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新日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：永井 幹人）が運営する「＋ONE LIFE LAB」（プ

ラスワンライフラボ）と、株式会社 JTB パブリッシング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：今井 敏行）が運営する
「るるぶ&more.」は、昨秋、共同で「女性のための旅と暮らしの研究プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）を発足いたしま
した。本プロジェクトは、“旅と暮らし”をテーマに2社の知見を生かしたさまざまなイベントを企画・開催し、これを通じて女
性の暮らしに潤いのある毎日を提案することを狙いとしています。 
「＋ONE LIFE LAB」は、単身世帯のライフスタイル、価値観、未来像をあらゆる視点から考察し発信、そしてカタチにし

て提案する暮らし・住まいの研究所として、2017年 5月に新日鉄興和不動産が設立しました。 
「るるぶ&more.」は「るるぶ」を〈もっと〉多くの人に、「るるぶ」を〈もっと〉身近に！の思いを込めて、毎日のおでかけをサ

ポートする、女性向けおでかけメディアです。 
本プロジェクトでは、2019 年 1 月 18 日（金） 〜3 月 7 日（木）にかけて「旅先で見つけた素敵なインテリア」と題した

フォトコンテストを実施し、2019年 4月 1日（月）～5月 6日（月・祝）に写真展を開催いたしますのでお知らせします。 
 
《イベント概要》 
【フォトコンテスト：「旅先で見つけた素敵なインテリア」】 

 ホテルのおしゃれなインテリアや、個性的で素敵な建物、思い出のワンシーンを彩る素敵な空間など、思わず憧
れてしまうような「旅先で見つけた素敵なインテリア」の写真を、インスタグラムやツイッターなどの SNS で一般募
集。国内外を問わず応募総数 338 点の旅先での素敵な写真が集まり、旅好き女子のインテリアへのこだわりが
垣間見えました。本コンテストでは、この中から 16点を選出、豪華賞品をプレゼントします。 

 「+ONE LIFE LAB銀座ギャラリー」にて、2019年 4月 1日（月）より、受賞作品 16点を展示した写真展を開催
します。選りすぐられた16点の一般募集写真と、トークショーに参加した3人の有名インスタグラマーの写真を一
挙にご覧いただけます。 

 
［フォトコンテスト開催概要］ 
応募期間：2019年 1月 18日（金） 〜 3月 7日（木） 
 

［写真展開催概要］  〈入場無料〉 
■開催期間 ： 2019年 4月 1日（月）～5月 6日（月・祝）  

※開館時間 ： 平日 11:00～19：00 土日祝 10：00～18：00 休館日：毎週水・木曜日 
■会   場 ： +ONE LIFELAB銀座ギャラリー 

東京都中央区銀座 1-6-11 土志田ビルヂング 2F 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

新日鉄興和不動産(+ONE LIFE LAB）×JTBパブリッシング（るるぶ&more．） 

「女性のための旅と暮らしの研究プロジェクト」主催 

 「旅先で見つけた素敵なインテリア」フォトコンテスト・写真展 

4月 1日（月）～5月 6日（月・祝）開催〈於：+ONE LIFE LAB 銀座ギャラリー〉 

【地図】 



【会社・組織概要 】 

■新日鉄興和不動産株式会社 

・所 在 地 ： 東京都港区赤坂 1－8－1 

・代 表 者 ： 代表取締役社長 永井 幹人 

・設 立 ： 1997年 3月 24日（創業 1952年 10月 15日） 

・U R L ： http://www.nskre.co.jp/ 

・事業内容 ： オフィスビルの開発・賃貸・管理 

マンション・戸建住宅の開発・分譲・賃貸 

商業施設・物流施設等の開発・賃貸・管理 

外国人向け高級マンションの賃貸・管理 

不動産の売買・仲介・鑑定・コンサルティング 

不動産証券化商品の企画・出資 

 

■+ONE LIFE LAB（プラスワンライフラボ） 

・運営母体 ： 新日鉄興和不動産株式会社 

・設 立 ： 2017年 5月 31日 

・U R L ： https://plusonelife-lab.jp 

・研究内容 ： 単身世帯のライフスタイル、価値観、未来像をあらゆる視点から考察し発信、そしてカタチにして提案

する暮らし・住まいの研究所 

 

