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TV で話題！！某アニメヒロインの箱を模した
「和映え収納 BOX」が当たる！
一般参加型の「和映えプロジェクト」が始動！
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弊社（株式会社ビドー 大阪市東成区大今里西１－２５－４、代表取締役
長野孝豊）は、今 TV 放送や SNS で話題の「和映え」を一般コンシューマ参
加型のプロジェクトとして開始。「和映えプロジェクト」参加者の中から当選者
には番組内で紹介された「和映え収納 BOX」を無料で進呈いたします。

関西テレビ放送 よ～いどん！「となりの人間国宝さんのコーナー」 撮影の様子
TV 放映時に話題となった某アニメヒロインの箱を模した「和映え収納 BOX」

https://www.watomos.com/media/wabae/
【概要】「和映え」は見たり評価するものでなく、貴方自身がトライするものです！
2021 年 5 月 17 日放送の関西テレビ放送「よ～いどん」の人気コーナー「となりの人間国宝
さん」の中で、弊社が推進している「和映え（※1）」が取り上げられました。「和映え」とは、
和風装飾活動の名称。コロナ禍で自宅にいることが多くなる昨今、自由に装飾を楽しむ
DIY 活動が盛んになってきています。その中でも特に「和風装飾アイテム」として注目され
ているのが民芸調家具金物の「オリエントシリーズ」です。
テレビ放送をきっかけに問い合わせが急増したことから、この度一般コンシューマ参加型
の「和映えプロジェクト（※2）」を開始することとなりました。小さなお子さんからお年寄り、さ
らにアニメファンや DIY ファン、店舗・インテリアのプロフェッショナルまで、自由な発想で
「和風装飾」を楽しんで、結ばれ、広がる新しい試みです。プロジェクト開始を記念して、参
加者の皆さんの中から TV 放送で話題になった「和映え収納 BOX（組立式）」を 3 名の方に
プレゼントいたします。やれば貴方にもわかる！誰もが気軽に参加できるけど実は奥が深
く、味わいのある和風装飾「和映え」の世界。是非ともプロジェクトにご参画ください。

【和映えとは？】
「和映え（※1）」とは、家具や部屋、持ち物などに和風装飾を
設置して楽しむ行為、または考え方の総称。和風装飾のイメ
ージやその画像も「和映えアレンジ」、「和映えショット」もしく
は、単に「和映え」と呼ばれます。

■「和映え」を産み出す装飾部品

「和映え」を簡単に演出できる商品が、民芸装飾金物「オリエント」シリーズです。民芸家具や桐ダ
ンスの装飾部品として長い歴史をもつロングラン商品ですが、自分の部屋の家具や持ち物に合わ
せるだけで、すぐに「和」の雰囲気が出来上がります。

■手軽に「和映え」を試すことのできる理由
「和映え」を手軽に試すには「練ゴム」の存在が欠
かせません。「練ゴム」は低粘着の柔らかいゴム質
のため、指先で小さくちぎることもでき、金物の裏
面や家具に設置しても取り外しが容易です。繰り
返し使用可能で、素早く試し写真を撮ることができ
ることから「和映えショット」が始まりました。
素早く「和映えアレンジ」を試す為の「練ゴム」

■テレビ放送で取り上げられた和映え DIY の事例
ノーマル

関西テレビ「よ～いどん

和映え

となりの人間国宝さんコーナー」で紹介された一般応募の和映え

本来の用途ではなく、キッチンに自由に装飾金物を設置するという DIY 的な発想でインテリアを
楽しんでいる方からの SNS 投稿写真です。設置する家具が洋風であろうと、一般的には使わな
い方法であろうと、ちょっと金物を取り付けるだけで豪華に見えたり、別の見え方が生まれたりす
る、大胆で新しい「和風の試み」としてテレビ番組内で話題となり、大きく紹介されました。

■自由にアレンジし、気軽に共有する創作の楽しみ。

小さなお子さんからお年寄りまで、実にさまざまな和映えアレンジ（アイディア）があります。本来
の意味やインテリア装飾の域を超え、装飾金物を使用して自分自身で考え出したアイディアを
共有する目的のものであったり、アイディアの背景や持ち物の形状と設置の工夫といった、工程
そのものを面白がったり、撮影の裏話などを共感しあったりする、自由で気軽な、ある種のクリエ
イティブ・コミュニケーションにまで広がっています。

■本格なインテリアでの和映えアレンジ
一般投稿の自由な画像共有目的や DIY 発想のものだけでなく、持ち物の形状や空間全体のバ
ランスを考えられた、本格的でモダンな和映えアレンジ例も数多くあります。

