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２０１７年度 活動報告



２
０
１
７
年
度

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

１

icon岡山エリアチーム

「FOR GOOD 津山展」住空間コーディネート 2018/2/8-10

岡山県北部津山地域「木の匠」７社による木工・家具の技とデザインにふれる展示会
主催：岡山県津山市地域雇用創造協議会 共催：icon

岡山地域を中心とするicon会員が津山の家具と出会ったのが始まり。現地に足を運び
モノづくりの職人の仕事と思いに触れ、地域の産業を後押ししたい、との思いから
icon共催の運びとなりました。 「se.i.re.n 津山テイスト」と名付けた住空間展示で
は、約250点のテーブル・キャビネット、インテリア小物をコーディネート。そのう
ち9点は、インテリアコーディネーターがデザインし工房へ依頼した家具です。過去2
回とは異なる展示方法で、来場者・出展者から好評を得ました。



icon設立6年目
会員の地道な活動がビジネスへつながっています

「ウッドデザイン賞」ライフスタイル展示・「WOODコレクション」

「ウッドデザイン賞」ライフスタイル展示 2017/12/7-9
主催：(公社)国土緑化推進機構 木づかいクラブでは2016年に続き提案展示を受託しました。
全国から参加する企業・団体とつながり、活動を広げています。

２

WIW ワールドインテリアウィーク in 春日部
「高級家具と和のインテリアの出会い」 2017/5/31-6/4 

主催：家具新聞社 共催：埼玉新聞社
後援：春日部市
協賛：匠大塚株式会社（icon賛助会員）

新聞制作センター

「高級家具と和のインテリアの出会い」をテーマに、
こだわりの家具と日本の伝統あるインテリア素材を
コーディネートした６ブースを展示。

「WOODコレクション2018(モクコレ)」2018/1/30-31
主催：東京都
木づかいクラブと2020T・0・Pプロジェクトチームが共同で
初出展。



２０１７年度の活動報告書をお届けできますことをうれしく思っております。

今年度は正会員２３８名（A会員１２５名、B会員１１３名）賛助会員５８社となりました。日頃の

会員の皆様、賛助会員の皆様の活動に感謝いたします。

活動といたしましては「WIW ワールドインテリアウィーク in 春日部」、(公社)国土緑化推進機構

の「ウッドデザイン賞」ライフスタイル展示、東京都主催の「WOODコレクション２０１８」、岡山県

津山市地域雇用創造協議会との共催による「FOR GOOD津山展」など、大規模なイベントに参

加することができ、着実な活動が実を結んできたと実感しています。

また昨年度提携した賛助会員の（一社）良質リフォームの会とのタイアップによるリフォームへ

の取り組みの事例も増え成果を上げています。その他、ホームページのリニューアルやＣＰＤ制

度のブラッシュアップ、賛助会員企業による会員ビジネスのサポートの整備を行いました。

来年度はicon中国・四国圏支部開設の期待が膨らみます。インテリア界の発展のために有意

義な活動ができますよう心から願っています。

会長 村上 英子

＜ 定時社員総会・特別発表会 ・懇親会＞

日 時 ： ２０１７年 ６月１５日（木） １３：００～１６：４０ （懇親会１７：１５～１９：００）

会 場 ： リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ ８階セミナールーム （定時社員総会・特別発表会）

〃 Ｂ１階「カフェーズ」 （懇親会）

特別発表会 ： ｉｃｏｎ ２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐ（東京オリンピック・パラリンピック）プロジェクト

社員総会では定款に基づき、村上会長が議長を務め、昨年度活動報告、収支報告、本年度事業計画および予算が

承認されました。 会場には東京圏支部をはじめ、富山支部、中国・四国圏支部準備室や山梨、大阪など遠方からの

会員の出席を得て交流を深めました。

総会の後、同会場にて会員の２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐ（東京オリンピック・パラリンピック）プロジェクトチームによる「選手村住居棟

