


祝うこと、祝福すること。それはなにも特別なことではな

くても、日々の生活の中に見つけることのできる、ささや

かな喜びや幸せのことでもあるのではないでしょうか。そ

んな日常を祝福するような、鐘をモチーフにしたペンダン

トライトをデザインしました。

LED 電球を使用することを前提としてデザインされていま

す。LED 電球は構造上の理由からソケットよりの本体部

分が非照明部になっており、インテリアとして露出するの

は躊躇されるかもしれません。照明部分だけ見え、その

他の部分が覆われるデザインとなっています。また LED

は熱に弱く放熱をする必要がありますが、ラジエーターな

どにも使用される真鍮をシェードに使用することで、覆っ

ている状態でも放熱を効率的にでき、LED を長持ちさせ

ることができます。シェード部分は真鍮を鋳造したものを

旋盤加工しメッキ処理によって仕上げられています。

BELL

光の音色の照明

素材 : 真鍮、コード、ソケット



HALF STOOL

半分のスツール

素材 : カラマツ・スチール

木のデザイン 2013 入選作品

スツールは肘掛けのない椅子のことを言いますが、持ち

運びやすく背もたれのない座面であるが故、テーブルや

ディスプレイ、踏み台になるなど生活の中で様々な応用の

きく道具でもあります。

「半分のスツール」と聞くと少し物足りなく感じるかもしれ

ませんが、様々な物が空間を占める中で半分に切り取られ

た面があるからこそ、空間に存在する他の家具との親和

性があり、すんなりと生活空間に馴染み収まることができ

るのではないかと考えました。

玄関先のスツール、ベッドやソファーのサイドテーブルとし

ても使用でき、スツールとしてテーブル下に置いたときも

すっきりと収まります。

また半分に切り取られた断面の表情によって表と裏で違っ

た印象を与え、残り半分がどこかへ消えてしまったのでは

ないか、壁にぴったりと置いた時の、空間が奥にも続くか

のようなイメージの膨らむ心地よい違和感を与え、機能的

なスツールでありながら日常の感覚を少し揺さぶります。



BLOOMING CURIOSITY

アクリルの積み木

素材 :アクリル

神戸ビエンナーレ創作玩具国際コンペティション　奨励賞受賞作品

幾何形態の造形も子供たちの想像力にかかれば、奇想天

外な植物や生き物へと姿を変えます。花や植物に見る魅

力を取り入れた玩具をデザインし、Blooming cur iosity

と名付けました。

アクリルブロックに浮かぶ造形は、花をモチーフとして解

体された各部を幾何形態に置き換えてあります。単純な

回転体ですが、浮かび上がる透明の造形は様々な表情を

見せます。好奇心の塊である子 供たちにとって、

Blooming cur iosity はその豊かな想像力を解放する遊び

場にうってつけの玩具となることでしょう。

素材を積み上げて花をつくる遊びに限らず、自由な発想

で何かに見立て、新しい発見をしながら無限のユニーク

な組み合わせを生み出していくのです。

着色された透明のアクリルを封入したブロックは、反射し

色を透過し、見る角度によって見え方が変化します。造

形によって違うグラデーションや重なり合う色も楽しむこ

とができ、積み上げておくだけでも、光の花のオブジェと

して鑑賞することもできます。遊びを通して子供たちは好

奇心の花を咲かせていきます。



CHARCOAL AIR CLEANER

炭の空気清浄機

素材 : 成形炭・プラスチック

炭は多孔質の構造を持つ性質から、臭い成分を吸着し消

臭・浄化をする機能が知られています。

また成長の早い竹材や間伐材などの問題もある杉材等

は、炭化させ人工的に成形することで固形の消臭効果の

ある炭ブロックに加工することができます。

空気を作る森を維持し、炭にすることでさらに空気を浄化

し、最後は燃やして灰になりまた土へと還ってゆく循環の

過程も含めデザインしました。

　　

