
期間限定のホテル展です。2009年の日蘭国交樹立 400
年を記念して、日本とオランダのクリエーターが一部屋ず
つデザインしたホテルを作ります。見学するだけでなく、
実際に泊まれます。遷都 1300年祭で盛り上がる奈良の
食材を活かしたカフェもあります。

アムステルダムの人気デザインホテル「Lloyd Hotel（ロイ
ド・ホテル）」監修、建築家の長坂常がプロデュース。

開催：10月22日（金）～11月23日（火・祝）

Meetings between Japanese en Dutch Design(ers)

この秋、東京・代官山に「Lloyd Hotel（ロイド・ホテル）」による
期間限定ホテル＆カフェ「LLOVE」が出現！

DESIGNTIDE TOKYOと同時開催！

LLOVE 概要



Director
スザンヌ・オクセナー (Lloyd Hotel ディレクター )
Lloyd Hotel & Cultural Embassyの創立者、アート・ディレクター。オランダ出身。
1984 年に東京と京都に滞在し、三島由紀夫の現代能や禅の庭園について学ぶ。
オランダで日本の有名なアーティスト、川俣正の「ワーク・イン・プログレス」（公共
の場でのアート・プロジェクト）を企画。
Lloyd Hotelではオランダで学ぶ日本の若手デザイナーの展覧会や、わたなべちか
このインスタレーションを実施。わたなべの作品は Lloyd Hotelのレストランに設置
されている。

Design & Produce
長坂 常 ( スキーマ建築計画代表 )
1971 年大阪府生まれ。東京芸術大学芸術学部建築学科卒業。
これまでの主な建築作品に「Sayama Flat」「奥沢の家」「PACO」、家具に「Flat 
Table」「bench2」などがある。2009 年、「HAPPA HOTEL」展を開催。
http://www.sschemata.com/

「LLOVE」はオランダのLloyd Hotelディレクター、スザ
ンヌ・オクセナーの長年の夢である「LLOVE HOTEL」
というコンセプトを実現させるものです。以前、来日した
スザンヌは日本のラブホテルを見て、「必要最低限のフロ
ント」と「その日の気分で自由に選べる部屋」がある、「愛
が詰まったホテル」だと解釈しました。

プロデュースは建築家の長坂常。彼は「ゆるいホテル」を
作りたいと考えていました。海外にはあるけれど日本には
少ない、リーズナブルで開かれたホテルです。昨年開催し
た「HAPPA HOTEL展」はそのための実験でした。「こ
れから作りたいホテル」として作った、原寸大の「飲んで
語り合い、泊まれる模型」です。これがきっかけとなって
Lloyd Hotel日本版である「LLOVE」のプロデュースを
手がけることになりました。

「LLOVE」はDESIGNTIDE TOKYOという秋のデザ
インフェスティバルにあわせて、会場からアクセスしやす
い代官山に作られます。世界各国のクリエイターやデザイ
ン・アート愛好者が「LLOVE」で語り合うことができます。
泊まれるから、時間を気にする必要もありません。作品
を見せるだけではなく、この先に踏み出す一歩を提供する
「LLOVE」は、ありそうでなかった企画展です。

What is LLove?



Richard Hutten リチャード・ハッテン
1967年オランダ・ツヴォラーケルスペル生まれ。アイントホーフェン・デザイン・ア
カデミーでインダストリアル・デザインを学び、現在ロッテルダムを拠点に活躍。
プロダクト、家具、インテリアデザインなどを手がける。ドローグ・デザインの主要
メンバーとして活躍、「現代のリートフェルト」との異名も。
近作にデルフト工科大学のインテリア（MVRDVと恊働）、ラボバンク社本社など。  
http://www.richardhutten.com

Joep Van Lieshout ヨープ・ファン・リースハウト 

1963年オランダ・ラヴェンシュタイン生まれ。ロッテルダム美術大学で学び、1995
年にアトリエ・ファン・リースハウトを設立。建築、デザイン、現代美術の境界を越
えた仕事をしている。内蔵の形のモバイル・ホームや人体をモチーフにしたオブジェ
など、ちょっと毒のある作品が有名。日本では横浜トリエンナーレ 2005に参加して
いる。 
http://www.ateliervanlieshout.com/

