
 
 
 

 
2016 年 10 ⽉吉⽇  

ミーレ・ジャパン 株式会社 
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 株式会社 

 
  「渡辺篤史の建もの探訪」でおなじみ渡辺篤史さんが語る 

 『ビルトイン家電で実現する豊かなくらし』 
トークショーを東京・⼤阪で開催 

     建築作品コンテスト みんなで決める、ザ・ベスト・オブ 「ミーレのある住まい」 同時開催 
 
ドイツの⾼級家電ブランド Miele(ミーレ)の⽇本法⼈、ミーレ・ジャパン株式会社(本社：東京都⽬⿊区、代表取締役社

⻑：松原秀樹)と、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：丸⼭雄平、以下 
ASJ）は東京と⼤阪にて、⼀般⽣活者向けイベントを共同で開催いたします。 

2016 年「TOKYO DESIGN WEEK」開催にあわせ、Miele(ミーレ)は、住宅訪問番組を 27 年以上冠番組にもち、様々
な家を訪問してきた渡辺篤史さんをゲストに迎え、『ビルトイン家電で実現する豊かなくらし』をテーマにしたトークショーを 11 ⽉ 3
⽇（⽂化の⽇）に東京、10⽉30⽇（⽇）に⼤阪にて⾏います(要予約)。 さらに東京では、建築家の森清敏さんとお⼆⼈
で対談いたします。ご来場の⽅々へは軽⾷の提供をいたします。 

また、期間中、⽇本最⼤級の建築家ネットワークをもつ ASJ と共同で、ミーレのビルトイン家電を採⽤した住宅事例について
建築作品コンテスト、“みんなで決める、ザ・ベスト・オブ 「ミーレのある住まい」”をミーレ・センター表参道（東京）と ASJ 
UMEDA CELL（⼤阪）にて開催いたします。事前に設計事務所やデザイン事務所（個⼈・法⼈問わず）から募集した作
品をパネル展⽰いたします。⼀般来場者の⽅々は気に⼊った作品に投票することができます。展⽰作品の中から皆様の⼈気投
票で決まるグランプリ作品を、12⽉10⽇（⼟）に発表し、授賞式とスペシャルイベントを⾏います(要予約)。 受賞作品は12
⽉ 10 ⽇（⼟）から 12 ⽉ 25 ⽇（⽇）まで ASJ TOKYO CELL に展⽰されます。 

 
 

■開催概要（東京） 
1）渡辺篤史さんと建築家 森清敏さんトークショー『ビルトイン家電で実現する豊かなくらし』 

ミーレ調理家電を使⽤したクッキングデモンストレーションとご試⾷もあります。 
開催⽇時：11 ⽉ 3 ⽇（⽂化の⽇） 14 時〜17 時 要予約 

  会場：ミーレ・センター表参道 
       〒107-0062 東京都港区南⻘⼭４丁⽬２３８ (根津美術館向かい) 

定員：30 名 ※応募者多数の場合抽選となります。 
当選発表はご当選者の⽅へのご連絡をもってかえさせて頂きます。 

イベントの詳細、⼀般のお客様のご予約は ASJ 特設サイトから。  
特設サイト URL・QR コード：http://asj-net.sun.bindcloud.jp/miele_jp/index.html 

 
 

   ■開催概要(⼤阪) 
1）渡辺篤史さんトークショー『ビルトイン家電で実現する豊かなくらし』 
   コーヒーとフィンガーフードをご⽤意しております。 

開催⽇時：10 ⽉ 30 ⽇（⽇）    11 時〜13 時 要予約 
  会場：ASJ UMEDACELL 

             〒530-0017 ⼤阪市北区⾓⽥町 8-1 梅⽥阪急ビル オフィスタワー24 階           
定員：30 名 ※応募者多数の場合抽選となります。 

当選発表はご当選者の⽅へのご連絡をもってかえさせて頂きます。 
イベントの詳細、⼀般のお客様のご予約は ASJ 特設サイトから。 
特設サイト URL・QR コード：http://asj-net.sun.bindcloud.jp/miele_jp/index.html 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
■登壇者プロフィール 

