
 会社概要

商　号 株式会社アスプルンド

代表者 代表取締役　嶋本 喜司

設　立 1991年11月5日

資本金 499百万円

従業員 626名 ( 社員175名、契約社員53名、アルバイト398名)

決算期 毎年 (10月31日)

売上高 2013年10月期　11,222百万円

 2014年10月期　12,135百万円

 2015年10月期　13,361百万円

取引銀行 みずほ銀行 麻布支店、三菱東京UFJ銀行 品川駅前支店、

 りそな銀行 田町支店、三井住友銀行 本店営業部、

 商工組合中央金庫 本店営業部、東京スター銀行 本店営業部

所在地 本社

 〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル5F

 TEL：03-3769-0660(代表)　FAX：03-3769-0668

営業所 名古屋オフィス

 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-2-28 吉村ビル101号室

 TEL：052-222-5820　FAX：052-222-5840

 大阪オフィス

 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-19-26 ASPLUND BLDG.3F

 TEL：06-6533-8623　FAX：06-6533-8624

フラッグシップショップ
兼ショールーム ASPLUND恵比寿

 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル2F

 TEL:03-5725-8651  FAX：03-5725-8652

海外協力工場 AXENT WOOD

 HERNAN CORTES ST.,BANILAD MANDAUE CITY,

 CEBU,PHILIPPINES 6014

営業種目 1) 業務用家具の企画、輸入、販売

 2) 小売用家具、雑貨の企画、輸入、販売

 3) 小売直営店の運営(家具、雑貨等)

 4) 食材の輸入、販売

 5) 飲食(喫茶)店の運営

Name ASPLUND Co., Ltd.

President Yoshiji Shimamoto

Founded November 5th, 1991

Capital 499 Million Yen 

Employees 626

Accounting Period End of October 

Net Sales 11.2 Billion Yen (FY2013)

 12.1 Billion Yen (FY2014)

 13.3 Billion Yen (FY2015)

Main Banks Mizuho Bank, Ltd/The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd./
 Resona Bank, Ltd./Sumitomo Mitsui Banking Corp./
 The Shoko Chukin Bank, Ltd./The Tokyo Star Bank, Ltd.

Locations (Head Quarters)      Mita 43 MT Bldg. 5F 

 3-13-16 Mita, Minato-Ku, Tokyo 108-0073 JAPAN

 (Nagoya Office)     #101 Yoshimura Building

 1-2-28 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya City, Aichi 460-0002 

 JAPAN

 (Osaka Office)     ASPLUND Bldg. 3F 1-19-26 

 Minami-Horie, Nishi-Ku, Osaka City, Osaka 550-0015

 JAPAN

Flagship Shop
& Show Room 

 ASPLUND Ebisu    Digital Gate Building 2F

 3-5-7 Ebisu-Minami, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0022 Japan

Oversea Associated Factory 

 axent wood

 Hernan Cortes St.,Banilad Mandaue City,Cebu,Philippines 6014

Business Lines 1) Planning, Manufacturing, Importing and Sales of 
      Business Use Furniture 
 2) Planning, Manufacturing, Importing and Sales of 
      Home Use Furniture & Life Style Goods
 3) Operating Life Style Shops
 4) Importing & Sales of Foods and Its Related Goods
 5) Operating Café Shops

(2015年11月現在)

アスクル株式会社、　株式会社アクタス、　株式会社ACME、　アマゾンジャパン株式会社、　株式会社イリア、　株式会社ウィークス、　株式会社エトワール海渡、　
株式会社大塚家具、　株式会社近鉄百貨店、　株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス、　株式会社迫田、　佐藤商事株式会社、　
株式会社サンマルクホールディングス、　株式会社スタート、　株式会社スタイリングライフ・ホールディングス、　株式会社関家具、　株式会社高島屋、　
高島屋スペースクリエイツ株式会社、　株式会社大丸松坂屋百貨店、　株式会社丹青社、　タカラベルモント株式会社、　株式会社タリーズコーヒージャパン、　
株式会社東急ハンズ、　株式会社日建スペースデザイン、　株式会社乃村工藝社、　株式会社藤栄、　株式会社丸井、　株式会社三越伊勢丹、　三井デザインテック株式会社、　
安井家具株式会社、　株式会社大和、　楽天株式会社、　リンベル株式会社、　ローラアシュレイジャパン株式会社、　株式会社ロフト、　株式会社ワイヨット　他　50音順