Pieke Bergmans ピーケ・バーグマンス
オランダ出身。オランダとイギリスでグラフィック・デザイン、インダストリアル・デ
ザインなどを学び、現在、アムステルダムで活動。ドローグ・デザインにも参加。
陶、プラスチック、ガラスなどさまざまな素材を使い、それぞれのジャンルの職
人とコラボレーションしながら作品を制作。溶けたガラスの不規則な形のラン
プや折れ曲がったような陶器など、偶然生まれる形態によるデザインが得意。  
http://www.piekebergmans.com/

グラフィックデザイン

Thonik トーニック 

1967年オランダ・アムステルダム生まれのニッキ・ゴニセンと1960年オランダ・マー
ストリヒト生まれのトーマス・ウィデルショーフェンが 1993年に設立、2000年にトー
ニックへ改名。ボイマンス美術館、2008年ヴェネチア建築ビエンナーレ、オランダ
社会党、ユトレヒト中央美術館、アムステルダム市、スパイラル（ワコールアートセ
ンター）などのアイデンティティを手がける。2009年スパイラルで個展も開催。 
http://www.thonikbyyou.com/

Meetings betWeen Dutch anD 
Japanese Designers

オランダと日本、合計 8人のデザイナー・建築家が「LLOVE」を彩ります。

Japanese Designers – Coming Soon!
日本人デザイナーは近日決定！



ホテル・カフェ運営
トランジットジェネラルオフィス
「SIGN」などのカフェの運営、イベント、ブランディングプロデュース事業のほか、
ホテル「CLASKA」の企画・運営、“堂島ホテル”のブランディングプロデュースな
どを手がける。最近では世界最大級のオフィスビル「the SOHO」のブランディング
プロデュース＆運営も。
http://www.transit-web.com/

パーティシェフ
L’ estudi ホセ・バラオナ・ビニェス
1966年スペイン・カタルニア地方生まれ。1991年スペイン料理店店長として来
日。1997年東京で「エル・パティ・デ・パラオナ」をオープン。2002年「小笠原伯爵
邸」総料理長就任。2005年「愛・地球博」スペイン館「タパス・バー」総合プロデュー
ス担当。
現在、自身のアトリエ「L'estudi」を主宰。2008年赤坂Bizタワー内にレストラン
「BIKINI」オープン、2010年10月「BIKINI PICAR」を日本橋にオープン予定。
著書に「Pintxos ピンチョス」（文化出版局）「ピカピカピンチョス」（柴田書店）など。
http://www.lestudi.jp

パーティシェフ＆奈良カフェコーディネート
Labo85 嶋田葉子
旬の素材を使った料理研究やケータリングを行なう「labo 85」主宰。
国内外のオーガニックレストランでの調理やケータリングを経て、期間限定カフェやレ
ストランメニューの開発など、国内外で幅広く活躍。オリーブオイルソムリエの資格を
生かし、さまざまな食材にあうオリーブオイルの提案も。
http://www.labo85.com

パーティシェフ
水野仁輔（東京スパイス番長）
「二度と同じカレーは作らない」をモットーに新作カレーとDJプレイによるイベントを
行ってきた「東京カリ～番長」料理主任、水野仁輔率いる日印混合料理ユニット。
毎月、旬の食材をテーマにインド料理の研究会を実施している。企業との商品開
発、NHK「きょうの料理」出演などでも活躍。カレーに関する著作は20冊以上。
http://blog.excite.co.jp/spicetokyo/

ブックショップ
ユトレヒト
青山にギャラリー併設の店舗を構えるブックショップ。新本、古本の区別なく「今お
もしろい本」を紹介する。得意分野は絵本、デザイン、民藝、ディック・ブルーナ装幀の
「Black Bear」シリーズ、インディペンデント・マガジンなど。
http://www.utrecht.jp/

