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英国老舗インテリアメーカーとの共同ブランド 第 2 弾
英国人アーティストの感性と日本のものづくり技術の融合
新作見本帳「ENGLISH DESIGN AGENCY」を 3/9 に発刊

株式会社サンゲツ（本社︓愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員︓安田正介）は、イギリスを代表
する老舗インテリアメーカー「Sanderson Design Group※」と共同で立ち上げたオリジナルブランド
「ENGLISH DESIGN AGENCY（以下、EDA）
」の第 2 弾見本帳を 3 月 9 日（火）に発刊します。
※Sanderson Design Group︓Zoﬀany や Harlequin、Sanderson、Morris & Co. などのブランドを持ち、壁紙やファブリックをはじめ、さまざまなインテリア商材
をデザインし、製造・販売するインテリアメーカー

施工例 壁紙︓BW4604（ブカラ）
・BW4701（スタウ）／ドレープカーテン︓BF4602（イスファハーン）
／シアーカーテン︓BF4769（サンビーム）／椅子生地︓UP4607（モントローズ）

EDA は、Sanderson Design Group の所有する貴重なデザインアーカイブをもとに、英国人アーティス
トの感性を、日本の緻密で繊細な技術で表現したサンゲツオリジナルブランドとして誕生しました。当社で
初めて、壁紙とカーテンの統一テーマによる商品開発に取り組み、2018 年 3 月にファーストコレクション
として、イギリス南部の緑豊かな風景をイメージした「HAMPSHIRE GARDENS（ハンプシャーガーデンズ）」
を発表しました。
第二弾となる今作では、「HAMPSHIRE GARDENS」に加え、ロンドン東部に位置するトレンド発信の地
ショーディッチをテーマにした都会の暮らしに寄り添うニューコレクション「SHOREDITCH SKYLINE
（ショーディッチスカイライン）」をリリース。壁紙とカーテンに新たに椅子生地を加えたラインアップが織
りなすイングリッシュデザインの世界観を空間全体でお楽しみいただけます。
なお、新見本帳の発刊にあわせ 3 月 18 日（木）～３月 25 日（木）の期間に、今作の商品デザインに携わっ
た海外デザイナーによるオンラインセミナーを開催します。

「 ENGLISH DESIGN AGENCY 」の特長
1. 英国人アーティストの感性を日本のものづくり技術で表現したオリジナルブランド
2. EDA の世界観を空間全体で楽しめる 壁紙 × カーテン × 椅子生地のコーディネート

1. 英国人アーティストの感性を日本のものづくり技術で表現したオリジナルブランド
EDA は、Sanderson Design Group の所有する 150 年以上の歴史を誇るデザインアーカイブの中から、英国人アーティ
ストと共同で日本のインテリア空間に取り入れやすいデザインを厳選し、緻密で繊細なクオリティに仕上げたサンゲツオリ
ジナルブランドです。ハンプシャー地方の自然をモチーフにしたエレガンスなファーストコレクション「HAMPSHIRE
GARDENS」に、ニューコレクションとして都会的でファッショナブルな「SHOREDITCH SKYLINE」が加わり、イギリスの
全く異なるエリアをテーマに作られた 2 つのコレクションの世界観をお楽しみいただけます。

EDA 特設サイト（3 月９日 公開予定）
URL︓https://www.sangetsu.co.jp/newproduct/eda/

【 コレクション１︓SHOREDITCH SKYLINE 】
テーマとなったショーディッチエリアは、国際色豊かで独創的なトレンドの発信地であり、その魅力的な街並みや多様な文化性は活気にあふれ、
多くのクリエイターが集います。空を背景とした山や建物の輪郭線を表す「スカイライン」という言葉から受ける印象の通り、前衛的でありな
がらも都会の暮らしに寄り添うファッショナブルなコレクションです。

SHOREDITCH SKYLINE の街並みイメージ

施工例
壁紙︓BW4636（ロンドン スクエアーズ ）
BW4645（ストラットフォード）
ドレープカーテン︓BF4632（ロンドン スクエアーズ）
シアーカーテン︓BF4634（ブリック レーン）