形状はインテリアや炭のオブジェとして存在感がありなが

らも調和の取れる形を目指しました。

薪のような台形の断面のそれぞれのブロックが組み合わさ

り、丸太のような形になります。本体全体がフィルターと

して機能し、空気の浄化効果が高くなるよう多孔構造を

穴のパターンにも応用しました。自然の仕組みをイメージ

や機能性に応用したデザインとなっています。



BRICK STAND

スタッキングできる自転車スタンド

素材 :コンクリート・ステンレス

BDA Bicycle st reet Design competit ion Aoyama 最優秀賞受賞作品

自転車スタンドをデザインするにあたってまず考慮したこ

とは、景観の中にどれだけ自然に入り込めるかということ

でした。

固定式の自転車スタンドと違い持ち運べるスタンドは、人

の導線を考慮し配置することができます。スタッキング可

能な構造にすることで、保管しやすく時々に応じた駐輪数

にも対応することができます。必要とされる数だけ設置し、

流動的にスペースを活用することができます。BRICKとい

う単語にはレンガという意味以外にも、積み木という意味

としても使われています。レンガのように積み上げること

のできる自転車スタンドをデザインしました。

両サイドに空いた空洞は持ち運ぶ際の取っ手として機能し

ます。手に取りやすいよう、ラウンドした形状になってい

ます。また、この空洞部分は、自転車を駐輪する際のワ

イヤーロックを通し自転車の盗難を防ぐための機能でもあ

ります。自重によって支えることができるよう、また様々

なサイズのホイールに対応できるよう、最小限の高さに設

定してあります。低い高さになっていることにより景観を

損ねません。素材はコンクリートに顔料を混ぜ着色したもの

を使用しています。使い込んでいくうちに汚れや欠け、ヒビ

が入るなどのコンクリート特有の欠点がありますが、時が経過

するごとに街をつくる景観の一部となっていくことでしょう。



PATA-PATA

かたちの自由なテーブル脚

素材 : ナラ・ブナ・シリコンゴム

現在、生活空間では間取りや家族構成まで多様な様式に

細分化されています。また生活様式やそれに付随する家

具なども時間を経て成長する家族に合わせ変化が必要と

されるシーンもあるのではないでしょうか。かつての日本

の住文化のように限られたスペースを柔軟に使い、変化の

ある快適な空間を構成することができるテーブルの脚をデ

ザインしました。

今ある生活の中に入ることができ、単一の規格の脚に天

板を加えることによって成り立つテーブルの姿を考えまし

た。より多くの人に利用されシンプルで長く愛着の持てる

デザインを心がけました。

台として必要な最低限の構成要素で成り立つ、三脚で一

体となった脚に天板を乗せることによってテーブルとして

機能します。稼働する脚の開く角度を変え、一脚に丸い

天板を乗せればカフェテーブルに、二脚使用し大きめの

天板を乗せればダイニングテーブルに、壁に寄せればデス

クにと、使用したいシーンに応じてアレンジする事ができ

ます。また折り畳んで収納することも可能なので、公共

施設での保管や商業施設でのディスプレイ、ガレージに

収納し必要に応じて使用するなど様々なシーンでの設置

が可能です。



BAMBOO CUP

竹をくり抜いたスタッキングカップ

素材 : 竹

竹はかつて生活の中の様々な道具に用いられる素材でし

