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大阪市北区梅田 2-2-22  HERBIS PLAZA ENT 3F

Tel&Fax ： 06 6344 1944   Mail ： am@antika.jp
営業時間 : 11~20時

大阪本店

JR大阪駅 桜橋口・阪神梅田駅 西改札口 地下道直結
ハービス ENTウエスト エレベーター 3階降りて左奥

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101  LAQUE四条烏丸 3F

Tel&Fax ： 075 708 7331   Mail ： la@antika.jp
営業時間 : 11~21時

京都店

阪急烏丸駅・市営地下鉄四条駅
22・24番出口直結

大阪市北区茶屋町10-12  NU茶屋町 B1F

Tel&Fax ： 06 6147 2758   Mail ： na@antika.jp

営業時間 ： 11~21時

NU茶屋町店

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩1分

神戸市東灘区御影中町3−2−1  御影クラッセ 2F

Tel&Fax ： 078 891 3388   Mail ： ka@antika.jp

営業時間 ： 10~21時

神戸店

阪神御影駅前北側すぐ

ヴィンテージ アーコール家具専門店

大阪市北区梅田2-5-25  ハービスPLAZA 2F

Tel&Fax ： 06 6440 7677 

Mail ： am@antika.jp

営業時間 ： 11~20時

JR大阪駅 桜橋口・阪神梅田駅 西改札口 など地下道直結

ONLINE SHOP

滋賀県長浜市元浜町21−36

Tel&Fax ： 0749 68 3001

Mail ： london@cyber.ocn.ne.jp

営業時間 ： 10 ~18時 年中無休

JR長浜駅より徒歩10分

www.antika.jp

SHOP BLOG

antika-shop.com

EB

10th アニバーサリーフェア

4.13 sat - 30 tue

単品 デイベッド  ¥160,000

単品 コーヒーテーブル  ¥100,000

4店舗共通 限定スペシャルアイテム

ビューロー  ¥50,000

ダイニング 5点セット  ¥120,000
（背もたれ布・張替え無し）　

ミドルチェスト 4段  ¥40,000 ハイチェスト 6段  ¥50,000

ウェグナービーチデイベッド（張替え無し）
＋ウェグナーコーヒーテーブル  ¥250,000

ダイニング 5点セット  ¥160,000
（背もたれ木・張替え無し）　

チェア  ¥10,000

RCOL THE VINTAGE

キャスター付きサイドボード
（全店舗で 10本限定）
¥100,000

コロニアルオケージョナル
コーヒーテーブル
（アーコル店限定 5本）
¥40,000

ドロップリーフテーブル
（アーコール店限定 5本）
¥85,000

ルームディバイダー
（アーコル店限定 2本）
¥189,000

全商品
10%OFF 20%OFF

英国アンティーク&
ERCOL オールドコロニアル

コロニアル
リフェクトリーダイニング
5点セット
¥126,000

ご要望にお答えして、インターネットの掲載商品を一部の店舗でミニ特集が決定。
第1弾は、親子のほほえましい姿が表現されたロイヤルコペンハーゲンと
ビングオーグレンダールの母の日のイヤープレートを集めました。
合わせてクラシックなアーコールもどうぞ。

SHOP+WEB 合同企画第1弾  “母の日”特集

サイドバイサイド
¥180,000

ミラーバックサイドボード
¥350,000

1. マザーズデイプレート Royal Copenhagen  ¥2,730~ / Bing&Grondahl  ¥1,575~

2. ERCOL オールドコロニアル オープンカップボード  ¥73,500

3. ERCOL オールドコロニアル ドロップリーフテーブル ダイニングセット  ¥126,000

1 2 3

期間中 全品
10~30%OFF!

（特価・新物は除外）

全店共同企画

会計前にくじを引き、お買い上げ商品に対して割引をします。 ハズレくじなし。
3日間は期間中の割引額と抽選券の割引額を足した合計が最終の割引額になります。
例） 10%OFF商品 ＋ 2等20%OFF券 ＝ 30%OFF

特価品は割引併用不可となります。ご了承ください。

3日間限定の抽選会 { 4月 13・14・15日 } ＊お買い上げ品 ¥3,000以上で お1人様 1回まで
No.1 No.2

期間限定:4月13-30日 3Fに『ERCOL（アーコール）展』オープン!