家具工房製作のスツール

飲食店舗製作のフロア照明（タリアセン 2）

一般応募の木製机

飲食店舗のテーブルコーナー

おもしろアイディアからプロのコーディネート事例まで、自由な発想で楽しめる「和映えアレン
ジ（アイディア）」が SNS に多数投稿されています。特に Twitter（ツイッター）や Instagram（イン
スタグラム）ではハッシュタグ（#ハッシュマーク）で、瞬時に「和映え」の事例が検索できます。

ビドースタッフが運営している SNS なら一般の方
から、プロの方まで、様々なアイディアの和映えシ
ョット（写真）、「ハッシュタグ ＃和映え」の投稿や
コメント、その他意見の共有などを確認することが
できます。

ビドースタッフの Instagram（インスタ）公式アカウント

https://www.instagram.com/bidoor_staff/
Instagram
ビドースタッフの Twitter（ツイッター）公式アカウント

https://twitter.com/bidoorstaff/
Twitter

和映えプロジェクトに参加して
「和映え収納 BOX」をゲットしよう！
これって…もしや
例の、あの「箱」では…？
よくあるネタモノかと思ったら
実はメチャ本物志向！

TV で
話題！

組み立て式で
ものづくりの楽しさ満載！
板厚なんと、１８ミリで
超タフな仕上がり！

部屋に置くだけで和映えする「和映え収納 BOX」。某アニメヒロインの箱
を模した、組み立て式の収納 BOX ですが、実は「和映え」に使用される
金物類の組み合わせと板加工の工夫で構成された、列記とした「和映え」
のアレンジ（アイディア）例なのです。
「和映え収納 BOX」の試作や商品開発の工程がテレビ番組で大きな話題と
なり、多くの方から商品化のご要望を頂戴いたしました。多数のお問い合
わせ、ありがとうございました。この度、「和映えプロジェクト 2021」
にご参加頂いた方の中から 3 名様にプレゼントさせていただきます。

「和映えプロジェクト（※2）」とは、和風装飾活動のフォトコミュニケーシ
ョンのこと。具体的には、和風民芸金物を自分の持ち物や衣服、家具、
扉、その他室内にある物品などに自由な発想で設置し、SNS 等を通じ
てそれらの画像の共有と拡散をすることで、和風装飾のアイディアを広
め、楽しみ方の模索やお互いのセンスの向上を行うことです。

【プレゼントの詳細】

本物の民芸家具金物を使用

本格的スライド丁番を使用

板厚 18mm で頑丈な仕上り

名 称：和映え収納 BOX（組立式）
概 要：単行本 24 巻程度が入る二段式組立収納 BOX。簡易 DIY 感
覚でお客様がご自身で組み立てて完成させる、ものづく
り精神の溢れた和映えアイテムです（組立説明書付）。
カラー：ナチュラルメープル
サイズ：外寸：536×260×190（ｍｍ）板厚：18ｍｍ
内寸：上下段共 240×220×150（ｍｍ）※金物を含まず
セット：本体板材：低メラ合板（組立用木ダボ付き、穴加工済）
装飾金物類：鉄製（表面焼付艶消し黒塗装 設置用釘付）
扉金物類：金属、樹脂製（設置用ビス付）
組 立：本 体：木製ダボ打ち込み式（背板スライド式）
ゴム槌、木槌などでの打ち込み推奨
装 飾：釘止め式（金槌、木槌などでの打ち込み推奨）
扉
：スライド丁番とマグネットキャッチ式
扉用金物はビス止め式
※組み立てに必要な工具類・木工用ボンドはセットに含
まれません。予めご了承ください。
備 考：仕様・内容は予告なく変更される場合があります。
和映え収納 BOX（組立式）は非売品です。

【組み立て動画】(6 月 14 日公開予定)

https://www.watomos.com/mv000003/

組立説明書

和映えプロジェクト参加方法

【和映えプロジェクト詳細】
名
内

称
容

開催期間
対象商品
対 象 者
参加方法

：watomos(ワトモス)プレゼンツ 和映えプロジェクト 2021
：「和映えは見たり評価するものではなく、貴方自身がトライするもの」です。自由な発想
や工夫で和風装飾アイディアを考え、SNS を通じて多くの写真の拡散をしましょう。
：2021 年 6 月 14 日から 2021 年 7 月末日まで
：ビドー製オリエントシリーズ（民芸家具装飾用金物）
：対象商品で「和映えショット（写真）」の SNS 共有とビドー公式 SNS のフォローができる方
：対象商品を購入して金物を使用した和映えショット（写真）を撮影。ビドー公式 SNS（ビド
スタ）をフォロー後にハッシュタグ「#和映え」とコメントをつけて投稿してください。投稿
点数の制限はありません。写真のアイディアや企画、構成、ストーリーなどを思いつい
たら何度でも投稿可能。自由な発想でたくさん投稿して、プレゼントをゲットしよう！！
①対象商品を用途やアイディア、イメージなどに合わせて購入。
②「和映えアレンジ（アイディア）」を検討＆トライ。（「練ゴム」を使うと何
度も繰り返しアレンジを試すことが可能。「練ゴム」の使い方やアレンジの作
り方、みんなの事例は和映え特設ページ参照。注意事項は下記備考参照）。
③「和映えショット（写真）」をスマホなどで撮影。ビドー公式 SNS（ビドスタ）
をフォロー。ハッシュタグ「#和映え」とコメントを添えて写真投稿（撮影方
法や SNS の写真共有方法は和映え特設ページ参照。
注意事項は下記備考参照）
。

