
5 Weeks with KITCHEN
キッチンを学ぶ・キッチンをプランする・キッチンに集う

インテリアコーディネーターと一緒に

‘お気に入り’のキッチンつくりましょう！
こんにちは、蔵の街、川越にお住まいのみなさま！

本日はインテリアコーディネーターの仲間達で、キッチンを中心に、
ダイニングやリビングのインテリア・リフォームについて、

いろいろとご紹介する機会をつくりました。

和やかに家族団欒の時、またにぎやかにお友達と過ごす時、
そんなおもてなし時に、お料理や肴・お菓子などは､更に場を盛り上げてくれますよね！

そして、ゲストをもてなしながら、ホスト側の主のみなさまにも、
笑顔で楽しい一時を過ごして頂きたい。

団欒の盛り上げ役を作る調理の場‘キッチン’のことを考えながら、
住まいのｲﾝﾃﾘｱ・暮らしづくりに、何かヒントになりましたなら幸いです！

みなさまのお越しを心よりお待ちしております！

主催：公益社団法人インテリア産業協会 関東甲信越支部 地域委託事業
企画運営：一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会（icon)

蔵と食文化の街｢小江戸｣の皆さんに贈る！

tokyo@ic-on.jp

『展示ルーム』

主なｾﾐﾅｰ内容： ◇ `キッチン' の基礎・組み立て
◇ ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが考える

ｷｯﾁﾝ・ｲﾝﾃﾘｱのご紹介
◇実例を元にｷｯﾁﾝﾘﾌｫｰﾑのご紹介
◇質疑・ご相談(任意)

(＊ｲﾝﾃﾘｱご相談ご希望の方は、お申込み時お書き添えください。)

(川越駅(東口)ﾊﾞｽ乗り場 3番)：小江戸名所めぐりﾊﾞｽ・(東武)路線ﾊﾞｽ 有
(川越駅：西口)： 小江戸巡回ﾊﾞｽ･･小江戸蔵里 バス停 有

(ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ)本柳 浩一
(有)拓ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所

代表取締役

横田 玲子
Interior co-ordinate room

主宰

尾崎 直美
Piacere

代表

(ﾘｰﾀﾞｰ)奥村 公子
(有)ｱﾙﾌｧ･ｽﾊﾟｯﾁｵ

代表取締役

【 企画･運営ﾒﾝﾊﾞｰ(18名) / 埼玉担当 】

会場 map/地図



公益社団法人　　インテリア産業協会　　主催

一般社団法人　　日本インテリアコーディネーター協会　　企画・運営

キッチンセミナーとお料理教室
お料理をしながら使いやすいキッチンを学びましょう

使い勝手の良いキッチン：空間の使い方と作業動線
時間を有効に、キッチンを100％使いこなすキッチンプランを学ぶ

インテリアのプロに聞く、キッチン作りのポイントとは
お料理のプロから学ぶ『鍋回し』とは

　　■日時　11月27日（水）11：00～14：00
　　■場所　京葉ガス　市川ショールーム
　　■ご持参いただく物

材料費として　￥500
エプロン
三角巾 ハンドタオル

　　　　　〈セミナー講師〉 　　〈お料理講師〉

　冬の定番、パンシチューを作ります。
　パン生地の作り方がポイント！

㈲アルファ・スパッチオ代表取締役 調理師

インテリアプロデューサー 料理教室・学習センターの

家作りの全てに携わる 講師を務める

海外取材多数 フードコーディネーター

■お申し込み方法
 一般社団法人日本インテリアコーディネーター協会東京圏支部宛に

　下記をご明記の上お申し込みください。

●件名（京葉ガスセミナー）
●お名前（振り仮名ふり仮名）
●メールアドレス又は、お電話番号
●当日連絡の付くお電話番号

■お申し込み先
　Ｅ－ｍａｉｌ 　tokyo@ic-on.jp

  FAX 03-5320-1848

■お申し込み締切り
メール　　１１月25日(月）
ＦＡＸ　　　１１月２１日(木）

一般社団法人　日本インテリアコーディーネーター協会　 事務局　：　jimu@ic-on.jp 

〒163-1007　東京都新宿区西新宿3-7-1　TEL/FAX  03-5320-1848　月・木・金の11：00～16：00

新宿パークタワー7階　パークサイドオフィスＢ(ホームページＵＲＬ　：　 http://www.ic-on.jp

　　　　※個人情報保護法に基づいて、お客様の個人情報を本セミナー以外の目的で使用することはございません。



2013年10月

　　　＆　東京組　　　プレゼンツ　

 

　　　新築・リフォームを考えていらっしゃる皆様へ！地上２２階３６０度のパノラマビューを楽しみながら

　　　キッチンを学ぶ〈楽しく・ためになる〉セミナーを開催します。

　　　今、キッチンは単なる設備としてのキッチンから、【リビングキッチン】と呼ばれるようになり、まさに

　　　LDK空間の主役にと変貌を遂げてきました。

　　　天空のショールームで学ぶこのセミナーでは、海外のキッチン・インテリアに造詣の深いインテリアの

　　　スペシャリストが、キッチンデザインのトレンド：イタリア＆ドイツの最新キッチンデザインを解説します。

　　　自分スタイルのリビングキッチンを考えるヒントをトレンドデザインから探ってみましょう。

　　　レクチュアの後は天空のショールームにご案内します。

　　　展示されているキッチンや家具《見て・触れて・確かめて》、今が旬のリビング空間、キッチンや家具を

　　　体感することができるでしょう。

開催日時 １１月２１日(木) 13：30～15：00 （受付開始13：00）

会場 （株）東京組　 ショール―ム 〈住まいの天空ギャラリー）

〒158-0097　東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー23F

www.tokyogumi.com

参加費 無料

主催 （公社）インテリア産業協会関東甲信越支部地域委託事業

開催 （般社）日本インテリアコーディネーター協会（略称icon)

