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株式会社東急ハンズ（東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 美博）は、クリエイターが東急ハンズの

ためにデザインした、2011 年デザインカレンダーを 10 月 18 日(月)より全国の東急ハンズにて発売いた

します。 
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日々のデザインワークに対して

理念と言える程、大それたもの

はありませんが、その時々に対

して、楽しいこと・新しいことを

導きだす「善いアイデア」と、暮

らしという日々の環境に馴染む

風合いや、適度な存在感といった目に見えない総合

的な「心地」のバランスがとれたデザインを心がけて

います。 
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プロダクトデザインを主に、

シンプルでありながら退屈で

はない造形、また使う空間・

人・時間によって活かされる

デザインを日々探求し、もの

作りを行っています。加え、素材自体が持つ「美」「価

値」「機能」をデザインというフィルターを通して表現し

たいと考えています。 
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文具やバッグなどを中心

に企画、デザインを行って

います。自然な行為や習

慣などに着目し、モノにと

どまらないひろがりを見つ

めながらデザインをしてい
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ナーとして活動しています。2001 年にオリジナルデ

ザイン家具とインテリア雑貨のショップをオープンしま

した。併設の工房ではプロトタイプやカスタムメイド家

具も製作しています。 
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■オリジナルカレンダーの紹介（7 点） 

 

 

GAKU OTOMO 

LIGHT （壁掛け：230mm×380mm/卓上：

210mm×110mm） 

壁掛け 1,200 円(税込) 

卓上 900 円(税込) 

原材料 = 紙・数字。必要 小限の要素のみで

構成されたカレンダー「LIGHT」。 

数字の配列と色の関係性のみで「暦」を成立さ

せたこのカレンダーは、情報が満載の一般的

なカレンダーと比べ不思議と見やすく、その凛

とした佇まいは和的な感覚さえも呼び起こしま

す。また、Ａ５やＢ６といった規格で定められて

いる寸法を若干逸脱することで、シンプルなが

らも存在感のある仕上がりとなりました。 

 

 

GAKU OTOMO 

BIG NUM （SIZE：514mm×758mm） 

2,500 円(税込) 

大きな数字と毎月変わる色が楽しい、ポスターサ

イズのカレンダーです。 

全面に印刷された色は毎月が違う色。お部屋の

雰囲気と同時に気持ちまでガラリと変えてくれま

す。ポスターとして壁に貼ることはもちろん、フレ

ームに入れて壁に立てても OK。すこし寂しいか

なと感じていたお部屋やオフィスをパッと明るくし

てくれます。12 月は他の月よりもちょっと贅沢なシ

ルバー色で 1 年の 後を締めくくります。 



大島 邦昭 

HANG （SIZE：60mm×

210mm） 

900 円(税込) 

小スペースで使えるコン

パクトな壁掛カレンダー。

木ピンに掛かっているだ

けなので、差替えも簡単で

す。また、スライドさせれ

ば、他の月を確認する事

もできます。単色構成で、

日・祝は太字にて表現さ

れています。 

 

 

大島 邦昭 

BOTH FACES  

（SIZE：210mm×75mm） 

900 円(税込) 

両面使えるフレシキブルな卓上カレンダー。表／

裏をなくしたコトで、どんなスペースにもレイアウト

が可能です。単色構成で、日・祝は太、前後月は

薄字にて表現されています。 

 

 

 

植木 明日子 

gradation seasons 

（size：200mm×

200mm） 

1,500 円(税込) 

1～12 の「月」は暮

らしをさりげなく区

分し、その「月」の

数字が表す季節の

イメージを私達は

想像することもでき

ます。一方で区分と

は関係無く、ゆるや

かに時間はつなが

って流れています。このカレンダーには 3 種類

のかたちの穴があいていて、次の月のシートの

色がのぞくようになっています。「いろ」と「かた

ち」というシンプルな要素から次の「月」を少し

だけ想像し、ゆるやかに過ぎていく季節の移り

 

haaz  (橋本誠・橋本小百合・長谷川直子) 

麻糸カレンダー （size：105mm×105mm） 

800 円(税込) 

季節の色の麻糸をつけたカレンダーです。 

1 月朱赤、2 月蜜柑色、3 月山吹色、4 月若菜色、

5 月緑色、6 月浅葱色、7 月水色、8 月群青色、9

月桔梗色、10 月葡萄色、11 月赤紫色、12 月紅

色。 

1 年分重ねて吊るすと 12 色の糸が重なってきれ

いです。定型封筒に入れて送れるサイズです。 

 

変わりを楽しんでください。 
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