エントランスに、縁側のコンセプト提案」 というテーマで発表会を行いました。

最後は会場を地下のカフェーズに移し懇親会を開催。多くの方にご参加いただき各々交流を深めました。

会長挨拶

２０１７年度 定時社員総会

定時社員総会 特別発表会資料（一部） 懇親会

３

２０１７年度活動報告



＜ 総合企画Ｄｉｖ.＞

２０１７年度は第６回定時社員総会と全１４回の理事会の開催をしました。また、会全体を挙げての活動として「２０２０

Ｔ・Ｏ・Ｐ（東京オリンピック・パラリンピック）プロジェクト」、全国を視野に入れた活動として「木づかいクラブ」と「powder

room labo（パウラボ）」のさらなる発展をバックアップしました。 このように会全体の活動が多方面に広がり活発化し、

会内外からの問い合わせも増加する中、事務局の円滑な運営に日々努めています。

４

＜ ビジネスＤｉｖ. ＞

今年度は賛助会員の（一社）良質リフォームの会との提携契約による、登録プランナーは２７名を数え、双方の紹介実績

が８件ありました。また「リフォーム入門ゼミ」を５回協力開催し、遠隔地の会員にはＺＯＯＭによる受講が可能となりました。

外部からの引き合い件数は本年度９件あり、会員のビジネスにつながっています。 中でも、家具新聞社よりワールドイン

テリアウィーク in 春日部（５月３０日～６月４日）の展示受託では、１２名の会員と賛助会員の匠大塚（株）との協力で６

ブースの展示を成功裏に終えました。 賛助会員の（株）リロクラブとの提携契約を締結し、新たなビジネスモデルも始

まっています。 その他、ビジネスクラブミーティングを７月１４日、１１月２８日開催しました。

■家具新聞社主催 ワールドインテリアウィーク in 春日部 コーディネート展示６ブース実施 （５月３０日～６月４日）

■「リフォーム入門ゼミ２０１７」 に協力 延べ５１名参加 （７月２５日、９月１９日、１０月２４日、１２月５日、２月１９日）

■株式会社リロクラブとの提携契約締結 「リロのインテリアコンシェル」スタート （２０１７年１２月）

■賛助会員日本住研株式会社と藤沢会場でリノベーション相談会実施 （ ２０１８年３月１０～１１日）

リフォーム入門ゼミ（良質リフォームの会） ワールドインテリアウィーク展示

■認定トップコーディネーター

村上 英子 林 柳江 森山 恵 山下 祐司

今田 百春 田中 みつ子 仙波 慶子 奥田 治美

飯沼 朋子 北谷 明日香 松浦 千代美 逸見 敦子

■総合企画Ｄｉｖ．サポートグループ

・２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐ（東京オリンピック・パラリンピック）プロジェクト

・木づかいクラブ

・ powder room labo （パウラボ）

（２０１８年３月現在）

本部活動

＜ 後援・協賛等＞

・ワールドインテリアウィーク in 春日部 展示企画 協力 （２０１７年５月）

・ASAHIKAWA DESIGN WEEK ２０１７ 後援 （２０１７年６月）

・第１１回国際絞り会議 in Japan 〈伝統産業と文化〉 後援 （２０１７年１１月）

・INTRIOR DESIGN MEETING ( IDM) 参画 （２０１７年１１月）

・ウッドデザイン賞 ウッドデザインサポート連絡会メンバーとして参加 （２０１７年１２月）

・FOR GOOD 津山展 共催 （２０１８年２月）

■業務提携：一般社団法人良質リフォームの会 （２０１７年１月）

株式会社リロクラブ （２０１７年１２月）



＜能力開発Ｄｉｖ. ＞

＜ 広報Ｄｉｖ. ＞

iconが発足して６年が経過し、今期は広く諸団体との関わりを持ちながら、各方面でインテリアコーディネーターの地位向上

とiconの活動の普及へと、広報の活動も広がりました。 内外へ積極的に発信し、メディアで紹介されました。

■ホームページの改善 各部門の要望を踏まえ、トップページを中心に改善を実施、スマートフォンにも対応

■広報活動

・家具新聞社主催・埼玉新聞社共催「ワールドインテリアウィーク in 春日部」にて広報ブースを出展し、iconの活動紹介

（５月３１日～６月４日）

・ＪＡＰＡＮＴＥＸ２０１７ 暮らしぼっこイベントに参加 （１１月１５～１７日）

・ＩＤＭ（インテリアデザインミーティング）キックオフイベントにてicon活動紹介 「パウラボ」セミナー協力 （１１月１６日）

・津山市地域雇用創造協議会共催「FOR GOOD 津山展TSUYAMA.AREA× icon」にてicon広報展示 （２０１８年２月８日

～１０日）

＊メディアニュース ホームページ参照 URL http://www.ic-on.jp

５

ＣＰＤプロジェクトチームを立ち上げ、３年経過したＣＰＤ制度のブラッシュアップとカリキュラムの再構築を行い、本年度はＣＰ

Ｄ照明必須講座を３回、造作家具プレ講座を１回実施しました。ＣＰＤ講座の他、パースセミナー初級、中級講座を実施。