講師 icon 会員 (有)アルファ・スパッチオ代表取締役 奥村　公子

お申込み・お問い合わせはこちら

↓↓↓

　　件名を【11月21日東京組セミナー】として、【tokyo@ic-on.jp】までメールで下記ご記入の上お申し込み下さい。

　　申し込み締め切り　11月19日　お申込みメールアドレスに受付いたしました旨返信いたします。

　　　　

　　件名：　11月21日　東京組セミナー　申し込み

　　お名前(フリ仮名）　：

　　メールアドレス：

　　連絡先　：　当日連絡がとれる電話番号

◆FAXでお申し込みの場合は同じく件名を【11月21日東京組セミナー】として、03-5320-1848迄

一般社団法人日本インテリアコーディネーター協会

　　〒163-1007　東京都新宿区西新宿3-7-1  新宿パークタワー７階　パークサイドオフィスＢ

　　　 TEL/FAX 03-5320-1848 E-mail interior@ic-on.jp  URL http://www.ic-on.jp

☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　

☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　

☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　

天空のショールームで学ぶ

　《今！キッチンが主役》

キッチンセミナー & ショールーム見学会
２０１３年１１月２１日（木）

見せます！イタリア＆ドイツのキッチンデザイン＊自分スタイルのリビングキッチンを最新トレンドから

http://www.tokyogumi.com/
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開催日時 １１月４日（月・祝)　　11：00～12：30

会場 ヨコハマくらし館　（tvkハウジング横浜となり）

横浜市西区西平沼町6-1　ｔｖｋ　ｅｃｏｍ　ｐａｒｋ　（tel：045-534-6751）

http://www.y-kurashikan.jp/

参加費 無料

主催 公益社団法人　インテリア産業協会関東甲信越支部委託事業

共催 一般社団法人　日本インテリアコーディネーター協会　（略称　icon）

講師 セミナー担当：icon会員　インテリアワークスヴィヴィール　林眞理子

エアパーティ担当：icon会員　石川禮子・中井里美・宮本万紀子

お申込み・お問い合わせはこちら

↓↓↓

　　件名を【11月4日セミナー】として、【tokyo@ic-on.jp】までメールで下記ご記入の上お申し込み下さい。

　　申し込み締め切り　11月2日　お申込みメールアドレスに受付いたしました旨返信いたします。

　　件名：　11月4日セミナー　申し込み

　　お名前(ふり仮名）：

　　メールアドレス：

　　連絡先　：　当日連絡がとれる電話番号

◆FAXでお申し込みの場合は同じく件名を【11月4日セミナー】として、10月31日締切にて03-5320-1848迄

一般社団法人日本インテリアコーディネーター協会

　〒163-1007　東京都新宿区西新宿3-7-1  新宿パークタワー７階　パークサイドオフィスＢ

　　 TEL/FAX 03-5320-1848 E-mail interior@ic-on.jp  URL http://www.ic-on.jp

　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　

　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　

キッチンから幸せな暮らしが始まります。キッチンは、作業の場からおもてなし

の場へと進化しています。キッチンをライフスタイルから見直しませんか？ 
あなただけのキッチン作りのヒントをお伝えします。 

 & ヨコハマくらし館＆ri.kura 
コラボレーション企画 



　会場 新百合ヶ丘ハウジングギャラリー　（小田急線新百合ヶ丘駅徒歩5分）
センターハウス

担当 icon会員 中井里美

　　お名前(ふり仮名）：
　　メールアドレス：
　　連絡先　：　当日連絡がとれる電話番号

一般社団法人日本インテリアコーディネーター協会
　〒163-1007　東京都新宿区西新宿3-7-1  新宿パークタワー７階　パークサイドオフィスＢ
　 TEL/FAX 03-5320-1848 E-mail interior@ic-on.jp  URL http://www.ic-on.jp

コラボレーション企画

　　　　  ×　新百合ヶ丘ハウジングギャラリー

☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　

☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　☆　　

　　件名：　11月3日セミナー　申し込み

　◆FAXでお申し込みの場合は同じく件名を　【11月3日セミナー】として、

〒215-0004 川崎市麻生区万福寺2-2-1 tel 044-951-9087
http//www.e-a-site.com/showrooms/detail/57

＊＊参加費は無料です＊＊

　　　　　　　　件名を【11月3日セミナー】として、【tokyo@ic-on.jp】までメールで下記ご記入の上お申し込み下さい。
　　　　　　　　申し込み締め切り　11月1日　お申込みメールアドレスに受付いたしました旨返信いたします。

　　　10月3１日締め切りにて 03-5320-1848 迄