主要取引先

千葉センター　〒273-0016 千葉県船橋市潮見町14　NTTロジスコ内　アスプルンド物流センター
太田センター　〒373-0015 群馬県太田市東新町837-3　新井商運内　アスプルンド物流センター

物流センター

コントラクト事業部 CONTRACT DIVISION  TEL:03-3769-0637　   FAX:03-5444-6733　   E-MAIL:contract@asplund.co.jp
インポート事業部 IMPORT DIVISION  TEL:03-3769-0788　   FAX:03-3769-0668　   E-MAIL:import@asplund.co.jp 
ＯＥＭ事業部 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING (OEM) DIVISION TEL:03-3769-0523　   FAX:03-3769-0668　   E-MAIL:oem@asplund.co.jp 
直営店事業部 RETAIL STORE DIVISION TEL:03-3769-0638　   FAX:03-5427-6576　   E-MAIL:headoffice@timelesscomfort.com 
フードビジネス事業部 FOOD BUSINESS DIVISION TEL:03-3769-0770　   FAX:03-3769-0785　   E-MAIL:food@asplund.co.jp 
ＥＣ事業部  E-COMMERCE (EC) DIVISION TEL:03-3769-0522　   FAX:03-5730-4273　   E-MAIL:ec-div@asplund.co.jp 

事業部

概要

OUTLINE



1991年 11月 株式会社島本のインテリア部門であるアスプルンド事業部が独立し、株式会社アスプルンド(資本金24百万円)を設立

  （本社）東京都港区三田4丁目1番4号クワトロ三田ビル2F

  コントラクト事業部、デピュイ事業部、OEM事業部の3事業部体制にて、フィリピン・インドネシアからの輸入を主とした家具・

  雑貨等インテリア製品の企画・販売を開始

1993年 8月 東京都港区三田4丁目1番9号に本社を移転

1994年 12月 イタリアなどヨーロッパより家具・雑貨等の輸入開始

1995年 12月 東京都目黒区自由が丘に、”TIMELESS COMFORT”をコンセプトとする衣食住を兼ね備えた生活提案型の直営店舗T.C自由が丘店を開設

  同施設にイタリア・トスカーナ地方の自然食品等を扱うカフェLA CASA DI CACCIAを併設。飲食事業に参入

1996年 4月 星ヶ丘三越に直営店T.C星が丘店を開設し、T.C CAFÉ 星が丘店を併設。T.C CAFÉ の展開を開始

1996年 10月 デピュイ事業部をインポート事業部に名称変更。台湾・中国・タイ等東南アジアからの輸入を拡大

1997年 3月 千葉県船橋市にアスプルンド物流センターを開設

1998年 9月 資本金を48百万円に増資

 11月 イタリアのコントラクト家具メーカーEMU GROUPS.P.A.社との業務提携により、日本総代理店となる

1999年 10月 自由が丘のカフェLA CASA DI CACCIAが、ベストベーグル賞を受賞したH&H BAGELSのベーグルやTAILOR'Sのマフィン等を取り扱う

  ニューヨークスタイルカフェ212自由が丘店としてリニューアルオープン。ニューヨークスタイルカフェ”212”の展開を開始

 12月 三井物産(株)と資本･業務提携。資本金を58.5百万円に増資

2000年 3月 (株)エステルマネージメントインターナショナルとの資本･業務提携により、H&H BAGELS･TAILOR'Sの国内販売権を取得し、

  食材の輸入・卸売及びカフェの運営をおこなうフードビジネス事業部を設立

  4月 資本金を434.2百万円に増資

2001年 3月 大阪府大阪市西区南堀江に直営店T.C南堀江店を開設

 4月 晴海トリトン1Fに、キッチン雑貨が中心の新しい生活提案型直営店212キッチンストア晴海店を開設

2003年 9月 伊藤忠商事(株)と資本・業務提携

2004年 1月 南青山「ラ・コレッツィオーネ」にて家具新ブランド"ASPLUND HOME FURNITURE"を発表

 3月 第33回店舗総合見本市JAPAN SHOP2004にてホームユース及び店舗什器"METAL SISTEM"を新発表

2005年 10月 物販（T.C/タイムレスコンフォート、212キッチンストア)の直営店舗数が50店舗を超過

2007年 3月 東京ミッドタウン(３F)にFLAGSHIP 212 KITCHEN STOREを開設

2008年 6月 丸紅(株)と資本・業務提携。資本金を499.9百万円に増資

2008年 11月 福岡県柳川市にアスプルンド九州物流センターを開設

2009年 3月 三井物産(株)との資本･業務提携を解消

  英国家具ブランドHALOの総代理権を取得し、販売を開始

2010年 7月 OEM事業の拡充のため、伊藤忠セラテック(株)より、家具OEM事業の営業権を譲受

2010年 10月 恵比寿アイマークゲート2Fに ASPLUND恵比寿店(ショップ兼ショールーム)を開設

2010年 12月 東京都港区三田3丁目13番16号に本社移転

2011年 5月 名古屋市中区丸の内に名古屋オフィスを開設

2011年 6月 大阪市西区南堀江に大阪オフィスを開設

2012年 2月 埼玉県北葛飾郡杉戸町にアスプルンド埼玉物流センターを開設

2012年 5月 東京スカイツリータウン・ソラマチ2Fに 212キッチンストア スカイツリータウン・ソラマチ店を開設

2013年 12月 イオンモール幕張新都心に212キッチンストア イオンモール幕張新都心店を開設

2014年 1月 千葉県船橋市にアスプルンド千葉物流センター、群馬県太田市にアスプルンド太田物流センターを開設

  東京海上キャピタル(株)による資本参加を受け、伊藤忠商事(株)および丸紅(株)との資本・業務提携を解消

2014年 12月 イオンモール岡山に 212キッチンストア イオンモール岡山店を開設

2015年 4月 酒々井プレミアム・アウトレットに 212キッチンストア初のアウトレット業態である

  212キッチンストア 酒々井プレミアム・アウトレット店を開設

2015年 10月 ららぽーと海老名に 212キッチンストア ららぽーと海老名店を開設

  2015年10月末現在、直営店舗数は74店舗

  （T.C/タイムレスコンフォート 22店舗、212キッチンストア 51店舗、ASPLUND 1店舗）

HISTORY

沿革



LIFESTYLE GOODS
(KITCHEN GOODS,INTERIOR GOODS,
FASHION ACCESSORIES, ETC.)

ライフスタイル雑貨領域
(キッチン雑貨、インテリア雑貨、服飾雑貨等)

RESIDENTIAL FURNITURE
(BRAND FURNITURE,CASUAL FURNITURE)

家庭用家具領域
（ブランド家具､カジュアル家具領域）

ORGANIC 
(FOOD,BEVERAGE, ETC.)

オーガニック領域
(輸入食材、雑貨等)

DINING(CAFE)

飲食領域

COMMERCIAL FURNITURE 
(HOTELS,COMMERCIAL FACILITIES,
WEDDING HALLS,OFFICE,ETC.)

業務用家具領域
(ホテル､商業施設､結婚式場､オフィス等)

The breadth of Asplund’ s business ranges from furniture and home interior products,  food 

and beverage industries. We keep our vision board and look beyond industry divides and 

propose a lifestyle contemporary to the times we live in. Our operational platforms in both 

wholesale and retail allow us to distribute products to diverse channels and serve customers 

with a high level of flexibility. We will always continue to innovate our operations and portfolio 

of products in lines with the times ahead to maximize our clients’ interest and enhance the 

lifestyle market. 

アスプルンドの事業領域は、家具・インテリアを中心に生活雑貨、飲食まで多岐にわたっております。「その時々

の時流に沿った最適なものをライフスタイルの垣根を設けずに提供をしていきたい」という私たちの思いがそこ

にはあります。また、卸事業と小売事業を内包することによって、販売チャネルを多様化、お客様への提供方法の

自由度を高めると共にサービスの拡充を図っております。これからも、ライフスタイル領域を面で捉え、時代の変

化に柔軟に対応しながら、お客様満足度の最大化に向け、挑戦を続けてまいります。

BUSINESS DOMAIN

事業ドメイン



株主総会

GENERAL MEETING OF 
SHAREHOLDERS

管理部

MANAGEMENT 
DEPARTMENT

インポート事業部

IMPORT DIVISION

直営店事業部

RETAIL STORE DIVISION

EC事業部

E-COMMERCE(EC) 
DIVISION

コントラクト事業部

CONTRACT DIVISION

フードビジネス事業部

FOOD BUSINESS 
DIVISION 

経営企画室

CORPORATE 
PLANNING DEPT.

監査役

AUDITOR

取締役会

BOARD OF DIRECTORS

社長

PRESIDENT

自社公式サイトの運営及びオンライン販売

カフェの運営及び輸入食材の卸販売

インテリア・家具及びキッチン雑貨等を
取り扱うライフスタイルショップの運営

ブランド・セレクト家具及び雑貨の輸入・卸販売

オーガニック商品の輸入・卸販売

OEM事業部

ORIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURING(OEM)

DIVISION
オフィス・家庭向け家具及び雑貨の
企画・製造・販売

業務用家具の企画・製造・輸入・卸販売

人事・総務チーム
財務・経理チーム
貿易業務チーム
システムチーム

OPERATION DIVISION INTRODUCTION

組織図



Our Contract Division caters to the needs of commercial spaces 

such as hotels, restaurants, cafes, as well as public spaces with a 

lineup of specialty furniture and interior products. We work 

closely with our clients to create semi-order or fully customized 

pieces to match their theme and concept.  As exclusive 

distributors for overseas brands such as EMU, TIMOTHY OULTON 

by HALO, Vincent Sheppard, as well as utilizing our 25+ years of 

experience in production of our original brand in Cebu 

(Philippines), we meet 

the needs of our clients 

with high quality form 

and function. 

ホテル・カフェ・レストラン・

公共施設、その他様々な空間

に合った家具及び関連インテ

リア商品を多彩にラインナップ

しているコントラクト事業部。お客様のプロジェクトのテーマ・コンセプトに最適

な商品を、カタログ定番はもとより、サイズ・カラー等を変更したセミオーダーや

お客様のイメージに基づいたオリジナル家具のフルオーダーまで、幅広くご提

案をさせていただいております。

また、日本の総代理店として取扱いを行っているEMU・TIMOTHY OULTON by 

HALO・VINCENT SHEPPARD等の輸入ブランド商品をはじめ、フィリピンのセブ

島では、25年以上にもわたり当社オリジナルブランドの商品を作り続けてきてお

り、こだわりの個性あるデザインに加え、機能性に優れた商品の数々は、皆さま

からの高いご支持をいただいております。

CONTRACT DIVISION

コントラクト事業部



インポート事業部はヨーロッパ・アジアのメーカーの中で鮮度が高く、高感度のアッパー

～ミディアムアッパーゾーンの家具・雑貨を独占輸入し日本全国の著名家具店、雑貨店

に卸販売を行っております。低価格化、同一化が進行している日本市場において、差別

化され最終ユーザーからその価値を認めて頂ける商品をいかに提供できるか否かが

最重要となっていることは言を待ちません。

常に消費者視点に立ち、顧客満足度の最大化を最優先に商品開発をしておりますが、

単品開発のみならず取り扱うブランドのハイブリッドミックスにより、店頭で世界観を表現

することで消費者がその良さを肌で感じることができる売場演出に挑戦しております。

現在、取扱いのブランドは、重厚でゴージャスなイギリスのハンドメイド・ビンテージ

家具「TIMOTHY OULTON by HALO」、古船などの古材を使用した独特の雰囲気を

醸し出す「d-bodhi」、古材とウォールナット新材を使用し、北欧ビンテージの流れ

を汲むデザインの「BINA」、樹齢200年以上のオリーブウッドのみを使用したハン

ドメイドキッチンウエアの「ARTE LEGNO（アルテレーニョ）」など。これからも常に時

代の流れをみつめながら、「半歩先をいく価値の提案」をテーマに、皆さまにインテリア

ライフの楽しさと喜びをお届けしてまいります。

Our Import Division focuses on the exclusive import and distribution of 

middle-to-high-end furniture and home interior products to major retail 

channels such as department stores, well-established stores and 

specialty boutiques. Despite the increasing market tendency for 

standardizing products and driving prices down, we thrive to provide 

the market with innovative brands and products that have a distinct 

value and market position.

While Import Division always stands in the place of the consumer, 

developing products that respond to specific consumer needs, in totality, 

the careful blend of various brands bring out a distinct stylistic vision. 

Our portfolio of brands that we distribute include but are not limited to: 

TIMOTHY OULTON by HALO, a unique British brand of furniture and 

interior products with dramatic antique flair; d-bodhi, a green-conscious 

Dutch producer of furniture products that highlight reusability of found 

wood; bina, a innovative furniture and interior brand of which design 

inspired by Scandinavian vintage with utilizing the recycle wood, 

peroba wood and walnut; Arte Legno, an Italian producer of handmade 

kitchenware with using more than 200 years old aged Olive wood,  We 

will continue to provide lifestyle products that capture the trend 

“half-step” ahead of our times. 

IMPORT DIVISION

インポート事業部



Our Original Equipment Manufacturing (OEM) Division is a one-stop shop for product development customized to client needs. We provide our 

clients with a totalized service, ranging from concept development to merchandising, prototype development, mass production, quality control, and 

to delivery management. Our affiliated production facilities are based in Japan, as well as Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Taiwan, and China. We 

have a thorough quality assurance program with each manufacturer to ensure product safety and quality. We work with product ranging from 

furniture, home interior products, to fashion accessories, to meet the specifications and price point of our clients. 

OEM事業部はお客様のご要望に応じて、新製品の開発をワンストップで行っております。お客様のニーズやウォンツに合わせたコンセプトづくりから、マーチャンダイジング業務、

試作サンプルの制作、生産･品質管理や出荷管理までをトータルに行います。製造拠点は、日本国内はもちろんのこと、マレーシア、タイ、インド、ベトナム、台湾、中国のアジア

各国へ展開、万全の体制を敷いております。また高品質な製品づくりを目指し、各工場に対しては厳しい品質管理体制を確立しており、製品の安全性確保に努めております。

OEM製品の領域としては、オフィス家具や家庭用家具を中心に、バッグや生活雑貨など、お客様のご予算に合わせたプライスと高品質の製品を提供しております。

企画、コンセプト作成、デザイン、仕様詳細か
ら材料の選定や梱包仕様などをご提案いた
します。

The commercial production 
process of OEM goods

OEM商品の製品化プロセス

Planning
プランニング

選定した材料や仕様、生産数量などをもとに
お見積をお出しいたします。

Estimate
お見積り

納期や数量などを決定し、部材調達や製造の
準備に入ります。

Formal order
正式ご発注

お見積をご検討、ご納得いただいたうえで
具体的な試作品を提示。使用感、品質などを
ご検討いただきます。試作品の結果をもと
に修正点をまとめ、再度試作品の提示を行
います。

Pre-production 
samples
試作サンプル

ご希望の納期に合わせて、ご指定の場所に納
品いたします。

Shipment・
Delivery of goods

各生産工程管理、進捗状況管理や品質管理、
全てを統合して生産管理を行います。工場へ
の生産立ち合いの実施や出荷前の検品立会
いを行います。

Manufacture
製造

出荷・納品

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING (OEM) DIVISION

OEM事業部



直営店事業部は、まさにアスプルンドの直営店を運営する事業部。

1995年12月、東京都目黒区自由が丘にオープンさせたライフスタイルショップ、T.C/タイムレスコンフォート自由が丘店を皮切りに多店舗展開をスタート。その後、キッチンの

専門業態である"212キッチンストア"と、両業態のアウトレットを加え、現在は2ブランド4業態を展開しております。 

T.Cは“TIMELESS COMFORT=時代を超越した快適さ”というコンセプトをショップブランドとしており、一過性ではないトレンド志向のもと、世界のあらゆる所から時代の潮流に

合い、また半歩先をいく質の高いライフスタイリングの提案を通じて、お客様に夢と感動と快適さを提供し続けております。

"212キッチンストア"は「食」をテーマとした、キッチン・ダイニングのセレクトショップ。

「世界で一番素敵なレストラン。それは我が家の食卓。」をキャッチフレーズに、料理を作ることと食べることが楽しくなる、そんな素敵な我が家のレストラン作りをお手伝いさせて

いただいております。“212”とはニューヨークの旧市外局番の意味であり、世界で最もグローバルな食文化を発信するこの街をイメージし、「料理には国境が無く、世界のどんな

料理でも楽しく作って、美味しく食べていただく」という思いを込めて、世界各国から選りすぐりの道具やウエアーをセレクトし、提案し続けております。

Asplund opened its first directly managed retail store, Timeless Comfort, in Jiyugaoka (Tokyo) in December 1995. Our Retail Division today operates 

two retail brands, “Timeless Comfort” and “212 Kitchen store,” as well as “T.C Outlet” and “212K Outlet”.

Timeless Comfort (T.C) is, as its name suggests, a multi-category lifestyle store that carries products that propose timeless value; high quality 

products that are not swayed by fast passing trends and stand the test of time.  

212 Kitchen Store is a specialty boutique focused on kitchenware and tableware. Our motif is “My home is my favorite restaurant in the world” ‒ 212 

Kitchen Store merchandises its products to recreate everyone’ s favorite “restaurant” in your own kitchen. We believe in the joys of food and 

cooking, the warmth and comfort that home-cooking brings out, and collect favorite kitchenware, tools and utensils from around the world to 

enhance this universally joyous activity of cooking and eating. 

RETAIL STORE DIVISION

直営店事業部



Our Food & Café Division works with the theme “Good for the Body 

and Soul” for product selection and café recipes. For our café recipes, 

we collaborate with “vegetable sommeliers” to create original recipes 

utilizing the freshest seasonal ingredients. The running theme in our 

foods selection is to propose loveable foods that are good for the 

body, the soul, and the environment.

フード事業部では、“体と心に美味しい”をキャッチフレーズに、直営のカフェを展開

しております。野菜ソムリエが厳選した旬の野菜やオーガニック、無添加食材等こだ

わりの食材をふんだんに利用したメニューを取り揃え、いつでも、どなたでもカジュ

アル感覚で楽しめる空間をご提供させていただいております。

T.C CAFÉでは、ライフスタイルショップTIMELESS COMFORTのコンセプトを反映した

“快適で心安らぐリラクゼーションの空間”を、212 CAFÉでは、212キッチンストアが

セレクトするキッチンウェアやテーブルウェアで演出した“見て、楽しめる”料理のご

提供を心掛けております。

FOOD BUSINESS DIVISION 

フードビジネス事業部



Our E-Commerce Division serves as a platform for the online sales and 

delivery of products handled in our retail stores and the sales 

promotion contributed for the Retail  Division as well  as the 

management of our web site such as “Asplund Style”, “Timeless 

Comfort” and “212 Kitchen store” . 

EC事業部は、アスプルンドが展開する直営店舗のWEBサイトやオンラインストアの

運営・管理、プロモーションの企画・立ち上げを行なっています。例えば、「T.C/タイム

レスコンフォート」、「212キッチンストア」の公式サイトや公式通販「ASPLUND 

STYLE」など。また、ZOZO TOWN や楽天ショップの運営も行なっており、SNSの活用も

積極的に行なっています。

http://www.asplund.co.jp

アスプルンドコーポレートサイト

http://www.asplund.co.jp

アスプルンドコーポレートサイト
https://www.timelesscomfort.com

T.C/タイムレスコンフォート公式サイト
http://www.asplund-style.com

アスプルンド公式オンラインストア

http://www.212kitchenstore.com

212キッチンストア公式サイト
https://www.facebook.com/212kitchenStore

212キッチンストア公式フェイスブック（画像上）

http://www.facebook.com/timelesscomfortstyle

T.C/タイムレスコンフォート公式フェイスブック（画像下）

E-COMMERCE (EC) DIVISION

EC 事業部



With a sophisticated blend of Old & New, the ASPLUND store continues to 
propose a new lifestyle standard in Japan.

“TIMELESS STYLE”

OLD&NEWスタイルを兼ね備えた、常に新しい時代の少し先のSTYLEを提案するのが

SHOP “ASPLUND”のコンセプトです。時代にあった最新のデザインを伝え、日本のライ

フスタイルのスタンダードを提案していくのがこのショップの使命です。

Shop concept

ショップコンセプト

ASPLUND boasts a truly unique collection of global trends presented in a 
highly original style. ASPLUND is an unparalleled shop and showroom that 
serves the most cutting edge creative consumers and professionals from 
different industries such as hotel, restaurant, interior designers and stylists. 

