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Somewhere out in Japan stands a hotel called 
THE HOLIDAY. Here, at this hotel, there are no 
boundaries; weekdays or holidays, work or free 
time, normal or special occasions. There is 
abundant time for fun to join value and work, for 
you to become accustomed to daily life in a 
resort-like setting. Spend special time in a special 
place with special people. Ease the change 
between up-time and down-time for a pleasing 
mix of private and public time. Enjoying each day 
is important. Time alone and time with friends is 
central to life. Building a friendly relationship 
with your surroundings and the Earth.
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とある国の、とある場所にたたずむ、

“The Holiday”という名のホテル。

このホテルには、平日と休日、ワークとライフ、

普通と特別、その境界がない。

豊かな遊びの時間が、価値や仕事につながっていて

リゾートのような時間が、日々の生活になっている。

好きな場所で、好きなときに、好きな人と。

オンとオフを上手にスイッチしながら、

公私は楽しく混同されている。

大切なのは、毎日をワクワクさせること。

自分の時間や大切な人との時間を、人生の中心に置くこと。

地域や地球と、フレンドリーな関係を築くこと。

“The Holiday”は架空のホテルをコンセプトに、

これからの時代にとって本当の豊かさを

様々なフィールドでデザインするライフスタイルブランドです。

すべてのL i feを、Holidayに。
Pacific Coast Highway, Malibu, California 90265
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私
た
ち
の
想
い21世紀は私たちの価値観に大きな変化が訪れ、

本当に大切なものは何なのかを考える時代。

たとえば「自宅でも勤務先でもない場所であっても

問題なく仕事はできる」ということは、

いまや誰にとっても疑いがない。

住宅とオフィスの境界が融解することで、

自然との共生や趣味を謳歌する人生に注目が集まる。

日常と非日常の境界線は緩やかに混ざり合い、

日々は１つの拠点に留まることなく自らが望む場所で。

それが私たちが提案する新しいライフスタイル。

The Holidayは公私が楽しく混同する

新たな価値観を提唱していきます。

新しい世界に、
新しい提案を。

“旅するように暮らす”が当たり前の世界に。

アート、アクティビティ、趣味は、人生の幸福度を高める
とともに、人生に閃きを与え、その閃きがいつの時代も
新しい価値を創造してきました。私たちは様々なシーン
でWOW!と思えるような体験を提供していきます。

驚きと閃きに満ちた人生を送ろう。

東京を中心とした大都市一極集中から、場所と時間に
とらわれない生き方を提案。本当の意味で豊かで満た
された生活を様々なカタチで実現していきます。

場所と時間から解き放たれよう。

古くから人間は自然との「調和と共生」を重視してきま
した。サスティナブルな社会の実現、SDGsへの貢献、
そして私たちの大好きな海を守ること。私たちは地球と
フレンドリーな関係を築いていくことを約束します。

自然を愛し、自然と生きよう。

WITH NATURE

BE FREE

LIFE IS WOW!

Holiday Style

日  常

非日常場  所
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ブランドの世界観に触れていただけるThe Holiday （LOUNGE）を
はじめ、「旅するように暮らす」をもっと身近にもっと当たり前にする
ために、全国に拠点を設けて地域との新しい関係性を創ります。

架空のホテル“The Holiday”では心地よいルームウェアが提供され
リラックスできる香りに満ちています。それらを実際に商品化し
提供することで、休日のような気分で日々を過ごしていただけます。

ブランドの世界観にマッチした生き方・暮らし方・働き方を実現
している人にフィーチャーし、「人生における本当の豊かさ」を
見つけるためのヒントとなるような情報を発信していきます。

The Hol idayブランドが提唱する、“旅するような暮らし”を
体現した新たなまちづくりや新規事業開発、プロモーション
支援など、私たちはプランニング（閃き）のチカラで新たな価値
を生み出していくプロフェッショナル集団です。