た。そして、生育が早く強度や撓りのある加工しやすい

材料として幅広く用いられてきました。そこには先人の多

くの知恵が詰まっています。

限りある資源の中で、今後も持続していける社会には「で

きるだけ長く使い続けられる」モノも大事ですが、「適切

に使い終わることのできる」選択も大事ではないかと考え

ます。新しく生まれてくる資源と、その自然のサイクルに

寄り添った経済主体ではない、モノのありかたが重要で

す。竹は今後見直される素材となるでしょう。

竹の節を底面にした輪切りの器やカップはこれまでも多く

存在していますが、現代の生活様式に合うよう、スタッキ

ングできるなど形を見直しました。削り出した面の工業製

品的な印象がありながらも、底面は竹の節そのままの形

状が残っています。その表情が、カップそれぞれの個性

となりシンプルな中にも素材特有の質感を感じることがで

きます。形やサイズもその土地で採れる竹に合わせても

いいかもしれません。竹は水に対しての耐久性が強いとは

言えませんが、扱いを知り、素材に触れ、使っていき寿

命がきたら土に還す。そんなサイクルがこの先１０年、５

０年、１００年と続いていくことが理想です。



NUMBER(R)ING

数字の指輪

素材 :シルバー

人は誰しも何かの記念日や特別な意味のある数字がきっと

はるはずです。 それは誰かとの思い出の時間かもしれない

し、自分の誕生日かもしれません。

そんな世界共通の記号である数字がくるっとまるまった指

輪です。 

あなたただけの特別な数字をお選び下さい。



GRAVITY WORKS

熱と重力で形を変えるガラスの器

素材 :ワイン瓶

高温で熱することによりガラスは柔らかくなり、緩やかに

変形を始めます。廃棄されたワイン瓶の既存の形態を利

用し、熱と重力によって生まれる人の手では作る事のでき

ない形状や表情をもったテーブルウェアを制作しました。

棒の重みによって注ぎ口へと変化するジャグ。瓶の首が持

ち手となるチーズプレート。

実験を繰り返しながら、ワイン瓶を使用した様々なテーブ

ルウェアのプロトタイプを制作しました。



GRAVITY WORKS

熱と重力で形を変えるガラスの器

素材 :ワイン瓶

高温で熱することによりガラスは柔らかくなり、緩やかに

変形を始めます。廃棄されたワイン瓶の既存の形態を利

用し、熱と重力によって生まれる人の手では作る事のでき

ない形状や表情をもったテーブルウェアを制作しました。

棒の重みによって注ぎ口へと変化するジャグ。瓶の首が持

ち手となるチーズプレート。

実験を繰り返しながら、ワイン瓶を使用した様々なテーブ

ルウェアのプロトタイプを制作しました。



リボンバンドは手帳や本、ノート等をまとめるブックバン

ドです。結び目の部分にはペンを差し込みとめることもで

き長さの調節もできます。またシリコンラバーでできてい

るので、ステーショナリーの枠を飛び出し、キッチンや生

活の様々なシーンで何かを束ねておくバンドとして使用す

ることも可能です。

構造は至ってシンプルで、輪切りにされたシリコンラバー

バンドをプレスチック製の留め具に通しリボン状にし挟み

込む構造となっています。結び目の部分はベルトの留め具

のような機能もあり、バンドでまとめるもののサイズに応

じて長さを調整することができます。

RIBBON BAND

リボンの形のブックバンド

素材 :シリコン・ラバー・プラスチック



TIME IS .....