インテリアシーンにおける世界的潮流（グローバルトレンド）を、スタイリッシュに提案

する日本で唯一のショップ。それがSHOP“ASPLUND”です。常に新しいライフスタイル

の創造をいとまない感度の高い一般ユーザーは勿論、ホテルやレストラン、カフェなど

の空間デザイナーやスタイリスト、またそのオーナーといったプロユーザーへ向けて

も、比類のない価値を発信するショップスペースとして提案し続けます。

Shop's feature

ショップの特徴

・ We generate global trends in the home interior industry
・ We propose valuable products at unexaggerated, appropriate price points
・ We function as a business terminal for professionals in our field

・ 世界のインテリアシーンにおけるトレンドの発信

・ 価値のあるものを適正価格で販売（海外直接買付などによる）

・ プロユースへのビジネスターミナル機能を内包

Three standards

3つのスタンダード

FLAGSHIP SHOP ASPLUND (SHOWROOM IN EBISU)

フラッグシップショップ アスプルンド（恵比寿ショールーム）



Furniture and interior brand Timothy Oulton by Halo blends the duality of classic and innovation in 
a seamless vision of a daring and authentic lifestyle. Each piece exudes the passion of the creator; 
the specificity of the material, the craftsmanship, and the uncompromising authenticity of the 
finishing touches. Leather sofas, trunks, and hand-carved tables are some of the representative 
pieces of this unique brand. 

伝統と革新をベースにDARING-大胆、AUTHENTIC-本物、オリジナルを忠実に再現する事を追求した独自の

もの作りと世界観を持つブランドTIMOTHY OULTON BY HALO（ティモシー オルトン バイ ハロー）。オール

ハンドメイドで伝統的な職人の技を忠実に再現、素材や仕上げにこだわり、アンティークの持つユーズド感を

徹底的に追及し、レザーソファ、鋲うちトランク、木製の手彫りのテーブル等を丁寧に生産しています。

As a leading name in outdoor furniture, Italian brand Emu has been adorning gardens and terraces 
throughout the world for over 60 years. Emu’s technical expertise and uncompromising 
commitment to quality allows for the production of sophisticated and functional designs and 
texture that can be used outdoors in all kinds of weather. Each piece stands the test of time and 
represents true craftsmanship.  

ガーデンファニチャーのトップブランドとして常に注目されているイタリアのEMU（エミュ）。半世紀以上にわたり

培った高度な技術と妥協を許さないモノ作りの真摯な姿勢があります。洗練されたデザイン、快適な使用感、全

天候型使用の優れた耐久性が結びついた逸品の数々。１つ１つに、時が経ても決して色褪せない価値が込めら

れています。

We’ve selected delicious all natural food products from around the world based on the simple 
criteria of it being delicious, additive-free, and eco-conscious. 
Products range from basic sauces, rare spices, beverages, to everyday snack items. The common 
denominator for these foods being that they have been created based on a thoughtful process that 
lightens up our tables. 

アスプルンドでは、天然素材やオーガニックな製法にこだわり世界中から集められた、「本当に美味しい」食材を提

案しています。お料理のベースとなるソースや調味料から軽いスナックまで、ひとつひとつ丁寧に作られた食品

は、知恵と手間をかけることによって素材の本質的な良さが引き出され、人生のおもむきをじんわり感じさせて

くれる味です。

明るく健康的にオーガニックなライフスタイルを取り入れていただけるよう、楽しい食卓を彩ります。

Vincent Sheppard began as an importer for the British furniture brand Lloyd Loom to the  
Belgian market. Learning from the traditional methods of Lloyd Loom, Vincent Sheppard has 
since launched its own collection and has realized its position as a leading Belgian brand. 
Luxurious and comfortable, Vincent Sheppard creates a sumptuous atmosphere and true 
comfort to its clients.

20世紀初頭、イギリスのロイドルーム家具の輸入を出発点として創業したVINCENT SHEPPARD（ヴィン

セント シェパード）。その後、ロイドルームスタイルの伝統技法を取り入れた、独自のコレクションを次々

と発表し、ベルギーを代表するナショナルブランドとして地位を確立しています。ラグジュアリーなスタ

イルは、快適かつハイグレードな空間を創造し、お客様に深い安らぎを約束してくれます。

Organic Food

BRAND INTRODUCTION

取り扱いブランド紹介


