
  

                    

 

 

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：永嶋元博)が企画する、「インテリアデザ

インコンペ 2018」は 2004 年から実施し、今年で 15回目の開催となる。 募集テーマは「インテリ

アで創る幸せな空間」。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。優

秀賞は後藤 葵さん・Jean Marc Don Mello(ｼﾞｬﾝ ﾏｰｸ ﾄﾞﾝﾒﾛ)さん作品名「MINDFUL NEST 心の

巣」、藤原 誠人さん・藤原 智子さん・川上 真由さん・藤原 咲希さん・藤原 愛和さん(KYOHIME) 

作品名「時の間」、中村 祐耶・小川 直人・草野ダニエル秀幸(工学院大学大学院)作品名「柔らか

い縁側」。以下奨励賞 7作品、入選 37作品は 11月 20日～22日 JAPANTEX2018にて展示される。ま

た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 11月 21日(水)16:30より

JAPANTEX2018会場、ステージＡにおいて表彰式を行う。 
 

【201８年最優秀賞受賞作品】 

「MINDFUL NEST 心の巣」 

    後藤 葵さん・Jean Marc Don Mello(ｼﾞｬﾝ ﾏｰｸ ﾄﾞﾝﾒﾛ)さん 

          
 

「時の間」 

    藤原 誠人さん・藤原 智子さん・川上 真由さん・藤原 咲希さん・藤原 愛和さん(KYOHIME) 

      
 

 

 

 

 

第 37 回 JAPANTEX2018 企画 
 

インテリアデザインコンペ２０１８優秀賞決定 
 

優秀賞３作品 
 「MINDFUL NEST 心の巣」 後藤 葵・Jean Marc Don Mello(ｼﾞｬﾝ ﾏｰｸ ﾄﾞﾝﾒﾛ) 

 「時の間」            藤原 誠人・藤原 智子・川上 真由・藤原 咲希・藤原 愛和(KYOHIME) 

 「柔らかい縁側」       中村 祐耶・小川 直人・草野ダニエル秀幸(工学院大学大学院) 
                                      敬称略 
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「柔らかい縁側」 

    中村 祐耶さん・小川 直人さん・草野ダニエル秀幸さん(工学院大学大学院) 

          
     

                                 

敬称略、順不同 

受賞 作品タイトル 氏名 所属 

優秀賞 時の間 
藤原 誠人・藤原 智子・川上 真由・

藤原 咲希・藤原 愛和 
KYOHIME 

優秀賞 MINDFUL NEST 心の巣 
後藤 葵・Jean Marc Don Mello(ｼﾞｬﾝ 

ﾏｰｸ ﾄﾞﾝﾒﾛ) 
 