ビドー公式 SNS：ツイッター（Twitter） https://twitter.com/bidoorstaff/
インスタ（Instagram）https://www.instagram.com/bidoor_staff/
選考と当選 ：開催期間終了後、ビドー公式 SNS のフォロワーの中からハッシュタグ「#和映え」
付きの「和映えショット」を以下の部門とポイントで選考いたします。
・こども和映え部門
金物の配置や工夫がされていることがわかる子供らしい和映えショット
・なるほど和映え部門
金物の配置や工夫、努力等が伝わり、なるほどと感じとれる和映えショット
・攻めてる和映え部門
金物の配置と構成などから全体的に日本らしさを感じとれる和映えショット
ビドー公式 SNS のフォロワーの中から、選考の結果を直接当選者の方にご連絡
をいたします（開催期間終了後 1 週間程度の間、SNS の設定でダイレクトメッ
セージの許可をお願いします）。SNS を通じて連絡の取れる方で国内発送に限
り、「和映え収納 BOX(組立式)」をプレゼント（送料弊社負担）。尚、当選は
商品の発送持ってかえさせていただきます。

【オリエントシリーズのご購入】
■直販サイトからのご購入（初回無料登録で大手通販サイトよりもお安く購入いただけます。）
・オリエントシリーズ 和映えセット (初心者におススメ)
・オリエントシリーズ 全製品
・オリエントシリーズ 前錺/鍵座
・オリエントシリーズ かん/取手/引手/つまみ
・オリエントシリーズ 胴巻/折
・オリエントシリーズ 隅金物
・オリエントシリーズ しもく/十字/Ｔ字/L 字

■大手通販サイトからのご購入（初心者におススメの商品リンク）
・和映えお試し 4 個セット(練ゴム付き) オリエント 1-36 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FY7CX4
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00397/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00397.html
・和映え追加 8 個セット オリエント 1-36 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FZNXMW
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00402/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00402.html
・和映えお得 16 個セット(練ゴム付き) オリエント 1-36 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FX43SQ
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00407/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00407.html
・和映えお試し 4 個セット(練ゴム付き) オリエント 1-45 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FX43SP
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00398/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00398.html
・和映え追加 8 個セット オリエント 1-45 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FX4Y8W
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00403/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00403.html
和映えお得 16 個セット(練ゴム付き) オリエント 1-45 三角
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FYHKBL
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00408/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00408.html

・和映えお試し 4 個セット(練ゴム付き) オリエント 2-14 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FZFN1K
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00399/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00399.html
・和映え追加 8 個セット オリエント 2-14 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FZ91NK
楽天市場
Yahoo!ショッピング

https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00404/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00404.html

・和映えお得 16 個セット(練ゴム付き) オリエント 2-14 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096G1MZ6L
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00409/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00409.html
・和映えお試し 4 個セット(練ゴム付き) オリエント 2-15 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FZHZCX
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00400/
Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00400.html

・和映え追加 8 個セット オリエント 2-15 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FZF9P9
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00405/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00405.html
・和映えお得 16 個セット(練ゴム付き) オリエント 2-15 直線
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FXFQXQ
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00410/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00410.html
・和映えお試し 4 個セット(練ゴム付き) オリエント 4-17 L 型
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FYK9FX
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00401/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00401.html
・和映え追加 8 個セット オリエント 4-17 L 型
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FYKHSN
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00406/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00406.html
・和映えお得 16 個セット(練ゴム付き) オリエント 4-17 L 型
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B096FYC1CH
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/14-00411/
Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/14-00411.html

■FAX でのご購入（以下の 2 枚の用紙をダウンロードして FAX 注文可能）
・オリエント 現金用価格表 （PDF ファイル）
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/ori_price2021.pdf

・オリエント 現金用 FAX 注文チラシ （PDF ファイル）
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/ori_fax2021.pdf