 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  建築作品コンテスト みんなで決める、ザ・ベスト・オブ 「ミーレのある住まい」東京・⼤阪で開催 
ミーレのビルトイン家電を採⽤し、細部にいたるまでこだわり抜かれた住まいの作品をパネル展⽰。来場者の⽅々はこのパネ  
ル展で掲出している写真の中からお気に⼊りの作品に投票いただけます。 
開催概要： 
東京会場│ミーレ・センター表参道  

期間│2016 年 10 ⽉ 26 ⽇（⽔）〜2016 年 11 ⽉ 6 ⽇（⽇）11:00〜18:00 予約不要   
             ※10 ⽉ 31 ⽇（⽉）は休館 
   ⼤阪会場│ASJ UMEDA CELL 

期間│2016 年 10 ⽉ 25 ⽇（⽕）〜2016 年 10 ⽉ 31 ⽇（⽉）11:00〜18:00 予約不要 
 

        3) みんなで決める、ザ・ベスト・オブ 「ミーレのある住まい」グランプリ発表会＆スペシャルイベント 
          受賞作品の発表と表彰式、パネル展、建築モデルのギャラリー展⽰をいたします。 
          開催期間：発表会＆スペシャルイベント│12 ⽉ 10 ⽇（⼟）16:00〜19:00 要予約 
               受賞 作品展⽰│12 ⽉ 10 ⽇（⼟）〜12 ⽉ 25 ⽇（⽇）11:00〜18:00   
          会場：ASJ TOKYO CELL│〒100-0005 東京都千代⽥区丸の内 3-4-2 新⽇⽯ビル 1 階 
          イベントの詳細、参加お申込み：http://asj-net.sun.bindcloud.jp/miele_jp/index.html  
 
 
 
 
 
 
 

渡辺 篤史 
プロフィール 
茨城県⽣まれ。１９６０年テレビドラマ「にあんちゃん」でデビュー。以後、テレビの歴史をなぞる如く、
数多くのドラマに出演。最近では２００２年 ⽇中合作映画「王様の漢⽅」に主演。現在ナレーター
としても活躍。ＮＨＫスペシャル「東京百年物語」「スセソとデカセギ」特に８９年から続く⼈気⻑寿番
組「渡辺篤史の建もの探訪」では放送開始時からホスト役を務め、建築への深い造詣を活かしたレポ
ートぶりには定評がある。 
『渡辺篤史のこんな家を建てたい』（講談社） 
他、著書多数。 

東京会場のみご登壇 
株式会社 MDS ⼀級建築⼠事務所 代表取締役 森清敏 
プロフィール 
1968 年静岡県⽣まれ/ 1992 年東京理科⼤学理⼯学部建築学科卒業/ 1994 年同⼤学⼤学
院修⼠課程修了/ 1994〜2003 年⼤成建設設計部/ 2003 年川村奈津⼦と MDS ⼀級建築⼠
事務所共同主宰/ 2006 〜16 年⽇本⼤学⾮常勤講師/現在、東京理科⼤学⾮常勤講師 
「王⼦⽊材⼯業本社ビル」で 2005 年東京建築賞、2006 年 JID 賞受賞/ 2008 年「鉄の家」で
⽇本建築学会作品選集、グッドデザイン賞受賞/ 2009 年「ハコハッコ」で⽇本建築学会作品選集/ 
2010 年「たまらん坂の家」で⽇本建築学会作品選集/ 2012 年「深沢の家」で東京建築⼠会住宅
建築賞、「ポジャギの家」で⽇本建築⼠会連合会賞受賞、ほか多数/著書に『暮らしの空間デザイン
⼿帖 Life&Architecture』(2015 年) 

   



 
 
 
 
 
 
 

