
  

                      

 

 

 

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２０１５」は 2004年から実施し、今年で 12回目の開催となる。 募集テーマは JAPANTEX

開催テーマと同じ「インテリアエッセンス“Chic&Now”－本当に大切なモノがここにある－」。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)、

前畑順子氏(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。最優秀賞は野里彩純さん・我喜屋

くるみさん・清水健太さん・中村沙里衣さん・齋藤芳徳さん (茨城大学教育学部齋藤ゼミ Bチーム)、

作品名「伝統文化を継承する可変の間 -「粋」な伝統を「今」に活かして「人とつながる」-」、

優秀賞は飯塚 優一さん、井出 珠佳さん、ｱﾙﾊﾞｰﾃｨﾝ・ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟさん、ｼﾞｬﾅｰ・ｱﾚﾅｰ・ﾏｶﾍﾞﾖさん、ﾊｰｼ

ｭ・ｶﾞｴﾗさん (リノ・ハピア株式会社)、作品名「Palette Room～表情を変える空間～」と松本佳

津さん（株式会社ﾏﾂﾄﾞｯﾄｺﾑｱｲｴﾇｼﾞｰ、愛知淑徳大学教授）、作品名「窓のムコウに。～思いを馳せる

上質な時間～」、以下奨励賞 7作品、入選 25作品は 11月 18日～20日 JAPANTEX2015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 11月 18日(水)16:30

より JAPANTEX2015会場、ステージＡにおいて表彰式を行う。 
 

 

【2015年最優秀賞受賞作品】 

「伝統文化を継承する可変の間 -「粋」な伝統を「今」に活かして「人とつながる」-」 

 野里彩純さん・我喜屋くるみさん・清水健太さん・中村沙里衣さん・齋藤芳徳さん 

 (茨城大学教育学部齋藤ゼミ Bチーム) 

 

 
 

 

 

 

第 34回 JAPANTEX2015企画 
 

インテリアデザインコンペ２０１５ 受賞作品決定 
 

最優秀賞 
 

伝統文化を継承する可変の間 -「粋」な伝統を「今」に活かして「人とつながる」- 

野里彩純さん・我喜屋くるみさん・清水健太さん・ 

中村沙里衣さん・齋藤芳徳さん(茨城大学) 
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                                敬称略、順不同 