【商品ラインナップ】

オリエント製品全ラインナップ （PDF ファイル）

【和映え特設ページ】

https://www.watomos.com/media/wabae/

【備考】
※上記内容は 2021 年 6 月現在のものです。お使いのモニタによって、実際の製品と多少色が異なることがあ
ります。また、製品仕様および価格は、予告なく変更することがあります。特に明記していない限り、寸法の
単位は全てミリメートル（mm）です。寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤
差が発生致します。実際の寸法は原物の採寸をお願いします。
※1．インテリア業界における「和映え」とは、家具や部屋、持ち物などに和風装飾を設置して楽しむ行為、また
は考え方の総称。和風装飾のイメージやその画像も「和映えアレンジ」もしくは単に「和映え」と呼ぶ。イン
テリアの中の「和」とは何か？を考えるきっかけとして作られた造語で、インテリア装飾部品の老舗メーカー
「株式会社ビドー」が行っている「watomos(ワトモス：洋室に和を灯す)活動」の一環として 2021 年 4 月に公
表。
※2．インテリア業界における「和映えプロジェクト」とは、インテリア装飾活動の名称。「和風装飾」とは何か？の
模索を通じて具体的なアイディアを個人（または団体）が作りだし、その考え方の拡散と共有を目的として
いる。watomos（ワトモス）が提唱する「和映えプロジェクト 2021」は和風金物の装飾活動を示す。特に和風
民芸調伝統金物を持ち物や衣服、家具、建具、その他室内にある物品などに自由な発想で設置し、SNS
等を通じてそれらの画像を共有すること。また同時に、そのアイディアを広め、楽しみ方の模索やセンスの
向上を行う行為の総称。
※ご注意：金物
オリエントシリーズは釘止め製品です。「和映えショット（写真）」の撮影目的以外の場合は、金物の設置は
付属の釘をご使用下さい。設置する際には、釘の長さや太さ等を考慮しシッカリと固定されること確認して
ください。仮止めで「練ゴム」を使用した場合は、釘で固定する前に取り除いてください。金物は室内の水
気のない箇所での使用をお願いします。商品への打痕、摩耗等は表面処理が破損する可能性があります。
表面処理破損防止のため、取り付けの際には工具と金具本体が直接接触しないよう気を付けてください。
本製品の設置を起因とする家具、その他の物品の破損、権利の侵害、保証等の費用、その他過失を含む
損失等は当社では負いかねます。予めご了承ください。
※ご注意：練ゴム
「練ゴム」は低粘着の柔らかいゴム質の為、仮止めに利用可能です（仮止め以外の用途に使用しないでく
ださい）。カッターナイフ等で 1～2mm 程度の薄さに切ると取り扱いが容易になります（刃物の取り扱いには
十分ご注意ください）。仮止めする材質によっては、白い跡が付着し取れにくくなる場合があります。跡が
残るような箇所への使用はしないでください。
（例）写真類、紙類、布類、プリント・ 低メラ合板その他跡が付く可能性の高い材質
使用時に白い粉が手等に付着する場合があります。洋服や家具、その他に白い粉が付着しないようご注
意ください。誤って、目や口に入った場合は医師の指示に従ってください。安全上、小さなお子さんやお
年寄りの方など、「練ゴム」ご使用上の注意事項を確認できない方のご使用はお控えください。
※ご注意：画像・動画の共有
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）は誰でも簡単に無料で画像や動画を共有できる Web サービス。
中でも Twitter（ツイッター）、Instagram（インスタグラム）ならハッシュタグ機能（興味・関心のあるユーザー
同士で話題や写真を瞬時に共有する機能）が使えて便利です。和映えアレンジ（アイディア）の共有は、自
己責任で行ってください。撮影者の個人所有、または撮影許可が取れた画像・動画に限って共有を行うよ
うにしてください。共有することで、第三者への誹謗中傷や著作権・意匠権、その他、個人情報の漏洩や
権利侵害等に値する場合は、ただちに共有を中止してください。本製品の設置を起因とする著作権、肖像
権、その他の権利侵害、その他過失を含む損失は当社では負いかねます。予めご了承ください。他人の
迷惑にならないよう、ルールを守って楽しく共有しましょう。

【プレスリリースのお問合せ】
～「技術」と「モノづくり」を「ムスビ」、住空間を豊かにする～

株式会社 ビドー
「和」の技術と精神を住空間に残す為の事業 「watomos(ワトモス)」運営元
〒537-0014 大阪市東成区大今里西 1-25-4
TEL ： （06）6972-3824（代）
FAX ： （06）6974-3865（代） メール：info@bidoor.co.jp
広報担当 ： 長野孝豊
BIDOOR（ビドー）Web サイト
WATOMOS（ワトモス） Web サイト
通販サイト ビドーパル

https://www.bidoor.co.jp/
https://www.watomos.com/
https://www.bidoorpal.com/