■ミーレ社について 
ミーレは、1899 年に現在本社を置くドイツ ギュータスローに程近いヘルツェブロックで、若き⼆⼈の⻘年、カール・ミーレとライン

ハルト・ツィンカンによって、クリーム分離器を製造したのがその始まりです。「⼈々のより豊かで快適な暮らしを⽬指すこと」が物づく
りの原点である⼆⼈は、「常により良いものを（IMMER BESSER）」の精神を掲げ、この精神を企業理念として脈々と受け継
ぎ、ファミリーカンパニーとして発展を続けてきました。現在グループ全体で 17,700 余名のグループ社員、ドイツ国内の 8 ⼯場を
含めて 12 か所の製造⼯場、約 100 か国の販売拠点を有しています。世界各国でプレミアムブランドとして知られる通り、ミーレ
は⾼品質、⾼性能、環境への負荷低減へのこだわりを貫いています。 

家庭⽤電化製品では、様々なビルトイン調理機器、掃除機、ランドリー機器、冷凍冷蔵庫、ワインセラー、エスプレッソマシン
などと豊かなライフスタイルをご提案する製品を取り扱っています。 

 
■アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社について 

ASJ は、建築家を⾝近な存在にするべく、全国各地で建築家による展⽰会や講演会などのイベントを開催。様々な⽤途 
の新築・改築を考えている⽅々に『ASJ アカデミー会員』となっていただき、建築家との家づくりに関する情報と機会を提供。施⼯ 
まで実現する事業を展開しています。 

 
■企業情報 

 社名：ミーレ・ジャパン株式会社 
 代表：代表取締役社⻑ 松原 秀樹 
 所在地：〒153-0063 東京都⽬⿊区⽬⿊ 2-10-11 ⽬⿊⼭⼿プレイス 2F 
 ＵＲＬ：https://www.miele.co.jp 
  
 社名：アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 

代表：代表取締役社⻑ 丸⼭ 雄平 
所在地：東京都港区⾼輪 3-23-14 
ＵＲＬ： http://www.asj-net.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

【⼀般の⽅のお問合せ先】 
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 
TEL：0120-35-3159 
【製品に関するお問合せ先】 
ミーレ・ジャパン コンタクトセンター 
TEL： 0120-310-647 
Mobile phone・PHS 0570-096-300 
（⽉〜⾦曜 9:00〜17:30） 

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】 
PR 事務局（株式会社グラムスリー内）  
担当：本間・増澤・梅津 
TEL：03-6402-0303 FAX：03-6402-0302  
mail：mielepr@gram3.com 



 
 
 
 

 
 
【ご取材のお願い】 
 
 

渡辺 篤史さんトークショー （東京・⼤阪） 
取材お申し込み⽤紙 

 
お⼿数をおかけし恐れ⼊りますがご取材を希望の⽅はメールもしくは FAX にて 10 ⽉ 21 ⽇（⾦）までにご返送くださいませ。 

スペースに限りがあるため、先着順で受け付けを⾏いますので早期締切となる場合がございますことをご了承くださいませ。 
 

FAX 03-6402-0302  Email mielepr@gram3.com 
Miele Japan PR 事務局（グラムスリー） ⾏ 

 

―東京― 

□ご出席     □ご⽋席 
■⽇時： 2016 年 11 ⽉ 3 ⽇（⽂化の⽇） 
 受付 13：30  開始 14：00 〜 17：00 
■会場： ミーレ・センター表参道 
       〒107-0062 東京都港区南⻘⼭４丁⽬２３８（根津美術館向かい） 
       最寄駅：東京メトロ「表参道」駅 A4 出⼝ 
 

―⼤阪― 

□ご出席     □ご⽋席 
■⽇時： 2016 年 10 ⽉ 30 ⽇（⽇） 
   受付 10：30  開始 11：00 〜 13：00 
■会場： ASJ UMEDA CELL 
       〒530-0017 ⼤阪市北区⾓⽥町 8-1 梅⽥阪急ビル オフィスタワー24 階 
      最寄駅：阪急・阪神「梅⽥」駅 徒歩 3 分/地下鉄御堂筋線「梅⽥」駅・⾕町線「東梅⽥」駅徒歩 2 分 

 
貴社名                                                                       
ご所属                                                                        
媒体名                                                                   
ご芳名                                                            
ご同伴者様お名前（※スペースの関係上、1 名様にてお願い申し上げます）：                       
TEL                          FAX                                          
E-mail                                                                       
カメラ        有(□スチール □ENG) 台数（  台）   □無                        
備考                                                                        