受賞 作品タイトル 氏名 所属 

最優秀賞 

伝統文化を継承する可変の

間              ―

「粋」な伝統を「今」に活かして

「人とつながる」― 

野里 彩純・我喜屋 くるみ・清

水 健太・中村 沙里衣 ・齋藤 

芳徳 

茨城大学教育学部齋藤ゼミ 

Bチーム 

優秀賞 
窓のムコウに。～思いを馳せ

る上質な時間～ 
松本 佳津 

株式会社ﾏﾂﾄﾞｯﾄｺﾑｱｲｴﾇｼﾞｰ              

愛知淑徳大学教授 

優秀賞 
Palette Room ～表情を変え

る空間～ 

飯塚 優一、井出 珠佳、ｱﾙﾊﾞ

ｰﾃｨﾝ・ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ、ｼﾞｬﾅｰ・ｱﾚﾅ

ｰ・ﾏｶﾍﾞﾖ、ﾊｰｼｭ・ｶﾞｴﾗ              

リノ・ハピア株式会社 

奨励賞 

CHAMBRE DE L'ETOFFE  ﾊﾟ

ｯﾁﾜｰｸ×障子       ～和

洋折衷のﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ～ 

坂下 千恵子 Ｉｔｅｃｏｍ Ａｒｔ Ｄｅｓｇｉｎ Ｐａｒｉｓ 

奨励賞 
Bespoke Room ～あつらえの

空間～ 
寺澤 恭子 

ｺｽﾁｭｰﾑｼﾞｭｴﾘｰﾃﾞｻｲﾅｰ（ﾌﾘｰ

ﾗﾝｽ）/          ｲﾝﾃﾘｱ

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 

奨励賞 日本と暮らす 藤田 久美子 
町田ひろ子ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

ｰｱｶﾃﾞﾐｰ 福岡校 

奨励賞 
患者の心にやさしい病室のデ

ザイン 

三嶋 花奈 ・水嶋 夏子・渡辺 

ゆき乃・高内 瑛・齋藤 芳徳 

茨城大学教育学部齋藤ゼミ 

Cチーム 

奨励賞 MOTTO! CURTAIN 
荒居 誠・松原 裕志・中村 旨

博・三好 悦子 
ｲﾝﾃﾘｱﾊｳｽ ＩＲＯＨＡ 

奨励賞 Hammock curtain 田畑 憂香・二村 美里 
TAMURA 日本工学院専門学

校 

奨励賞 f-base 奥野 浩平 ランドサット 

入選 お酒と過ごす大人の和空間 寺尾 僚太 新潟工科専門学校 

入選 
spatial ability ～空間が持つ

力～ 

藤原誠人・藤原 智子・藤原 

聖士・藤原 咲希・藤原 愛和 
ＫＹＯＨＩＭＥ 

入選 
indivi  ～自分らしく動かし作

る部屋～ 
溝部 将和 株式会社Ｎｙｌｏｎ 

入選 
たゆたう ―自然とリラックス

できる時間― 

毛利 司・十代田 絵美・森下 

彩子・竹林 智絵 

静岡ｾｷｽｲﾊｲﾑｲﾝﾃﾘｱ株式会

社          浜松西営

業所 B 

入選 たったひとりの花畑 岡田 真弥 神戸芸術工科大学 

入選 

DRESS UP !                          

―暮らしを着せ替え新たなｼｰ

ﾝを生む空間― 

渡邊 葵・今橋 千穂・牧野 里

実・土井 彩歌・上酔尾 歩 
ユデッグ 

入選 

バリアフリーで、                        

家族全員と「好きな時間を過

ごせる」部屋 

青木 瑠実香 名古屋モード学園 

入選 

ファブリックを楽しむ収納家具               

～いつもワクワクできる部屋

～ 

東 浩志 名古屋モード学園 

入選 

たしなみ  ～第四の人生を

楽しく豊かに暮らすｽﾛｰﾗｲﾌな

空間の提案～ 

小間 優子 株式会社ジョイフルホーム 

入選 彩りのデザイン 磯崎 達也 磯崎建築計画研究所 

入選 砂時計 ～永遠に続く時間 難波 里華 北海道芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

入選 からくり棚の子ども部屋 
中山 めぐみ・長岡 早紀・小

澤 加聡美・齋藤 芳徳 

茨城大学教育学部齋藤ゼミ 

Aチーム 

入選 
HOPE ～明日が待ち遠しくな

る部屋～ 

杉 将史・中村 美海・神田 智

哉 
フローカ 



  

入選 
“絣”かすり ROOM久留米か

らの贈り物  
田中知法 

町田ひろ子ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ

ｰｱｶﾃﾞﾐｰ     福岡校 

入選 
serenity space   ～安らぎの

空間～ 
溝上しおり 福岡ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

入選 ココロでこころをみたす 中邑 涼花 福岡ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

入選 Hikari ―太陽と暮らす部屋― 榎 莉沙 福岡ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 

入選 燈 ともしび 
金 ｾﾂｷﾞｮﾝ・西川 光・小野 

恭代・中田 あかね 
大阪モード学園 

入選 
～癒しと安らぎへの招待～ 

「安穏の空間」 

戸川 裕・松平 昂大・大久保 

公靖 
金沢工業大学 

入選 variable 
阿部 穂奈実・宮崎 千帆・宮

原 愛 
日本工学院専門学校 

入選 遥かなる障子の調べ 
植田 舞子・福永 光生・藤原 

将太 
大阪モード学園 

入選 

気持が心地いい                       

―自分のいろいろな気持ちを

大切に― 

重間 智子 株式会社 かあてんや 

入選 POWER SPOT 高木 恭子 有限会社 ゆう設計室 

入選 
手を伸ばせばすぐ届く私だけ

の楽「円」 

秋元 英里・市川 竜次・吉田 

隆洋・ﾋﾟｵﾈﾙ ﾂｪﾚﾝﾎﾟﾝﾂｧｶﾞ 

「NT Life」グループ 株式会社

ニトリ 

入選 LIVE AND LET LIVE 田原 沙緒理 ― 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