施工例
壁紙︓BW4621（ジェム ストーン）
ドレープカーテン︓BF4623（ダイヤモンド カット）
シアーカーテン︓BF4625（ソリテア）

【 コレクション２︓HAMPSHIRE GARDENS 】
ハンプシャーはイギリス屈指の美しいガーデンを有する穏やかなエリアで、街や海岸、田園風景、雄大な自然とそこに根付く文化や歴史
が見事に溶け込んだ創造性に満ちた土地です。今作では、愛らしいデイジーの花とリボンをモチーフにした「DAISY CHAIN（デイジー
チェーン）」をはじめとする新柄・新色を追加しました。

HAMPSHIRE GARDENS の田園風景イメージ

施工例
壁紙︓BW4803（デイジー チェーン）
ツインシェード︓BF4801（デイジー チェーン）
BF4815（アシャースト）

2. EDA の世界観を空間全体で楽しめる 壁紙 × カーテン × 椅子生地のコーディネート
EDA は、壁紙・カーテン・椅子生地を統一したテーマで商品開発しており、各アイテムを組み合わせることでコレクショ
ンの世界観を空間全体でお楽しみいただくことができます。また、コレクションごとのカラートーンを基軸とした商品展
開により、自由に商品を組み合わせても世界観が崩れることなく、統一感のあるコーディネートが実現できます。

壁紙とカーテンに加え、新たに椅子生地をラインアップすることで、より統一感のある EDA の世界観を空間全体で演出。
施工例 壁紙︓BW4852（フェーンダウン）
・BW4772（シルチェスタ―）／ドレープカーテン︓BF4957（ペニントン）／シアーカーテン︓BF4762（セレニティ）
椅子生地︓UP4854（ヒースフィールド）・UP4686（モアランズ）

3. オンラインセミナー
「EDA New Collection セミナー ～英国インテリアデコレーションの歴史とトレンド～ 」を開催
新見本帳発刊にあわせ、下記日程にてオンラインセミナー「EDA New Collection セミナー～英国インテリアデコレーショ
ンの歴史とトレンド～」を開催します。
本セミナーでは、Sanderson Design Group の海外デザイナー・アーキビスト 3 名がスピーカーとして登壇。EDA に新た
に加わったコレクションについて、英国インテリアデコレーションの歴史と共にご説明します。また、現地の最新トレン
ドを取り入れたデザイナーおすすめのコーディネートもご紹介します。

【 登壇者 】

■Claire Vallis クレア・バリス

Sanderson Design Group クリエイティブ・ディレクター、ブランド・デザイン・スタジオの責任者

■Dr. Keren Protheroe ドクター・ケレン・プロズロー
Sanderson Design Group アーキビスト・デザイン研究家

■Eleanor Tyerman エレノア・タイヤーマン
Sanderson Design Group ブランド・デザイナー

開催日時
3 月 18 日（木） 15︓00 - 16︓00
3 月 23 日（火） 10︓00 - 11︓00
3 月 23 日（火） 15︓00 - 16︓00
3 月 24 日（水） 10︓00 - 11︓00
3 月 25 日（木） 10︓00 - 11︓00
形式︓オンラインセミナー
（お申込者様に受講 URL をご案内）
時間︓60 分
※参加費無料
お申し込み方法︓
オンラインセミナーのお申し込みは、左記 QR コードまたはサンゲツホームページ（for Business）内、
「展示会・イベント」
ページよりご予約ください。
URL︓https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20210212141729.html

オリジナルブランド見本帳

「ENGLISH DESIGN AGENCY」
発刊日︓2021 年 3 月 9 日（火）
収録点数︓
・SHOREDITCH SKYLINE
壁紙 12 柄 44 点／カーテン 17 柄 52 点／椅子生地 3 柄 10 点
・HAMPSHIRE GARDENS
壁紙 16 柄 59 点／カーテン 19 柄 57 点／椅子生地 2 柄 5 点

※壁紙︓不燃比率 86％／ファブリック︓防炎比率 68％

同見本帳は、当社ショールームや設計事務所、建設会社、工務店、リフォーム工事店などでご覧いただけるほか、サンゲツ WEB サイト
内のオンラインカタログ「デジタルカタログ」でも発刊と同時に公開いたします。
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