスのようにグログランテープによって縁どられた輪郭、そしてソファのベースに向かって走る
ジッパーもデザインの一部となっています。シェーズロングのシートはアシンメトリーな形状で、背面の一部がオープンに
なった仕様など、ユニークなレイアウトと多目的な用途を実現します。
同シリーズのローテーブルコレクションは木製の円形デザインで、サイズ違いを組み合わせながらソファとともにリビング
スペースを彩ることができます。
2人掛両アーム

W2300×D980×H670（SH400）mm

￥1,240,000～

3人掛両アーム

W3200×D980×H670（SH400）mm

￥1,620,000～

2人掛エンドユニットオープンバック片アーム

W1780×D980×H670（SH400）mm

￥860,000～

シェーズロング

W1160×D1650×H670（SH400）mm

￥990,000～

スツール

φ400×H450mm

￥160,000～

オットマン

φ800×H350mm

￥210,000～

テーブル

φ1200×H370mm

￥890,000～

φ600×H520mm

￥650,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

BOBOLI low table & console（ボボリローテーブル & コンソール）

デザイン: Rodolfo Dordoni（ロドルフォ・
ドルドーニ）

ロドルフォ・ドルドーニがデザインしたBOBOLIテーブル。ベース部分は、ツイストしたメタルのプレートが彫刻のような美し
さを放ち、他にはない華やかな個性で人気を博しているアイテムです。BOBOLIにローテーブル、サイドテーブル、コンソール
のコレクションが加わり、ダイニングスペースのみならずリビングなどで幅広くBOBOLIの美しいデザインをお楽しみいただ
けるようになりました。

サイドテーブル
ラウンド

φ600×H550mm

￥210,000～

オーバル

W700×D460×H550

￥210,000～

センターテーブル
ラウンド

φ900／φ1200×H410mm

￥390,000～

オーバル

W1500×D900×H410mm

￥420,000～

コンソール

W1600×D500×H600mm

￥470,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

BACK-WING chair（バックウィング チェア）

デザイン:Patricia Urquiola（パトリシア・ウルキオラ）

パトリシア・ウルキオラがデザインしたBACK-WINGチェアは、木工のクラフトマンシップと上質なレザーの手触りを掛け合
わせ、建築的なフォルムとともに最高の快適性を作り出しています。無垢のアッシュ材、アメリカンウォールナット材を用いた
力強い印象のフレームとは対照的に、薄く仕上げたレザーシートが紙片のようにフレーム上に被せられ、後方部分が折れ曲
がっているデザインが特徴的です。ステッチは目に見えないような構造で、レザーのパイピングが上品にチェアの輪郭を際立
たせています。
W510×D570 ×H750（SH460）mm

￥190,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

CAB chair（キャブ チェア）

デザイン: Mario Bellini（マリオ・ベリーニ）
マリオ・ベリーニによってデザインされたCABチェアは、1977年の発表以来Cassinaの工場で絶え間なく作り続けられて
いる、世界的に人気のベストセラーアイテムです。メタルのフレームに厚革のジャケットを着せたような、画期的なデザイン。
16のレザーパーツが14の工程を経て作られたカバーは、脚部の内側のジッパーを締め上げることでオーダーメイドのように
ぴったりとフレーム密着する構造になっています。
2019年4月にミラノで発表されたカウンターチェアのローバック・スリムタイプがコレクションに加わり、厚革のバリエー
ションも増えました。レザーシューズのように手作業でグラデーション加工された新仕上げは、シェイデッドブルー、シェイ
デッドバーガンディ、シェイデッドグリーン、シェイデッドマロンの4色展開です。
アームレスチェア
412

W525×D470×H810（SH430）mm

￥198,000 ／ シェイデッドカラー ￥280,000

アームチェア
413

W620×D520×H815（SH445、AH650）mm

￥330,000 ／ シェイデッドカラー

￥460,000

カウンターチェア
410 (通常)

W550×D510×H1000 ／ 1120（SH680／810）mm

410 (ローバック) W480×D510×H890 ／1020（SH680／810）mm

￥285,000～
￥270,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

SHARA lounge swivel chair（シャラ スウィベルラウンジチェア）

デザイン:Philippe Hurel（フィリップ・ユーレル）

背もたれとアームを兼ねたL字のバックレストが
特 徴 的な、スウィベルタイプのラウンジチェア
です。18世紀のゲームルームで人気のあったチェ
アをイメージしています。左アームと右アームの
2種類で、2つを左右対称にレイアウトすることも
可能 です。シートが 円 形 のため、どの方向から
掛けるかは 座る人の自由 。アームを正 面にして
座れば、読書の際のひじ掛けとしても機能します。
W600×D630×H780（SH450）mm ￥320,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

CARDINAL swivel chair（カーディナル スウィベルチェア）

デザイン:Philippe Hurel（フィリップ・ユーレル）

丸い座面に丸みのある背がかわいらしいフォルムの、アームレスタイプ
のダイニングチェアです。シートは回転式のため、チェアを押したり
引いたりすることなく身体の向きを変えるだけで立ち座りの動作を
容易にします。脚端に向かって少し角度の付いたクラシカルな要素が
フィリップ・ユーレルらしいデザインです。
W540×D610×H810（SH470）mm ￥240,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

