サステナブルでラグジュアリーな 『NATECRU –Durable- Sustainable』

(ﾅﾃｸﾘｭ ﾃﾞｭﾗﾌﾞﾙ ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ）

アメリカのアーティスト LIZ ・ ROACHE （ﾘｽﾞ・ﾛｰﾁ) とコラボした 『OPTIMISM』

（ｵﾌﾟﾃｨﾐｽﾞﾑ）

新作ファブリックスが到着
2020 年 12 月 株式会社トミタ
壁紙、 インテリアファブリックス、 インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ （本社 ： 東京都品川区、 代表
取締役社長 ： 富田亙正） は、 インテリアファブリックス業界のリーディングカンパニーであるフランスのブランド 『PIERRE FREY
（ピエール ・ フレィ）』 の下記２コレクションの新作ファブリックス入荷に伴い、 （その他 2020 秋新作コレクション 6 ブランド、 約 650
点以上の壁紙 ・ インテリアファブリックス入荷） 12 月 17 日 ( 木 ) より、 トミタトーキョーと大阪ショールームで、 新作の BOOK と大
判サンプルの取り扱いを開始いたします。 （ショールームは予約制 ）

未来を考えたサステナブルへの新たなアプローチ

アメリカのアーティスト LIZ ・ ROACHE( リズ ・ ローチ )

『NATECRU –Durable- Sustainable』

とコラボした喜び溢れる色彩の 『OPTIMISM』

( ナテクリュ デュラブル サステナブル )

（オプティミズム）

天然資源を保護するために、 地元フランスの天然繊維や、 リサイクルされ

リズ ・ ローチは、 20 世紀の色彩学の巨匠ヨーゼフ ・ アルバースの弟子

たカシミヤやポリエステルなどの糸を使用してピエール ・ フレィの自社工場

であるアティ ・ グロピウス （バウハウス創立者グロピウスの娘） の後継

で熟練された技術によって織られています。 糸についてはトレーサビリティ

者です。 色と形の可能性を最大限に引き出すというバウハウスの原則

の観点から紡績工場の情報が開示されています。

を使用して構築され反映されています。 リズ ・ ローチのオリジナル作品

このサステナブルな製品は、 ピエール ・ フレィの考えと共にお客様からの強

を忠実に再現したこのコレクションは、 大胆さへのオマージュであり、

い要望に後押しされ実現しました。

真の現代性と幸福感が込められたファインアートプリントです。
タイトルの通り、 私たちを “OPTIMISM＝楽観” へと導きます。

株式会社トミタ 東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター 6F A・B
https://www.tominet.co.jp
本社 / 東京営業部
商品の納期・在庫確認について
TEL. 03-5798-0082 FAX. 03-5798-7488
サンプル・その他のお問い合わせについて
TEL. 03-5798-7481 FAX. 03-5798-7485
大阪事務所
TEL. 06-6281-8480 FAX. 06-6281-8483
福岡事務所
TEL. 092-781-2651 FAX. 092-715-2431

『NATECRU –Durable- Sustainable』
( ナテクリュ デュラブル サステナブル )

天然繊維の自然な色合いのファブリックスで、 落ち着きある洗練されたエシカルなインテリアをご提案します。
Natecru とは Nature （自然） と Ecru （自然のままで） を掛け合わせた * パトリック ・ フレイの造語です。
* ピエール ・ フレィ社２代目オーナーデザイナー

『OPTIMISM』 （オプティミズム）

ダイナミックな 13 の形状から構成される
「サプライズ」 はデザインが完成するまで 150 回
以上の組み合わせが試行されました。

大きな長方形から 37 の四角を切り取り、
色と形を追求したデザイン 「リズ」

● PIERRE FREY （ピエール ・ フレィ）
1935 年にピエール フレィによってフランス パリで設立されたインテリアファブリックス業界におけるリーディングカンパニー。
２代目オーナーデザイナーであるパトリック フレィは、 フランスの伝統的なスタイルに加えて、 世界中の民族芸術や現代アート、
若いデザイナーやアーティストとのコラボレーションを行うなど、 時代にとらわれない圧倒的な美の世界を創造してきました。
ファブリックだけでなく、 ラグや壁紙、 家具などのインテリアのキーアイテム全てにピエール フレィのクリエーションへの情熱が
注がれており、 私たちを魅了し続けます。

● ショールーム （東京 ・ 大阪）
■ tomita TOKYO
東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 1 ・ 2F
JR 東京駅八重洲南口より徒歩 5 分
東京メトロ銀座線京橋駅に直結 8 番出口
トミタのすべてが揃うショールーム tomita TOKYO は
東京のランドマーク 「京橋エドグラン」 にあります。
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、 44 ブラ
ンドに及ぶ海外の壁紙、 ファブリックス、 モールディング、 家具、
ラグを、 実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。

■ 大阪ショールーム
大阪市中央区久太郎町 4-1-15 南御堂ビルディング South4F

【tomita TOKYO, 大阪ショールームの営業について】
営業時間 ： 10:00 〜18:00 （月曜日－日曜日 ・ 祝日） 【予約制】
* お客様の密集を避けるためご入場組数を制限しております。 ご来店の際は必ず前日までにご予約をお願いいたします。
ご来店予約 ・ お問い合わせ先
東京 ： tomita TOKYO TEL.03-3273-7500
大阪 ： 大阪ショールーム TEL.06-6281-8481

株式会社トミタについて
1923 年 （大正 12 年） 東京 ・ 京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」 という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、 インテリアファブリックス、 家具、 ラグ、 インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取扱いブランド数は 44 ブランドにのぼります。
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター６F A･B 〒141-0022
代表番号 ： 03-5798-0081 FAX ： 03-5798-7488
事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp

