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2018年5月30日（水）～6月1日（金） 
東京ビッグサイトにて開催されるインテリア・デザインの国際見本市  

インテリア ライフスタイル  Interior Lifestyle Tokyo 2018 

メソッド 山田遊がアトリウム特別企画のディレクターを担当 

テーマは、「For Here or To Go?」 

5月30日(水)～6月1日(金)にかけ、東京ビッグサイトの 西 1・2・3・4 ホール及びアトリウムで開催されるイ

ンテリア・デザインの国際見本市「インテリア ライフスタイル 」。 

今年は、国内より 615社、海外 29カ国・地域から195社と総勢810社が出展いたします。 

毎回テーマが変わるアトリウム特別企画にて、メソッドの山田遊が、「For Here or To Go?」のテーマのもと、

アトリウム・ディレクターをつとめ、新しい商談の場作りを試みます。 

開催概要 
会期   2018 年 5 月 30 日(水)- 6 月 1 日(金) 

会場   東京ビッグサイト 西 1・2・3・4 ホール+アトリウム  

時間   10:00 - 18:00(最終日は 16:30 まで) 

主催   メッセフランクフルト ジャパン(株) 

出展者数    約 810 社 / 30 カ国・地域(5 月 14 日現在) 

URL       www.interior-lifestyle.com 

Facebook　 @interior.lifestyle 

Instagram @interiorlifestyletokyo 

ハッシュタグ  #interiorlifestyletokyo 

アトリウム特別展示 
コラボレーションディレクター 山田 遊 /株式会社 method 代表 http://wearemethod.com 

グラフィックデザイン  池田 充宏 /DRAWER inc.   www.drawer.co.jp 

空間デザイン   小林 恭+マナ/設計事務所 ima  www.ima-ima.com 

カフェ    塚本 晃弘 /CPCenter   www.cpcenter.net 
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アトリウム特別企画 テーマ「For Here or To Go?」 
海外のファストフード店やコーヒースタンドでもお馴染みのこのフレーズは、ここで食べるか、持ち帰るかという意味です
が、商談をここで詰めるか、社内で会議するか、とバイヤーの意識を問い直すテーマ。見本市はものを見るだけでなく、話

をすることが大事であるとの考えのもと、バイヤー、商社、メーカー、デザイナー、プレスなど出展者と来場者が気 軽に会

えて世間話や挨拶が買い付けや企画に繋がっていくような、ものとことが絶妙なバランスで共有できる場所をイメージ。出
展商品の導入を検討しやすい工夫や、ものが生まれる前段階でのアイデアや情報のトレードもしやすい環境作りで今後の展

示会の理想 形を目指します。会場構成はシンプルに実際の店舗づくりと同じように間口を広げて奥行きを浅くし、来場者が
さっと歩くだけで商 品が見れるようなブースに、家具、インテリア小物、テキスタイル、ファションアイテム、フードなど
暮らしを彩る様々なアイテム が並びます。中央にはテーブルが用意され、物をきっかけに話ができるような構成に。会期中

は山田自身のオフィスをアトリウム 会場に移し、様々な出会いや交流を体現していく予定です。 

Sign Board 
アトリウム内の各ブースには、新作や即納商品のデリバリー

スケジュールが一目 で分かるサインボードが取付けられて
います。視認性が高く、写真を撮って出展者の情報を記録
する事にも適しています。効率的な商談にお役立てくださ

い。 

CAFE 
アトリウム内には、「For Here or To Go?」にちなんだ

特設カフェを併設。味に こだわったコーヒーや手軽に食事
ができるサンドイッチをご用意しています。 会場での休憩
にも、持ち帰って楽しむのにもぴったり。ぜひご利用くだ

さい。 
 

 

関連トーク　会場 : 東京ビッグサイト 西 1 ホール LIFESTYLE SALON 会場 
独自の視点とネットワークで国内外の優れたプロダクトを発信する人気ショップのバイヤーを迎え、「バイイングの視点」