RALPH table（ラルフ テーブル）

デザイン:Philippe Hurel（フィリップ・ユーレル）

円形の木製テーブルR ALPH（ラルフ）。シャープでグラフィカルな
ベース部分は、堅牢さと軽さ、両方の印象を与えます。材種はホワイ
トアッシュ材（仕上げ4種類）とエボニー材をお選びいただけます。
ホワイトアッシュ材は縦目と横眼を交互に貼った「市松貼り」、エボ
ニー材は木目を放 射線状に広げた「矢羽根 貼り」で、材 種によって
雰囲気が大きく変わります。
φ1200／φ1500×H730mm

￥1,100,000～

本カタログの価格は全て税抜表示です。

COSIMA console（コジマ コンソール）

デザイン:Philippe Hurel（フィリップ・ユーレル）

台形を逆さにしたようなシャープなデザイン。フィリップ・
ユーレルらしい木の質感を感じながらも、ベースに走る
2本のメタルのラインがモダンな印象を与えます。中央に
空間の抜けがあることで、コンソール上にディスプレイ
される小物やアートが映えるよう計算されています。
W1700×D400×H850mm

￥530,000

本カタログの価格は全て税抜表示です。

ALZIRE mirror（アルジール ミラー）

デザイン:Philippe Hurel（フィリップ・ユーレル）

高さ200cmの大きなミラーは、全身をしっかりと映し出してくれる
サイズです。床置きタイプで、木のフレームには波上のデザインが施
され、フィリップ・ユーレルのディテールへのこだわりが見て取れます。
W850×H2000×d45mm

￥400,000

本カタログの価格は全て税抜表示です。

GOLRAN 1898
カッシーナ・イクスシーでは、ミラノを拠点とするラグブランドGOLRAN（ゴラン）の製品の取り扱いをスタートいたします。
GOLRAN（ゴラン）の歴史は1898年ペルシャのマシャドでカーペットの製造、取引から始まりました。代々引き継いだ
家族経営で、1968年よりミラノに本社を置き、現在はネパールで製造し、パリでアート・ディレクションを行っています。
尽きることのない技術、信頼、情熱とともに、これまでの技術を生かし続けることへの欲求と革新への想いが企業の
アイデンティティを形成し、職人の創造的なプロセスと、あらゆる時間と場所の芸術的表現やデザイン表現の影響を
意識しています。
コンテンポラリーコレクションでは、India Mahdav iやPiero L is soniなど、時 代をリードする様々なデザイナーと
協業しています。

SOCIETY 2019AW「UNEXPECTED VISIONS」
2019年秋冬コレクションは「UNEXPECTED VISIONS」と題し、鮮やかな色味とくすんだ色味とを組み合わせたカラー
パレットを展開します。伝統的なタータンチェックを柔らかく表現し、ピンクがかったカカオや深みのあるボトルグリーン
と組み合わせることで、ベルベットのような優しい感覚を呼び起こします。

HOME FURNISHING 2019AW「HOME JEWELS」
ジュエリーを身にまとうとエレガントな装いと完璧なスタイリングが完成するように、2019年秋冬の生活雑貨コレク
ションは、お部屋を着飾るジュエリーとしてのアイテムをご提案します。色鮮やかなアイテムに、ダイヤを連想するカット
やゴールド・シルバーを組み合わせ、ラグジュアリーに仕上げます。

art gallery DELL’ARTE「INTO LIVING - 家住利男・ガラスの仕事 -」
青山本店2階のアート・ギャラリーDELL’ARTE（デラルテ）では、ガラス作家 家住利男の展覧会を開催いたします。
家住利男は、積 層の板ガラスを素材にしてダイレクトカービングという技 法と理 論に基づいて作品を制 作し、この世界で 一人者という
評 価を国内外で獲得してきました。それは単なるガラスの塊の加工では得られない、積層が果たす美しさーいわば織りなす光の解析ー時
に節理を以て、時に自在な輝きを放ち、対峙する者をとらえて離しません。それは見ると同時に触る、探るといった身体の疼きを誘います。
作品はそのまま自然の中に置かれたとしても何の違和感もなく、時に湛えられた水、または落下してくる流水にも見え、私たちの心に侵入
を始めます。カッシーナ・イクスシーは家具、工芸、アートなど、多くの空間に彩る商品を扱ってまいりました。本展の家住作品は、その美し
い空間を相互に結び付ける大きな力を見せてくれる上、新たな生活を豊かにするアートの可能性を予感させるものです。
会期：2019年10月3日(木)～11月5日(火)
場所：青山本店2階 アートギャラリーDELL’ARTE
家住利男 Toshio Iezumi
1954 栃木県生まれ
AWARDS
1986 国際ガラス工芸展'86 優秀賞 金沢市
工芸都市高岡'86クラフトコンペ 金賞 高岡市
1993 サントリー美術館大賞展'92 佐治奨励賞 サントリー美術館
SOLO EXHIBITIONS
1998 Chappell Gallery (ボストン, アメリカ)
Habata Gallery (シカゴ, アメリカ)
2002 Chappell Gallery 2004,2006,2008(ニューヨーク, アメリカ)
2016 堀光美術館 (三木市 兵庫)
2017 「削りの形」富山ガラス美術館（富山市 富山）
COLLECTIONS
ボストン美術館 (ボストン)、Museum of Art and Design (ニューヨーク)
東京近代美術館 (東京)、北海道立近代美術館 (札幌)、金沢21世紀美術館 (金沢)
その他多数