懐中時計のモバイルバッテリー

素材 :プラスチック

サイズ：55mm x 55mm x 20mm

ぱっと見たところは、時計。でも実は、モバイルバッテリー。

モバイル機器の充電が切れてしまった恐怖を誰だって一度

くらいは経験しているはずです。ビジネス、プライベート

でモバイルツールが欠かせない人たちにとっては、モバイ

ルバッテリーは欠かせない必需品となっています。しかし

追加のバッテリーはできれば見えないでいて欲しい。本来

は充電するという機能重視で肩身が狭い存在ですが、ア

ナログ時計という機能を与えると、もはやバッテリーは隠

しておきたいものではなくなります。机の上に堂々と置い

ておけば、隣に座った知らない人がちらっと時間を確認す

るかもしれません。

電源やパソコンから USB ケーブルを接続し、充電します。

スマートフォン等のモバイル機器に接続し外付けのバッテ

リーとして使用します。時計の機能は、至って普通のアナロ

グ時計です。バッテリーの電源で駆動しますが、バッテリー

の消費量はほとんどありません。充電可能蓄電量が残り僅

かでも動き続けます。時間の設定ですが、時間調整のツマ

ミは付いていません。パソコンや時計機能のついた機器と接

続することにより自動で時間調整をします。文字盤の１２時

位置についている LED ゲージが残りの電池残量を表示しま

す。素材はプラスチック製で、手の中にすっとおさまるサイズ

のいつも持ち歩きたくなるようなモバイルバッテリーです。



Oil & SAUCE POT / SALT & PEPPER

機能を持った栓のデザイン

素材 :シリコンゴム・実験用フラスコ

既存のガラスの容器に、穴や注ぎ口等の機能のある栓を

加えることで、オイル、ソースポットやソルトペッパー等の

テーブルウェアとして使用することができるアイデアを形に

しました。製造段階での誤差等で販売できず廃棄させる

フラスコを使用し、それぞれの形に合わせた機能を持っ

た栓をデザインし、使用されない容器に新しい価値を加

えました。キッチンツールなどにも使用されるシリコンゴ

ム製の栓は、洗いやすく食品衛生的にも優れています。

実験器具のようなキッチンツールで、調理やテーブル上に

少しのわくわく感を。



CABANE de ZUCCa

ウオッチデザイン

セイコーウオッチ株式会社　デザインセンター所属時担当

カバンドズッカのウオッチコレクションを担当。

シーズンごとのテーマに合わせ、ユニークな視点と発想で

腕時計のデザイン、ディレクションを行いました。

写真左：SABON

石けんがモチーフのバンド型腕時計。シリコンのマットな

素材感と凹凸感が石けんを思い起こします。

写真右：BIRD WATCHING

南国の鳥がモチーフのミリタリーウオッチ。鳥を探しに森

へいこうという反戦、平和へのメッセージを込めた腕時計。



CABANE de ZUCCa

ウオッチデザイン

セイコーウオッチ株式会社　デザインセンター所属時担当

カバンドズッカのウオッチコレクションを担当。

シーズンごとのテーマに合わせ、ユニークな視点と発想で

腕時計のデザイン、ディレクションを行いました。

写真左：ROCK ICE (CRYSTAL)

水晶がモチーフのバンド腕時計。結晶の構造をしたアシン

メトリーな形が特徴。

写真右：ILLMINATION

メタリックカラーのエナメル調バンドに、ぴかぴかと光る

ゴールドの針とインデックス。夜の街に浮かぶイルミネー

ションのような時計です。



SEIKO

ウオッチデザイン

セイコーウオッチ株式会社　デザインセンター所属時担当

SEIKO の海外市場向け腕時計のデザイン。

写真左：MILITARY WATCH

視認性の高い大きなメモリが特徴のミリタリーウオッチ。

1/5 秒クロノグラフ、カレンダー。　

写真右：SEIKO SUPERIOR

アジア市場向けのメインとなった商品。

クラシカルでありながら、モダンな佇まいが特徴です。



PROFILE

PRODUCT & 
CONTEXT DESIGN

CONTACT

Born i n  Takayama-c it y  Gi f u ,  Japan /  1984

Produc t  Des ig n Depa r tment  a t  Tama Ar t  Un iver s i t y  /  2004 - 2008

Ar t  Cente r  Col lege of  Des ig n /  2007

SEIKO WATCH Co.  /  2008 - 2012

Cont rac t  Teacher  a t  Pac i f ic  R im P rojec t  a t  Tama Ar t  Un iver s i t y  /  2012, 2014

KAZUHIKO HAYAKAWA DESIGN /  2014 -

AWARD

Grand P r i x -  BDA Bicycle  S t ree t  Des ig n Compet i t ion Aoyama /  2013

Honorable  Awa rd -  I nte r nat iona l  Toy Awa rd i n  KOBE Bienna le  /  2013

Selec t ion -  Wood Des ig n Ex ibit ion a t  WAKITA Museum /  2013

Elec ted -  Heineken open de s ig n explora t ion i n  m i la no sa lone ( I t a ly)  /  2012

早川和彦デザイン事務所 |  KAZUHIKO HAYAKAWA DESIGN

150 -0011 東京都渋谷区東2-14-15若松ビル 2F

2-14 -15 2F Wakamat su Bu i ld i ng ,  150 -0011 Higa sh i ,  Sh ibuya ,  Tokyo,  Japan

Tel:  (+81)  3 -6433 -5344

Fax:  (+81)  3 -6733 -8524

ma i l@kazuh ikohayakawa.com

HP: ht t p:// kauh ikohayakaawa.com

プロダクトの企画・デザインを中心に、ブランディング、パッケージ、インテリア、空間

など幅広い提案を行っています。

ものの価値とは機能や形状だけではなく、そのものに含まれるコンテクストが大事だ

と思います。なぜならば、価値は時間の中で揺れ動き、時代にとって相応しい物事も

変化してゆくからです。そのために、物事の前後にある環境・状況等様々な文脈から

関係性を導きだし、それぞれに適した手法や表現方法でデザインを行っています。

人類が脈々と受け継がれてきた是迄のものづくりの歴史の上で、時には起源まで遡り

フラットな視点で思考し、次の時代へと続いて行くデザインをしていきたいという思い

があります。