特にパースセミナー初級講座は、受講希望者が多く、３回実施しています。 また、ビジネスDiv.に協力し「リフォーム入門ゼ

ミ２０１７」を５回開催。 その他、遠隔地の会員に向けＺＯＯＭによる受講を試験的に行いました。 ２０１８年度からＺＯＯＭ

での受講が可能になります。（一部講座は除く）

造作家具プレ講座 照明必須講座 パースセミナー

ワールドインテリアウィーク icon広報ブース

icon ホームページ

FOR GOOD 津山展



６

＜ 流通活性化Ｄｉｖ. ＞

■ミニクロスミーティング

第１回 ファブリック関連５社７名+正会員11名 株式会社セレモア 会議室 （４月２５日）

第２回 家具関連１２社１４名+正会員２０名 カリモク家具株式会社 ショールーム （８月２４日）

■第５回クロスミーティング （１０月５日）

賛助会員３０社３５名＋正会員３２名 東京ウイメンズプラザ

プチッと懇親会 賛助会員２８社２９名＋正会員２６名 アンカフェ

■卸売制度新設

賛助会員にアンケート実施 （５月）

卸売制度スタート・ 資料をB会員に開示 （１２月１日）

■ビジネスサポート制度

株式会社弘和と契約締結 （２０１８年３月）

■コラボ企画

ビジネスクラブミーティングとのコラボ （７月１４日、１１月２６日 ）
ミニクロスミーティング

カリモクお台場ショールーム

＜ IC WAVE ＞

IC WAVEは、iconの設立趣旨や現在までのCPD・研究活動、賛助会員や関

連企業との連携活動、フリーランスIC（インテリアコーディネーター）が加入で

きる健康保険への加盟など、iconに所属してともに活動することのメリットを、
会員以外の全国のICに伝えることを目的に、一般的な広報とは別に特化して

活動をしています。

I NTER IOR DES IGN MEET ING
セミナーで登壇のパウラボメンバー

■INTRIOR DESIGN MEETING ( IDM)に参加

日本のインテリア関連団体の有志で企画され、iconもメンバーとして参

加。キックオフイベントとして東京デザインセンターにてセミナー・交流会

を開催。 ２２団体・約３００名参加 （１１月１６日）

■２０１８年度 中国・四国圏支部開設準備

■パースセミナー

初級第１回 立川ブラインド工業株式会社 新宿ショールーム （７月１１日、１８日）

初級第２回 立川ブラインド工業株式会社 新宿ショールーム （１０月１０日、３１日）

初級第３回 ＫＯＨＬＥＲショールーム 新橋 （１月１７日）

初級第３回 中級第１回 リリカラ株式会社 東京ショールーム （２月２０日）

中級第２回 株式会社セレモア 会議室 （３月６日）

■ＣＰＤ照明必須講座

リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ （１２月１１日、１月２５日、２月２２日）

■ＣＰＤ造作家具プレ講座

東京ウィメンズプラザ （２月１日）

■「リフォーム入門ゼミ２０１７」 ビジネスＤｉｖ．に協力 全５回

■ＣＰＤプロジェクトミーティング３回実施

■講座のＺＯＯＭ参加のため、有料アカウント取得

賛助会員と正会員の橋渡しの役として、活動の柱である≪クロスミーティング≫は５回目を数え、新たに業種別のくくりで

話し合う≪ミニクロスミーティング≫を２回開催。 ミニクロスミーティング初回のファブリック関連では、ビジネスサポート制

度に関して真剣な討論が繰り広げられ、２回目の家具関連では名古屋からの参加もあり、活動に広がりが出てきました。

また、前年度実施した賛助会員へのアンケート調査をベースに≪卸売制度≫の運用がスタートしました。

賛助会員のショールーム見学・商品説明会や会議室を利用してのＣＰＤ・ビジネスクラブミーティング開催など、他Ｄｉｖ．と

コラボした活動も増えています。 今年度新規入会賛助会員数は７社、総数５８社となりました。



■提携企業ショールーム見学会第１弾 （７月２７日）

株式会社ミヤモト家具・株式会社安田創作・株式会社米三

■『パウラボセミナーin 富山』 （９月１１日）
powder room labo (パウラボ) の活動報告会 参加者：４８名
（内訳：一般２７名、協力企業６名、パウラボメンバー６名、 富山支部９名）

富山県内や、石川県ＩＣ協会からも参加があり、パウダールーム（洗面所）の
新しいスタイルの提案に、関心の高さがうかがえました。

また、iconの知名度アップや活動の紹介に大いに貢献できたと思います。

■提携企業ショールーム見学会第２弾 （９月２２日）

株式会社神島・株式会社かあてんや・石浦家具製作所

■『 リノベーション・ラボ 』 発足記念セミナー （１１月１６日）
テーマ： 「建てない・壊さない選択 」

参加者：２２名（内訳：一般１４名、富山支部８名）

富山支部は、開設後４年を迎えました。 今年度は、会員のビジネスの活性化を目標に、

『 リノベーション・ラボ 』 を立ち上げ、新しいビジネス展開の研究をスタートさせました。

１、提携企業との交流促進 （提携企業のショールーム見学会開催との連携強化)