The Hol idayブランドが体現しているような新たなデザイン
スタイルを、住宅やオフィス、ホテル、飲食店などの空間プロ
デュースに落とし込みます。一級建築士事務所である私たちは、
スペースプロデュースのプロフェッショナル集団です。
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BEACH CLUB
（宮崎県宮崎市）

The Holiday
(LOUNGE)
（東京都恵比寿）
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THE SURFSIDE VILL AGE
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（千葉県一宮市）
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【営業時間】

【所在地】

【お問い合わせ先】

※営業時間は告知なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目4-5

JR恵比寿駅・東京メトロ日比谷線恵比寿駅より徒歩５分

（不定休）10:00-20:00

（店舗直通）03-6455-0704 ２番出口 ●
●

西口
JR
恵比寿駅

恵比寿西
一丁目 JR

線

東京メトロ
恵比寿駅

日比谷線

2021年7月に東京の恵比寿にグランドオープンするThe Holiday （LOUNGE）は、

西海岸カルチャーからインスパイアを受けたフード＆ドリンクの提供や、オリジナル・セレクトグッズの販売、

ポップアップストアの展開など、The Holidayの世界観を体感していただけるショールーム空間です。

INFORMATION

HUB

MEDIA PRODUCT

﹇
拠
点
﹈



STAY TRIP

シンプルコンフォートをコンセプトとした「心地よく
過ごす空間」に必要なプロダクトを展開。海風を感じ
ながらゆったりと心地よく過ごすことをイメージし、
デザインはスッキリと、シンプルで長年使っていても
飽きの来ないスタンダードなアイテムに仕上げます。
素材へのこだわりや、リサイクル、アップサイクルなど、
自然環境と寄り添っていくことを大切にしていきます。

ナチュラルベーシックをコンセプトとした「休日のように
リラックスして過ごす」ためのプロダクトを展開。オン
オフの境界なく気楽に過ごせるワンマイルウェアや
普段身につけられるようなアイテムは、着心地や使い
勝手にもこだわり、デザインはミニマムに仕上げつつも、
ステッチやパーツでアクセントを。長年使っても飽きの
こないベーシックで持続可能なアイテムです。

生活を共にするモノだから
こそ、材質やデザイン、使い
やすさなどにこだわります

通常のアパレルブランドとは
一線を引き、セールを見越
した値段設定はしません

大量生産、大量廃棄といった
無駄を排除し、環境へ配慮し
たものづくりをしていきます

品質へのこだわり

わたしたちの約束

価格の透明性 エコフレンドリー
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プロダクトコンセプトは「STAY=空間」＆「TRIP＝ファッション」。

日々の暮らしをもっと豊かにし、そして自然と気分を高めてくれるような

アイテムを開発・セレクトし提供します。

テーマは、STAY&TRIP

The Holiday  BRAND BOOK 12
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海で、山で、川で、太陽の日差しを
気にせず楽しむためのサンスク
リーンなど、オーシャンフレンドリー
な自然環境に徹底的にこだわった
地球とお肌に優しいプロダクト。

フレグランス・コスメ
fragrance, cosmetics

歴史やこだわりを持つ窯元と焼き
上げたオリジナル食器。資源循環
と低環境負荷を実現するアップ
サイクルマグカップやグラスは、
一生使いたいテーブルグッズです。

マグ・グラス・食器
mug, grass

酒造メーカーとコラボしたクラ
フトビールと、The Holidayが
尊敬するロースターの焙煎豆や
コーヒーベース。ともにサンライズ・
サンセットの2ラインナップ。

BEER&COFFE
beer & coffee

日常を彩るグリーン、普段のお気
に入りの場所になる椅子。いつか
旅した日に過ごした一遍の風景
を思い起こさせるような日常を
演出するラインナップです。

椅子・観葉植物
chair, plants

The Holidayが提唱する旅する
ような暮らしにマッチした照明や
インテリアが上質なリラックス
した日常を演出します。

照明・
テーブルインテリア
lighting, table ware

海の環境に配慮した、石油由来
成分や添加物を排除した、自然
由来の最高級蜜蝋ワックス。廃棄
されるワックスでアップサイクル
したキャンドルなども開発。

サーフワックス
surfboard wax

架空のホテルThe Holiday の
一室でお客様に提供されるベッド
やクッションを具現化。1日の疲れ
を癒やし、素敵な1日のはじまり
を演出する、こだわりプロダクト。