■株式会社 JTBパブリッシング 

・所 在 地 ： 東京都新宿区払方町 25-5 

・代 表 者 ： 代表取締役社長 今井 敏行 

・設 立 ： 2004年 10月 1日 

・U R L ： https://jtbpublishing.co.jp 

・事業内容 ： 1．印刷出版物の発行・販売 

2．自社媒体への広告掲載営業 

3．トータルソリューション（カスタム出版・デジタルコンテンツ販売・Webサービス・会員サービス等） 

 
■るるぶ&more.（ルルブアンドモア） 

・運営母体 ： 株式会社 JTB パブリッシング 

・開 設 ： 2018年 4月 18日 

・U R L ： https://rurubu.jp/andmore 

・事業内容 ： 旅行ガイドブック「るるぶ」のノウハウを活用したコンテンツや、便利なサービスで、20～30代女性のお

でかけをサポートするメディア 

 

 

 

 

 

 

 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

新日鉄興和不動産株式会社 広報室 担当：吉田 

TEL：080-8438-9224 FAX：03-6774-8328 

株式会社 JTBパブリッシング デジタルコミュニケーション事業部 

TEL：03-6888-7895 Ｅ-ｍａｉｌ：rurubu-ad-master@rurubu.ne.jp      

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjtbpublishing.co.jp&data=01%7C01%7Cm_koito043%40jtb.com%7C037548f6eea9441fdb8608d6a77101b1%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0&sdata=0tnneFaAOYOJ8IePMCwiyHlgWQCaKTCYIdgAE2us2RE%3D&reserved=0
https://rurubu.jp/andmore


 

〔参考〕 
 
【トークイベント：インスタグラマーを構成する旅と暮らしのレシピ】 

 2019年 2月 23日（土）、「るるぶ&more.」にて「&mores」として活躍するインスタグラマー3名をゲストに迎え、
「インスタグラマーを構成する旅と暮らしのレシピ」のトークイベントを「+ONE LIFE LAB 銀座ギャラリー」にて実施
いたしました。 

 
［開催概要］ 
■開 催 日：2019年 2月 23日（土） 14：00～ 
■会 場：+ONE LIFE LAB （プラスワンライフラボ）銀座ギャラリー 
■参加人数：22名 

 
◆ゲストインスタグラマー 
・たじはる  @haruka_tajima 
＜トラベルフォトライター＞ 
旅人・フォトグラファー・ライターの 3役をこなす“トラベルフォトライター”という職業を生み出し、旅
を仕事にする。 
大学で建築を学び、19歳で海外一人旅へ。現在までに世界 60カ国 230都市以上を訪問。 

 
・YURIE   @yuriexx67 
＜ソトアソビコーディネーター＞ 
趣味で始めたキャンプをきっかけに女子でもできるアウトドア“週末ソトアソビ”を提唱。商品企画や
空間プロデュース、雑誌連載など活動は多岐に渡る。 
 

･もろんのん @moron_non 
＜ファッショントラベルフォトグラファー/ライター＞ 
インスタグラムで明るくポップなトラベル写真で７万人フォロワーの人気を集める。雑誌 Hanako、 
るるぶ&more.、みちのりなどでトラベルの連載を持つ。 

 
 

 
◆旅先で見つけた素敵なインテリア 

 「&mores」が世界を旅している時に見つめた素敵な家や部屋、インテリアをそれぞれご紹介いただきました。
YURIE さんのアウトドアのインテリアは落ち着いた印象の中にも差し色が効いており、ナチュラルな世界観が印象
的でした。たじはるさんの写真は、鮮やかなタイルが目を引くインテリア。もろんのんさんのお気に入りは、白を基
調とした清潔感の雰囲気で小物を生かしたインテリアでした。旅好き女子は、自宅のインテリアにもこだわりが強く、
自宅のインテリアのイメージにまで話が及びました。 

 

 
 
 



 
◆インスタグラマーが銀座ギャラリーのコンセプトルームを撮影すると・・・ 

 「+ONE LIFE LAB銀座ギャラリー」に設置されている１LDKのコンセプトルームを、&moresの 3人が撮影。構
図や光の入れ方、角度によって、全く印象の違う写真になっており、3 人の特徴ある写真を比較し、視点の違
いに盛り上がりました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
今回のコラボプロジェクトを通じ、人気のインスタグラマーや、一般募集のフォトコンテストなど、非常に魅力的なインテ

リアのアイデアが集まりました。海外や旅から得た発想をいかに住まいのインテリアに取り入れるかについては、引き続き、
ラボにて研究をしていきたいと思います。 
 
 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

新日鉄興和不動産株式会社 広報室 担当：吉田 

TEL：080-8438-9224 FAX：03-6774-8328 

株式会社 JTBパブリッシング デジタルコミュニケーション事業部 

TEL：03-6888-7895 Ｅ-ｍａｉｌ：rurubu-ad-master@rurubu.ne.jp      