２、本部研究グループとの交流

３、 『 リノベーション・ラボ 』 発足 記念セミナー開催

＜ 支部役員 ＞

ショールーム見学会

支 部 長 金森 亮一 副支部長 梶 美江子 副支部長 林 千晶

会 計 米田 恵子 会 計 宮原 優子

「 リノベーション・ラボ 」発足 記念セミナー

７

＜ 支部企画事業 ＞

パウラボセミナー

支部活動

富山支部 （２０１３年１２月開設 ２０１８年４月より 北陸支部へ名称変更予定）

富山支部長
金森 亮一

＜ 支部長よりひとこと ＞



■ ｍｉｎｉｃｏｎ ミニコン

会員同士が気軽に、少人数でも集まって交流を深める人気のｍｉｎｉｃｏｎ（mini + icon）。今年度は、４人の会員の仕事

実例紹介と、新賛助会員のショールーム見学会、建物見学会を１回ずつ開催しました。

香取会員が自分に何ができるか、どんな仕事

がしたいかを見極めた自己ブランディングの重

要性と、ユーザーの悩みから、「お片付け」の

業務をスタートし、収納、インテリア、リフォーム

へと独自のメソッドを築いてきた手法を紹介。

参加者と活発な意見が交わされました。

４月ｍｉｎｉｃｏｎ

賛助会員ショールーム見学会

中目黒ミニツアー

４月４日開催

６月ｍｉｎｉｃｏｎ

９月ｍｉｎｉｃｏｎ

仕事実例紹介

「理想の仕事と顧客を引き寄せる！

『パーソナル ブランディング』 の

すすめ」

香取美智子会員

6月1日開催

icon認定トップコーディネーター飯沼会員が監

修を行うアートギャラリーにて、アートの紹介、

仕事の事例とデザインのポイント等を解説。ま

た、英国から帰国直後のタイミングとあり、ホッ

トな英国事情も披露。盛りだくさんの内容で充

実したセミナーでした。

賛助会員（株） it companyのショールームにて、

ラグの知識を学び、中目黒の桜を楽しむミニツ

アーを開催。前田社長のペルシャ絨毯への熱

の入った話に、参加者全員引き込まれました。

その後、花見、Dinnerと、頭も心もお腹も満たさ

れたひとときでした。

仕事実例紹介

「スタイルのある空間

トップコーディネーターの事例紹介

と英国事情」

飯沼朋子会員

9月27日開催

８

東京圏支部 （２０１２年４月開設）

東京圏支部長
秋山 延江＜ 支部役員 ＞

支 部 長 秋山 延江 副支部長・会計 鈴木 俊恵

副支部長 石井 純子 副支部長 仙波 慶子

東京圏支部では、２０１７年度、多くの会員が会の活動に参加していただくきっかけとなるイベント
を企画し、会員同士の交流を深め、自らも積極的に活動を始められる環境作りを目指しました。