店舗では展開しきれないアーコール家具各種を、京都店同フロア
にて展示販売いたします。人気のウィンザーシリーズから、オールド
コロニアルまで。 レアものも集結！ ぜひ、ご来店くださいませ。

等1 等2 等3 等4 等5

20%OFF券 10%OFF券 5%OFF券 Nordic
or リネンタオル
プレゼント

30%OFF券

各店10脚限定!

＊ヴィンテージ商品のためデザイン・サイズは異なります。 写真はイメージ画像です。

10TH ANNIVERSARY全商品
10~30%OFF

（一部を除く）



前川 幸市

生き物や自然をモチーフに信楽で作陶。動物園にて
様々な動物のしぐさや表情、息づかいを感じながらス
ケッチし制作された動物たちは、いづれも命を吹き込ま
れているかのように、やわらかで生き生きとしています。

ギャベ

イランの遊牧民“カシュガイ族”によって手織りされ
る、素朴な絨毯。800年の歴史のある絨毯で、遊牧
民たちが共に暮らしている羊達の上質な毛を手で
紡ぎ、その糸を草木で染めて丹念に織られます。

キリム

天然草木染め・手紡ぎの羊毛で織られた、自然
100％の手織りの平織りラグ。柄のひとつひと
つに意味があり、質の高いキリムは使う程に羊
毛に光沢が生まれ、色がより鮮やかに。

今後の取扱予定アイテム

Gustavsberg 陶器類

1825年創立、北欧モダンデザインを代表する
スウェーデンの陶磁器ブランド・グスタフスベリ。
数々の作品はスカンジナヴィアンアートの代表
的なものとして根強い人気があり、近年40～
60年代の名作が復刻版として再びリリース。　

BERSA  by Stig Lindberg

1960～74年に製造。スウェーデン語で「葉っ
ぱ」を意味する“ベルサ”。淡い緑色の葉っぱに
しっかりと描かれた茎と葉脈が、白磁にとても
よく映えます。

ADAM  by Stig Lindberg

1959～1974に製造。ブルーのドットが徐々
に大きさを変えながら美しく並んだシリーズ、
“アダム”。 遠近法を上手く取り入れていて、美
しい藍色の深いブルーのドットが清潔で上品
なデザインになっています。

絨毯 - Gabbeh & Kilim
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“北欧.Style+1 ANTIKAとモダン.” として

ANTIKAとモダン.の前身である倫敦商会が初めて百貨店に小売りショップをオープンしたのは30年以上前。
『Old days Good for life』をコンセプトとした店舗でした。
当時美術品とは価値観の異なる、普段使いのアンティーク家具への支持を得るには、相当の努力を要しました。

What’s “ANTIKAとモダン.” ?

2003年4月「ANTIKAとモダン.」が大阪梅田にオープンして以来、今年で10年を迎えることになりました。

いつもご愛顧いただきまして まことに有り難うございます。

10周年という一つの区切りを迎え、現在の「北欧.Style+1 ANTIKAとモダン.」となるまでの概要・それ以前の店舗展開、商品の流れ等を知って頂きたい と本紙の発行となりました。

店頭では、WEB SHOPを含む全店で、10周年アニバーサリーフェアを企画しています。

さらなる接客サービスや商品提供を充実出来るよう、今後とも株式会社倫敦商会 及び、北欧.Style+1 ANTIKAとモダン.を宜しくお願い致します。

10周年によせて

ANTIKAとモダン．の前身は京都左京区で始まりました

ザ・モア200株式会社設立

阪急百貨店梅田本店に、アンティークショップ「時代屋倫敦商会」をオープン

アンティークの販売・リース会社として、株式会社倫敦商会を設立1993

ショップ「東インド会社」を開設

1996 倫敦商会家具研究所を開設 (500坪)

2002 ANTIKAとモダン．湯の花ファクトリーハウス開設

“ANTIKAとモダン. 大阪本店”大阪梅田HEPナビオにオープン2003

大阪本店がHEPナビオからハービスPLAZA大阪へ移転

店名を“北欧.Style+1 ANTIKAとモダン.”とし、関西を中心にショップを展開

大阪本店はハービスPLAZAから隣のビル・ハービスENTに移転

1978

1985

1988

2007

2010

2012

京都府亀岡市に1000坪の倉庫、PAO商品センターを設立

美術品的な絵画・陶磁器、そして民族の文化資料など 多彩な世界モノを輸入し販売。
NHK・大装株式会社と共催で「シルクロード展」を開催するなど、
ときには展示会や美術館の資料として日本に取り入れました。

