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「オランダのアート＆デザイン新言語」が開催

10月29日より、東京・木場の東京都現代美術館で「オランダのアート＆デザイン新言語」が開催されてい
る。本展はクリエイティブコモンズに沿った写真撮影が可能なため、ブログや写真共有サービスへの投稿が可
能だ。
[木熊太郎，エキサイトイズム]
【一泊3780円〜】会員制リゾートホテルが会社の福利厚生宿泊施設に！
◆経営コンサルタントの思考力が身につく！◆日本マンパワーの中小企業診断士講座

エキサイトイズムとは？
「高い美意識と審美眼を持ち、本物を知った30代男性」に向けたライフスタイルのクオリティアップを
提案する、インターネットメディアです。アート、デザイン、インテリアといった知的男性の好奇心、美
意識に訴えるテーマを中心に情報発信しています。2002年11月スタート。
※この記事は、エキサイトイズムより転載しています。

10月29日より、東京・木場の東京都現代美術館で「オランダのアート＆デザイン新
言語」が開催されている。最新のオランダアートとデザインのエッセンスが凝縮した、
必見の展覧会。2011年1月30日（日）まで。後日詳細レポート予定。

映画でポン！ 第8回：

『ハート・ロッカー』と『シャッターアイラ
ンド』、主人公がビョーキなのはどっち？

マーティン・バース氏と「シェル」（2009年）

-コデラ的-Slow-Life- Vol.113：

ついに判明！
――Dial35

黒く塗られたCdSの謎

岡崎宏司のクルマ DE トリップ：

プリウス プラグインハイブリッドと2週間
を過ごして
Real Timeシリーズ「Sweepers clock」

杉山淳一の＋R Style 第42鉄

海底駅、連絡線、昭和の記憶――津軽海峡の
今昔を訪ねる
新着記事
中田英寿がほれた赤ワインを買ってチャリ
ティを（11月12日）
Apple TVが日本でも発売、映画配信開
始（11月12日）
ル・コルビュジエの名作「LCシリーズ」が色
鮮やかに（11月12日）

ムービーの閲覧にはFLASHプラグイン（バージョン8以上）が必要です。

本展はクリエイティブコモンズに沿った写真撮影が可能なため、ブログや写真共有
サービスへの投稿が可能だ。

独BMW、プラグインハイブリッドスポーツ
カーを量産へ（11月11日）
1940年代の腕時計のテイストを持つ「TXク
ラシックコレクション」（11月11日）

海外旅行
アジア・夏のオセアニアに行こう
11月12月限定 高級ホテル割引
キャンペーン実施中☆11/30まで
マンション探し
タワー・大型規模マンション特集
大手8社の新築マンション情報を
まとめて検索・資料請求＞＞
不動産
そろそろ、引越し考えませんか？
物件を「通勤時間」で探せる！
【誠 住まいの情報局】はコチラ
マネー
マネー・金融チャンネル
不景気の今、自分の資産は自分で
守る！お金のいろはを学ぶには

マルタイン・エングルブレクト氏と「レストラン「レスト」」（2008年）
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「ご近所ショップ」マルタイン・エングルブレクト

「リッペンズ・バッグ」テッド・ノーテン（2005年 ）J.リッペン氏蔵
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「ライフスタイル」インデックス
スペインデザイン展、今年話題だった「レオ」の脳内世界へGO！
「セイコー ブライツ」ワールドタイムソーラー電波時計の新作
フィンランドデザインで埋め尽くされる10日間
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