一般生活者に向けて、インテリアへの関心を高めていただくため、セミナー＆ワークショップを継

続していますが、今年度はさらにレベルアップした内容となりました。会員による自主グループの

活動も東京圏外の会員もメンバーとなり活発に行われています。

＜ 支部企画事業 ＞

＜ 支部長よりひとこと ＞



■一般生活者向けセミナー 「インテリアで生活を豊かにするテクニック」 基礎編・応用編

一般生活者に向け、セミナー＆ワークショップ『インテリアで生活を豊かにするテクニック』を、基礎編・応用編の２部構成で開催。

ワークショップを通じて「自分の好き」を発見し、インテリアスタイリングテクニックを学ぶことで 「好きに囲まれた豊かなインテリア空

間づくり」 に役立ててもらうことを目的としています。 多くのサンプルに触れ、プロのテクニックを知ることで、インテリア空間への関

心が一層高まりました。

（平成２９年度（公社）インテリア産業協会関東甲信越支部地域委託事業）

1月23日開催 応用編
「アート・インテリア小物のスタイリングテクニック」
参加者の作品 講師：松浦千代美会員

２月２３日、キッチンジャーナリストの本間美紀さんによる小学館主催のセミナーに、

icon会員特別枠を設けていただき多くの会員が参加しました。「リアルキッチン＆イン

テリア」の最新刊をテキストに、美しいキッチン実例、ユーザーが求めている家具と

キッチンなど、最新の話が聞けました。セミナー後、ワインを楽しみながら、会場と

なったアルフレックス東京の⾒学もあり、充実したセミナーとなりました。

■東京圏支部特別セミナー「キッチンとモダン家具のコーディネートレッスン」

10月24日開催 基礎編
「『自分の好き』を探そう my style の作り方」
参加者の作品 講師：奥田治美会員

９

10月ｍｉｎｉｃｏｎ

11月ｍｉｎｉｃｏｎ

1月ｍｉｎｉｃｏｎ

仕事実例紹介

「住宅の耐震診断とリフォームの

事例紹介」

河原典子会員

１月１８日開催

仕事実例紹介

「想いをカタチに。

リノベーションの流れと実例紹介」

森山ひろ乃会員

11月27日開催（台風により順延）

建物見学会

「猪股庭園」 （世田谷区成城）

１１月２２日開催

賛助会員マナトレーディング(株)ショールーム

にて、森山会員が個人住宅のリノベーションに

ついて、スタートからゴール、アフターまで紹介。

輸入壁紙を選ぶ過程や使い方の工夫等の事

例、マナトレーディングの商品紹介もあり、楽しく

充実した時間を共有しました。

主屋は建築家・吉田五十八氏の設計で武家屋

敷風の趣がある数寄屋造りの建物。仕上げや

構造、建具、造作家具、茶室等々見どころが多

く、「吉田流」と呼ばれる自由な寸法体系による

空間を存分に体感。庭園では多くの樹木が目を

楽しませてくれました。

耐震診断、インスペクション実績400件以上

という河原会員が、なぜ耐震診断が必要な

のか、また耐震性能を上げるポイント、実際ど

のように診断・評価を行うのかについて解説。

耐震診断に基づき耐震補強をされたリフォー

ムの実例の紹介もありました。



＜ 防災とインテリア研究会 ＞

「防災」を暮らしやインテリアからアプローチ、インテリアコーディネーター（以下ＩＣ）の