ベッド・クッション
bedding

The Holidayが尊敬し、活動に
共感できるクリエイターやアーティ
ストとともに、生活を彩るアート
作品をセレクト・開発。サスティナ
ブルなものづくりを支援します。

アート
art

糸からこだわり、ナチュラルコットン
を採用したルームTシャツ。着心地
やデザイン性はもちろんのこと、
価格の透明性やフェアトレードの
実現を大切にしています。

ルームTシャツ
room t-shirt

ちょっと出かけたくなるオリジ
ナルビーチサイクルは波チェック
にも使える相棒。そのほかにも
サングラスやバックなどライフ
スタイルを彩るグッズを展開。

GOOD GOODS
good goods

カーテンやクッションカバーなど
様々なインテリアやアパレルを
製作する過程で廃棄される材料を
活用した、パッチワーク仕上げの
ハンドメイドサーフボードカバー。

サーフボードカバー
surfboard cover

架空のホテルThe Hol idayの
ルームシューズは使い捨てスリッパ
の代わりにビーチサンダルを
採用。ビーチにも、公園の散歩にも、
屋内屋外ともにベストにマッチ。

サンダル
sandals

架空のホテルから連想される
旅先にも使える歯ブラシやヘア
ブラシ。自然環境ほどを意識した
循環可能な新素材などを積極
的に採用。

アメニティ
amenities

オーガニックハーブを主原料と
したカラダにも環境にもやさしい
アイテムは、普段を少し上質な時間
に。シャンプーやボディソープ、
ハンドメイド石鹸などラインナップ。

インバスアイテム
bath goods

The Holidayオリジナルのルーム
ウェアはそのデザイン性から、
ちょっとした買い物や旅先での
リラックスウェアとしても、ノー
ストレスに機能してくれます。

ワンマイルウェア
one mile wear

地球環境にやさしい、肌触りの
良い上質な繊維を採用したオリ
ジナルバスマットやタオルは、
自宅だけでなく、おでかけのお供
にも最適なグッドグッズ。

バスマット・タオル
bath mat, towel

The Holidayは、日々の暮らしの中のさまざまなシーンで役立つアイテムの展開を予定。

ブランドコンセプトに基づいて開発されたプロダクトを提供していきます。

HUB

MEDIA PRODUCT

﹇
商
品
﹈



The Holiday  BRAND BOOK 16

私たちが思い描く未来や、私たちにできる社会貢献、

さまざまな事業活動やプロジェクトのほか、

尊敬できるヒト・モノ・コト・ホカを

The Holiday （JOURNAL）を通して少しづつお伝えしていきます。

The Holidayが大切にしている、
ヒト・モノ・コト・ホカ。

the-holiday.style

ブランドオリジナルの商品
や、ブランドの想いとマッチ
したセレクト商品の、製作
者の想いやこだわりといっ
た開発背景にフィーチャー
します。

モ ノ
things

ブランドに関わりを持って
いるヒト、ブランドが伝え
たい世界を体現している
ヒト、魅力的なバックボーン
を持っているヒトにフィー
チャーします。

ヒ ト
peaple

自分や周りの人との時間を
大切にし、地域や地球と
フレンドリーな関係を築いて
いる、人生をワクワクさせ
る様々なことにノールール
でフィーチャーします。

ホ カ
others

人のため、社会のため、
地球環境のための、持続
可能でフィールグッドな
理念に基づいた活動や
ムーブメント、新たな文化
にフィーチャーします。

コ ト
action

the_hldy
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ADDRESS

PHONE

E-MAIL

株式会社バンブック・株式会社ケンロック
企画・プロデュース・運営：

〒150-0011
東京都渋谷区東3丁目24-2
恵比寿STビル4F

03-6712-6906

info@the-holiday.style