エスニックと英国アンティーク家具・雑貨を全国の百貨店を舞台に展開。
西武百貨店池袋店、渋谷店にショップ「倫敦商会」、プランタン銀座に「クゥイーンズ・クローゼット」をオープン。

アンティークショップとして、北は北海道・南は博多まで、全国の百貨店に出店しました。
現在「倫敦商会」の店舗は滋賀県長浜にございます。

様々な映画・CM・カタログの撮影へリースしています。
現在も貸し出し中の「探偵ナイトスクープ」。後ろのセットはすべて本物のアンティークなんです！

安田勝美氏による仏画の曼荼羅をイメージした設計で、
バーカウンターやステンドグラス・ブロンズ像まで、アンティークものが並んでいます。

広島・天満屋などで展開。

3000坪の敷地内には、倉庫・工房・事務所があり、海外からのコンテナがこのウェアハウスに直接つけられ、
家具たちはそのままお修理や張替えなどのメンテナンスをし、ここで保管されています。

100坪の店内には北欧・イギリスだけでなく、エスニックを中心に世界モノが並び、
現在の北欧.Style+1とは一味違うショップでした。「ANTIKAとモダン.」は千葉・広島・名古屋にも展開。

7月 神戸御影クラッセに「神戸店」オープン
9月 大阪NU茶屋町に「NU茶屋町店」オープン
11月 京都ラクエ四条烏丸に「京都店」オープン

この建物は奈良シルクロード博の巨大なパビリオンを移築したもの。
「極道の妻たち」のロケにも使われた少し風変わりなカタチです。

4月 現在2013

ハービスPLAZA2階に“ERCOL THE VINTAGE”をオープン2008

ヴィンテージERCOL（アーコール）家具専門店として、定番からレアものまで取り揃えます。

アンティークがインテリアスタイルの一つのカテゴリーとして認知され、それらの市場も成熟した2003年、
新たなスペース感覚とデザインの幅広い世界を探求する自由、そして未来のアンティークとして残るべくして
残るものに目を向け、オープンしたのが『ANTIKAとモダン.』です。

エストニア小物

リネン

自然豊かな北ヨーロッパ「エストニア」より直接
買い付けいたしました。デザインから縫製までの
全ての工程をエストニアで行い、選ばれた上質の
天然素材のみ使用。色鮮やかなタオルやプレース
マットは、ギフトにも人気が高いアイテムです。

Kadri Kaerma

北欧・エストニアの陶芸作家。ネコをモチーフ
にした作品が多く、鮮やかな色使いとテクス
チャー、独創的な描写によって生み出される
作品は、彼女の持つファンタジックな世界観と、
どこか愛らしい表情のバランスに魅了されます。

Nordic Gifts

エストニアのバーチ材、リトアニアのリネン、
ラビットファーなど全て天然素材を使用した
ハンドメイドのウッドドール。 Aive Pedajasによっ
て生み出された人形は、ひとつづつ丁寧に作られ、
その温かい表情には思わずにっこりしてしまいます。

日本民芸陶器

河井 一喜

河井寛次郎は父・久さんの大叔父にあたる。
滋賀県猿子田窯にて自らの作品を制作する。
民藝の伝統をしっかり受け継ぎながらも、自らの
新しい次代の感性が、作品に反映されています。

山田 浩之

信楽焼窯元を経て信楽町で独立後、2001年
信楽町宮町に工房を移転。黒釉に金銀彩を
ほどこした無国籍な雰囲気の陶器は、いづれも
軽く、実用性を兼ね備えます。

東恩納 美架

東恩納さんの作る器は、パステルカラーのような淡
い色合いと手作りのぬくもりを感じさせるマットな
質感が特徴。板皿を壁にかけるような扱い方も似合
う、どこかヨーロッパ的なセンスを感じさせる器です。

日本の民芸作家さんをはじめ、エストニア雑貨、Gabbeh（ギャベ）やKilim（キリム）といった現代のハンドクラフト商品を、スタッ
フがそれぞれセレクト。 より自由なライフスタイルを提案いたします。

2010年、ヴィンテージ家具・雑貨のみならず、幅広い商品展開をめざして『北欧.Style+1 ANTIKAとモダン.』として神戸、大阪茶
屋町、京都へオープン。ヴィンテージ家具での「北欧スタイル」提案に、「+1」として加えられるような国内外、新旧問わずの雑貨
を中心として、新しい店づくりを目指しました。

ご入会いただいていますか？  ANTIKAとモダン.のWEB会員。

新規ご入会いただきますと、すぐにご使用いただける1000ポイント のボーナスポイントをプレゼント！

店頭には並んでいない、レアなアイテムも 揃うWEB SHOP。

100円で5ポイント付与される、高い還元率のポイントシステムを利用して

WEB SHOPでのお買い物をお楽しみくださいませ。

年に６～10本の40フィート大型コンテナの商品を、イギリス・デンマークより仕入れています。
G-PLANやERCOLといった人気商品を 「定番商品」として幅広くご提案できるのも、仕入れのために欠かさず海外に足を運んでいるから。

WEB会員
募集中！

www.antika.jp

海外買付け1.

