
  

                      

 

 

報道関係者各位  
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会 

  

  

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会(会長：吉川一三)が企画する、「インテリアデザ

インコンペ２０１６」は 2004年から実施し、今年で 13回目の開催となる。 募集テーマは JAPANTEX

開催テーマと同じ「Ｎｅｗ Ｓｔａｇｅ､Ｒｅインテリア―進化するインテリアデコレーションの出

会いと発見」。応募作品は NIF正会員企業、事務局と特別審査員として町田ひろ子氏(町田ひろ子ア

カデミー校長)、鈴木恵美子氏(インテリアスタイリングプロ代表)、江口惠津子氏(日本フリーラン

スインテリアコーディネーター協会会長)により審査され下記のように決定した。最優秀賞は谷本

博之さん、坂本学さん、竹内駿哉さん(デザインチーム モードモーション)、作品名「Landscape Fabric 

～にぎわうシェアスペース～」、優秀賞は陸蓉さん (セキスイデザインワークス株式会社)、作品名「「庭

のある部屋」～空間リノベ―ションの新提案～」と西本治人さん、島村健人さん、武田紀子さん、室井英孝

さん、寺島浩一さん（ＰＷＧ 株式会社ｓａｉ総合企画）、作品名「Pop-up Cube」、以下奨励賞 7作品、入選

25作品は 10月 26日～28日 JAPANTEX2016にて展示される。また最優秀賞、優秀賞は作品の一部を

具現化(イメージ)展示される予定。尚 10月 26日(水)16:30より JAPANTEX2016会場、ステージＡに

おいて表彰式を行う。 
 

【2016年最優秀賞受賞作品】 

「Landscape Fabric ～にぎわうシェアスペース～」 
         谷本博之さん、坂本学さん、竹内駿哉さん(デザインチーム モードモーション)     

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

敬称略、順不同 

受賞 作品タイトル 氏名 所属 

最優秀賞 
Landscape Fabric 

～にぎわうシェアスペース～ 

谷本 博之 / 坂本 学 /  

竹内 駿哉 
デザインチーム モードモーション 

優秀賞 
「庭のある部屋」 

～空間リノベ―ションの新提案～ 
陸 蓉 セキスイデザインワークス株式会社 
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最優秀賞 

「Landscape Fabric ～にぎわうシェアスペース～」 
谷本博之さん、坂本学さん、竹内駿哉さん (デザインチーム モードモーション)  

 

News Release 

平成 28年 10月 7日 



                                     

優秀賞 Pop-up Cube 

西本 治人 / 島村 健人 /  

武田 紀子 / 室井 英孝 /  

寺島 浩一 

ＰＷＧ 株式会社ｓａｉ総合企画 

奨励賞 Redecorate Room 松尾 美穂 福岡デザイン専門学校 

奨励賞 
身も心も軽くなる私の Re:Room  

～Interior in the forest～ 

三輪 照久 / 金井 弘大 /  

渡辺 一則 / 井上 麻美 /  

荒川 治之 

日本ドライブシール株式会社 

奨励賞 Fabric Flame Furniture 
長坂 勇 / 浦 人方 /  

武田 美 / 福有 万慈 

ｙａｍａｗａｋｉＡ  

専門学校山脇美術専門学院  

奨励賞 和色で魅せる癒空間 

豊田 藍里 / 赤尾 芽生 /  

稲垣 香歩 / 岩田 桃実 /  

羽根田 淳史 

愛知淑徳大学 松本ゼミＡ 

奨励賞 透過する 仕切る 「hako」 
岡野 博幸 / 高橋 直子 /  

下﨑 冴子 / 米倉 えり 

ぱなまる 

株式会社パナホーム多摩       

奨励賞 TILE CURTAIN 松下 兼大 / 李 相昊 大阪モード学園 

奨励賞 和洋折衷 ～格天井の可能性～ 鏡原 慶次郎 専門学校穴吹デザインカレッジ 

入選 花魁  現代に蘇る女性の美 濱田 康平 / 小林 悠 大阪モード学園 

入選 ネコのしあわせ わたしのしあわせ 片平 カナコ C&D design decoration 

入選 温和空間 寺岡 龍之介 東京モード学園 

入選 Interior materials for stretch 
松田 陽 / 吉元 菜月 / 

宮内 駿 
福岡デザイン専門学校 

入選 
SIMPLY little tree house  

 待ち合い室 
中田 さくら 東京モード学園 

入選 
Shine Dining Kitchen 

～煌めくダイニングキッチンから始まる

し幸せな生活～ 

藤原 誠人 / 藤原 智子 / 

藤原 聖士 / 藤原 咲希 /  

藤原 愛和 

ＫＹＯＨＩＭＥ 

入選 
住（ジュ―）トピア 

～働く女子のデコレーションルーム～ 
虎岩 沙緒理 株式会社ニトリ 三島店 

入選 夕映え 鈴木 花衣 名古屋モード学園 

入選 
「布障子と囲炉裏の間」がある高齢者

居住施設 

水嶋 夏子 / 渡辺 ゆき乃 /  

垣沼 慧 /  齋藤 芳徳 
茨城大学 齋藤ゼミチームＢ 

入選 DOT 髙木 恭子 有限会社ゆう設計室 

入選 蝶の森 中野 優葉 東京モード学園 

入選 組子窓 藤木 理都 東京モード学園 

入選 
Re Elegance 

進化した私 進化した空間  
梅本 靖子 

日本フリーランスインテリアコーディ

ネーター協会 

入選 駅から日本 申 在洪 東京モード学園 

入選 わたしのワークスペース 森口 基誉 青山製図専門学校 

入選 Little Room Under the MOON EI EI HAY MAN MYINT 東京モード学園 

入選 Satori  悟 岡村 美保 大手前大学 

入選 風景 呉 り 東京モード学園 

入選 至福の時 New Stage, Re ｊａｐａｎ 中山 瑞穂 株式会社メリーポピンズ 

入選 Ｓｏｌａｒ ｒｏｌｌ ｓｃｒｅｅｎ 須田 義隆 / 上田 七海 大阪モード学園 

入選 3Re 小林 恵子 新潟工科専門学校 

入選 
「現代」と「昔」をつなぐ  

－伝統を継承するマテリアル 
王 丹丹 日本工学院専門学校 

入選 
表情のある部屋 -開放的空間・ 

閉鎖的空間の切り替え- 

石井 光治 / 渕之上 さら沙  

後藤 芹菜 

金沢工業大学 

インテリアデザインサークル 

入選 おとぎの世界へ 堀 秀茂 名古屋モード学園 

入選 季窓 -季節を飾る窓- 高村 美緒 金沢美術工芸大学 
 

 

ニュースリリースについてのお問い合わせは 
 

 〒105-0013  

東京都港区浜松町 2-3-23 ﾌｸﾀﾞﾋﾞﾙ 6F  

TEL ： 03-3433-4521  FAX ： 03-3433-7860 

Mail ： hosoi@nif.or.jp 

 

 

 

 

 
細井 晃彦 

 