をテーマに 山田遊と対談を行います。 

5月30日 (水) 14:00 - 14:45　「THE CONRAN SHOP の視点」 
大野 賢二 / コンランショップ・ジャパン執行役員 商品部部長 ×山田 遊 

5月31日 (木) 14:00 - 15:00　「南貴之の視点」  
南 貴之 / alpha 代表取締役 / クリエイティブディレクター × 山田 遊 

6月1日(金) 13:30-14:30　　「CIBONEの視点」  
今川 拓人 /ウェルカムCIBONEチーフバイヤー×山田遊 

その他、業界で活躍する有識者の方々を迎え、デザインとビジネスを繋ぐセ ミナーやトークセッションが開催されます。 
詳細はこちらからご覧ください。https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/visitors/events/talkshow/talkshow-1.html 

インテリア ライフスタイル  Interior Lifestyle Tokyo 2018全体のプレス情報については、 
下記よりご確認ください。 
http://dailypress.org/wordpress2017/wp-content/uploads/2018/05/
ILT2018_release_vol2.pdf 

Interior Lifestyle Tokyo 2018 プレスお問い合わせ先 
メッセフランクフルト ジャパン(株) 担当 柏木 
Tel. 03-3262-8453　Fax. 03-3262-8442　press@japan.messefrankfurt.com 
デイリープレス  担当 川村美帆 
Tel. 03-6416-3201　Fax. 03-6416-3202　mihokawamura@dailypress.org 
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method｜メソッド 

デザイン、ファッション、アート、工芸、食など、一切のジャンルを問わず、より自由な見地から、あらゆる分野で産み出されるモノに対
しての「潤滑油」としての役割を果たすべく、店づくりを中心に、日々、様々な仕事をてがけ、代表 山田遊のもと、ショップのバイイング
やディレクションを手掛けています。 
methodなりの視点や言葉、また、その結果としての行動と表現を介することで、モノの作り手や売り手、さらには受け手との狭間で媒介
となり、良きモノが持続して作られ、また、より良きモノが新たに産み出されていく。 
そんな状況が実現することを夢見て、まずは、身の周りから、現状を更新することに対して情熱を注ぎ、結果、より成熟した社会が成立し
ていくことを、理想として掲げています。 

山田遊（バイヤー、監修者） 

東京都出身。 
南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年、method（メソッド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動を始める。現在、
株式会社メソッド代表取締役。2013年「別冊Discover Japan 暮らしの専門店」/エイ出版社、2014年「デザインとセンスで売れる ショッ
プ成功のメソッド」/誠文堂新光社 が発売される。各種コンペティンションの審査員や、教育機関や産地などでの講義・講演など、多岐に
渡り活動中。 

活動内容一例 

ショップディレクション、バイヤー、VMD業務 
国立新美術館内ミュージアムショップ「SOUVENIR FROM TOKYO」 
国内初のグッドデザイン賞受賞商品の常設型ショップ「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」 
職人技の工芸品からご当地食材まで三重を丸ごと楽しめるお店「ゑびや商店」、etc. 

イベント関連 
燕三条地域の工場を開放するイベント「燕三条 工場の祭典」全体監修、etc. 

プロダクト開発、監修 
東京タワー オリジナルグッズ、etc. 

贈呈品セレクト 
APEC JAPAN 2010（アジア太平洋経済協力会議）、IMF（国際通貨基金）・WB（世界銀行）年次総会 2012、 etc. 

methodが運営するギャラリースペース　(PLACE) by method、CIRCLE 
ファッションの展示会や受注会、クリエイターの展覧会会場として、活用いただいています。 
貸し出し等につきましては、個別にお問い合わせ下さい。 
 
 

 

General Contact： method inc.    150-0011東京都渋谷区東1-3-1 カミニート14号 
   Tel：03-6427-9296　 Fax：03-6427-9297　 mail：info@wearemethod.com 
method Press Support：  HOW INC.    
   Tel：03-5414-6405  Fax：03-5414-6406　    mail：info@how-pr.co.jp
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