主な買い付け先は、デンマークとイギリス。
街中にライフスタイルのヒントがたくさん。

いよいよコンテナに商品を積んでいきます。
いかに壊れないようにたくさん積むか？
大事に梱包された商品たちは約1ヶ月半の船旅に出発です。

ヴィンテージ雑貨も家具も
ひとつひとつ手に取り選んで
仕入れています。 
豊富な知識と判断力、そして
歩きまわり運ぶ体力勝負です。

長い船旅を終え、コンテナは京都の倉庫・湯の花ファクトリーへ到着します。
1番大きなコンテナなので長さは12m以上！ スタッフ総出で荷下ろしです。

コンテナ到着2.

バケツリレー
形式で次々と
下ろされる
商品たち。

高さは2.5m。 リフトや
脚立を使っての作業です。

検品を済まし、修理が必要なものは
倉庫内の工房へと運ばれていきます。まずは種類別に分けられます。

海の向こうから、長い歳月と多くの人たちの
手に渡ってきた家具たちが、いよいよ店頭へ！
新たな出会いを待っています。

「剥離」「研磨」「塗装」といった工程を経ると、
表面は新品同様に！

亀岡の自社工房により、生地の張替や塗装などのメンテナンスを行います。 家具が蘇る瞬間です。メンテナンスを経て店頭へ3.

RENTAL
希望の空間づくりを楽しんでみませんか？

アンティーク小物は、もの言わない時代の代弁者。
テレビや映画の撮影から、教会ステンドグラスまで！

“レンタル小物”も充実の品揃えです。
その他 CM・雑誌などの撮影や、
展示会・イベント・店舗ディスプレイに役立つ
アンティーク小物も多数取り揃えています。

詳細年代は不明ですが、イギリスの船上で使用
されていたマリングッズ。これらの小道具は、何
気なくディスプレイされていることにより、周囲
の家具や商品を引き立ててくれるアイテムです。

アンティークな空間づくりには、一番必要
な商品です。時計やカメラ、タイプライター
には、時代を表現するスタイルや、その時代
にしかなかった機能があります。

英国紳士の楽しんだスポーツが、商品から
も伝わってきます。さまざまな種目のスポー
ツの道具にさえも気品を感じることができ、
大切にされて今の時代に残されています。

飲食店のディスプレイにも人気のキッチン
ルームアクセサリー。それぞれの用途が
はっきりと分かるほど、個性を持つアイテム
が揃います。

商品レンタルについて

レンタル商品につきましては、
リース期間により価格が変動
いたします。

レンタル料金
： 商品代金の10%
： 商品代金の20%

1週間
1～2週間

梱包・配送
お客様によるご負担とさせて頂きます。

Camera & Instrument Sports Kitchen Marine

ANTIKAとモダン.取扱商品

ERCOL

1920年ルシアン・アーコラーニによって設立さ
れ、現在も彼のファミリーに経営されている英国
を代表する老舗家具メーカー。マーガレットハウ
エルが熱望し復刻したことでも注目を集めており、
ヴィンテージ家具も大人のナチュラルスタイルを
好む方を中心に人気が高まっています。

G-PLAN

英国エベネゼル・グーム社により「ライフスタイルを
プランニングする」ように住環境・ライフステージに
あわせて用途別の組み合わせを前提にトータル
フォルムでまとめられた、ミッドセンチュリー家具。
その機能性とデザインは、現代のライフスタイル
にも調和し、人気の高い家具です。

雑貨

陶器やガラス、照明などルームアクセサリーも幅
広く取り揃えています。HORNSEA、Midwinter、
Jens J.Quistgaard、Holmegaard、Royal 

Copenhagen、Rorstrandなどの1960～70年代
の英国・北欧ヴィンテージ陶器は近年入手しづ
らくなっています。

…商品がお店に並ぶまで…

椅子の張替には、イギリスのデッドストック生地や
デンマーク製の生地を使用。国産生地も豊富に揃います。