優秀賞 柔らかい縁側 
中村 祐耶・小川 直人・草野ダニエ

ル秀幸 
工学院大学大学院 

奨励賞 幸せを包む空間 丸山 百恵 
女子美術大学 短期大学

部 

奨励賞 Link ~つながりの部屋~ 大根田 はるい・平 佑一 HT Interior Design 

奨励賞 
カーテンと遊ぼう~窓辺を自由に創造する

楽しみ~ 
馮 植 (ﾋｮｳ ｴ) 京都工芸繊維大学 

奨励賞 『こもれび』 ドゥステーク ギヨム・坂下 千恵子 The Thirdstudio 

奨励賞 My Train 
猪股 美咲・川満 悠美翔・サンダー

ニェイン 

The Creators 青 山 製 図

専門学校 

奨励賞 curterior ~curtain × interior~ 梅村 真子・小倉 舞香 椙山女学園大学 

奨励賞 
包まれ性と繋がり性 ボディブラインド×

インテリアシェルター 

黒柳 友貴・平松 紅映・日下部 愛

実 

チーム Spot 椙山女学園

大学 

入選 つぐ 
井内 麻奈・佐藤 愛望・宮内 力樹・

喜岡 裕史 

genius of fake 専門学校

穴吹デザインカレッジ 

入選 
日本的幸福空間 『夏祭』-

NATSUMATSURI- 
小林 直美 NK 

入選 美しい不均等を生む 土居 宣喜・高橋 寛道 
土居高橋ペア 北海道芸

術デザイン専門学校 

入選 世界の茶室 王 夢雨 東京モード学園 

入選 Sky Aquarium 東 優里香 東京モード学園 

入選 
#インスタジオ  ~私たちのわがまま空間

~ 
木村 美穂・髙間 智子 名工建設株式会社 

入選 
Capture the scenery 景色を取り込む空

間 
小尾 直輝・相田 蒼人・中沢 友美 OB’S 山脇美術専門学校 

入選 My Space Garden 木村 咲穂 日本工学院専門学校 

入選 <祈り>の間 ~幸せを呼ぶ,祈りの紙空間~ 中尾 真衣 日本工学院専門学校 

入選 
Curtain Fasterner カーテンで彩る幸せな

空間 
望月 香菜 日本工学院専門学校 



  

入選 Skytain ｽｶｲﾃﾝ 林 煥智(ﾘﾝ ﾎｱﾝﾁｰ) 日本工学院専門学校 

入選 Variable 李 振宇(ﾘ ｼﾝｳ) 日本工学院専門学校 

入選 憧れのリビング 銘苅 蓮 
沖縄県立浦添工業高等

学校 インテリア科 

入選 包む 星野 尚紀 星野尚紀建築事務所 

入選 花布障子 頼 妍蓉(ﾗｲ ｲｪﾝ ｼﾞｮﾝ) 東京デザイナー学院 

入選 究極の癒しを求めて 浅野 翔 名古屋モード学園 

入選 
角の立たない部屋~Room without edge 

to not worsen of a relationship.~ 
内藤 菜都美 株式会社カワノ 

入選 自然と空間が混ざり合う 一戸 壮太・三浦 和寧 星槎道都大学 

入選 夫婦のシアワセ~A Starry Night~ 
山岡 航太・中村 勇太郎・門馬 黛

輝・矢部 慈永 

Summit 青山製図専門学

校 

入選 凛の序章 五十嵐 惇 新潟工科専門学校 

入選 星霜の移ろい -flexibility room- 五十嵐 怜夏 新潟工科専門学校 

入選 花言葉 吉澤 綾乃 新潟工科専門学校 

入選 たまゆら 鈴木 香珠望 新潟工科専門学校 

入選 PILE REFLECTION 
高野 凌輔・中村 俊介・水澤 裕貴・

田中 翔 

RYOUSUKET ’ S 拓 殖 大

学 

入選 
Traditional Space 伝統的なデザインとと

もに今までにない空間を 
大柳 紗菜・西村 瑠理・広瀬 悠依 THREE 拓殖大学 

入選 -流景- 堀江 晃平・山川 晃平・高橋 慶輝 yk2 拓殖大学 

入選 折り紙で作る空間 古庄 澪奈 熊本県立大学 

入選 LIGHT and CURVE 藤山絢香・三宅里奈・山本桃子 椙山女学園大学 

入選 
IRORI KITCHEN -心とお腹を満たす幸せ

な空間- 
塚本 莉子 

株式会社エス・ディ・ワー

クス 

入選 
OTONA-room share オトナ‐ルームシェ

ア 
棚橋 治仁 raft design 

入選 Holidays at Home? ~お家でバカンス~ 福井 絵理子  

入選 

「つなぐ」リノベーション仮設住宅 -人と

人をつなぐ,思い出をつなぐ,よりよい暮ら

しへとつなぐ- 

野原 緋奈子・植木 実紅・今井 菜

摘・齋藤 芳徳 

茨城大学 齋藤芳徳ゼミ

C 

入選 ユラギ 石本輝旭・鈴木美和・西川正悟 

株 式 会 社 CURIOUS 

design workers 一級建築

士事務所 

入選 こもる 伊庭 梨加・青山 菜摘 椙山女学園大学 

入選 『変わる』で作る家族の幸せ 横山 彩華・川竹 冬姫 
yuki-momiji 高知工業高

等専門学校 



                                     

入選 
風感じる 至福のひととき ~風×ファブリ

ック×温度~インテリアで創る幸せな空間 
﨑元 さら・大隅 萌絵香 OM003 大阪モード学園 

入選 燈心草 tosinso 日馬 和也 新潟工科専門学校 
 

 

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 

 