※テナントは今後追加予定あり。

ファッションコーディネート
森美穂子
ISSEY MIYAKEを経て、2006年に独立し、それ以降、ファッションから建築、プロ
ダクツにいたるまで布を中心にクリエイションを続ける。
HAPPA HOTEL展にも参加。

アートコーディネート
青山｜目黒
上目黒で現代アートギャラリーを構える。
HAPPA HOTELを長坂と共同主催。
本展示ではバスルームのアートコーディネートを担当。
http://www.aoyamahideki.com/index.htm

２Fテナントコーディネート
東京R不動産
個性派物件を多く扱い、東京の不動産に対する新築重視の価値観を変えた。
本展示では「Still in LLOVE」をテーマに２Fのテナントのコーディネートを担当。
http://www.realtokyoestate.co.jp/

クリエーターコーディネート（リチャード・ハッテン）
E&Y
1985年設立。家具やオブジェクトを発信するファニチャーレーベル。デザインリソース
は世界中のデザイナーからによるもので、コレクションは50点以上。
本展では長年のパートナーでもあるリチャード・ハッテンの制作をコーディネートする。 
http://www.eandy.com/

クリエーターコーディネート（ピーケ・バーグマンス）
CIBONE
国内外のデザイナーの商品を多く取り扱う、オランダでもよく知られるセレクトショップ。
ピート・ヘイン・イークやmoooi などオランダの作品も多く扱う。本展では初顔合わせと
なるピーケ・バーグマンスの作品をコーディネートする。
http://www.cibone.com/

LLove supporters
「LLOVE」を支える強力なメンバーです。続々、メンバーが追加されています。



Lloyd Hotel ＆ Cultural Embassy とは？
「Lloyd Hotel」はもともと、戦前に移民収容施設として
建てられたもの。戦後は刑務所や少年院として利用され、
その後空き家となり、治安の悪化が懸念されていました。
そこで、その暗い印象を払拭するためにコンペが行われ、
“文化的交流を促進するホテルに改修する” というNPO
「Lloyd Hotel & Cultural Embassy」のプランが選ば
れました。建物はオランダの人気建築ユニットMVRDV 
が改修、オランダを代表するデザイナー約 50人が各所
に作品を設置、116室のデザインホテルとして 2004年
11月に再スタートしました。
「Lloyd Hotel」の魅力は一つ星から五つ星まで、多様な
部屋が一つのホテルにある点です。フロントはごく小さ
く、広 と々したカフェでのコミュニケーションを促進します。

What is LLoyD hoteL & cuLturaL eMbassy?

event DetaiLs

場所：
代官山 i スタジオ
東京都渋谷区恵比寿西 1-36-10（東横線代官山駅から徒歩 1分）

期間：
10月 22日～ 11月 23日（DESIGNTIDE TOKYO：10月 30日～ 11月 3日）

共催：
オランダ国大使館
奈良県

監修：
スザンヌ・オクセナー（Lloyd Hotel & Cultural Embassy）

協賛：
NL EVDインターナショナル
KLMオランダ航空
株式会社広告製版社
JINS
東京電力株式会社 
プレムセラ・ダッチデザイン・アンド・ファッション協会
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
モンドリアン財団

実行委員：
長坂 常 (スキーマ建築計画 )
青野 尚子
嶋田 葉子 (Labo85)
福井 信行 (Roovice)
フロニアンヌ・エッスハウス（Lloyd Hotel & Cultural Embassy）
レナーテ・スヘーペン（Lloyd Hotel & Cultural Embassy）

ホテル・カフェ運営：
トランジットジェネラルオフィス

協力：
E&Y、青山 |目黒、元気ジャパン、CIBONE、東京 R不動産、ユトレヒト、
DESIGNTIDE TOKYO

問合せ先：
info@llove.jp

ウェブサイト：
www.llove.jp

「Lloyd Hotel & Cultural Embassy」という正式名称の
とおり、デザインやアートを介して交流する「文化大使館」
として機能しているのです。 
http://www.lloydhotel.com/