視点から 『ＪＯＹ ＯＦ ＬＩＶＩＮＧ －住まう喜び－』 を発信し、ＩＣが持つべきスタン

ダードな知識として広めていきたいという主旨のもと、昨年度より小冊子作成に向け

て活動。 オープンミーティングで会員と意見を交換し、多くのメンバーと共にテスト

版をベースに更に中身の詳細について熟考を重ねています。 メンバー皆の熱い想

いをカタチにし、発行に繋げていこうと活動を進めています。

２０１７春 小冊子テスト版

１０

＜ キッチン研究会 ＞

５年目を迎えたキッチン研究会のテーマは、新築・リフォームのどちらにおいても要望の多い「キッチンバックのプラン作り」

とし、活動しました。ブレーンストーミング形式でプランを考え、各自が図面を書いて持ち寄るという形で進めていきました。

キャビネットの構造や、パーツなどの知識を学ぶため、メンバーがキャビネットの模型を製作し、ヒンジやレールなどの動き

を実際に確認できたことはとても有意義な体験でした。 今年度はフルタイムでの仕事の

メンバーが多く、ミーティングは全て夜の時間帯の開催となりました。

＜ 子ども研究会 ＞

読み聞かせ講座

子ども研究会は、子どもが育つ環境を「深く感じる・感動できる」ものにしたいと

いう思いで、イベントの開催や保育施設の見学などの活動を続けてきました。

今後もインテリアコーディネーターの視点から、子どもを取り巻く環境の大切さ

を広める活動を続けていきます。

■絵本読み聞かせ講座の開催 講師：中本茂美氏 （５月１３日）

■横浜市「よこはまシュタイナーどんぐりのおうち」見学 （６月１７日）

■相模原市 認可保育園「あさみどり保育園」見学 （６月２３日）

■福島県須賀川市 認定子ども園「りのひら」見学 （８月３１日）

■JAPANTEX２０１７ 暮らしぼっこトークショー出演 （１１月１５日）

■「町田市こどもセンターまあち」見学 （２月１６日）

■「大和市文化創造拠点シリウス」見学 （３月９日）

「りのひら」園舎

自主グループ活動 （グループによる継続的な活動）

定例ミーティング ヒンジ・レールの確認ジーマティック社 青山ショールーム見学 サンワカンパニー ショールーム見学



＜ 木づかいクラブ ＞

多摩産材見学ツアー

「古民家再生システム」見学

メンバーが３８名になり、川上から川下までを繋げながら、体験を通して「木づかい」を学んでいます。

植樹祭では木の苗を植え、多摩や岩手のツアーでは若い林業家の話を聞き、東京おもちゃ美術館では、子供の気持ち

になって木に触れることの気持ち良さを体感しました。古民家再生の新たな試みを知り、「今さら人に聞けない木の知識」

勉強会で基本をしっかり学んでいます。 今後は、インテリアコーディネーターとして、生活者に「木づかい」を伝える活動

へと広げていきます。

■湘南国際村めぐりの森植樹祭 （５月１４日）

■多摩産材見学ツアー （５月２６日）

■「インテリア建材を知る」勉強会/講師：高橋富雄氏 （６月２８日）

■ミニトリップ in 愛知「古民家再生システム」見学 （７月１０～１１日）

■岩手広葉樹を学ぶツアー （９月９～１０日）

■東京おもちゃ美術館見学会・セミナー/講師：多田千尋氏 （１１月１日）

■ウッドデザイン賞ライフスタイル展示 （１２月７～９日）

■「今さら人に聞けない木の知識」勉強会/講師：昌子成彦氏 （１２月１５日）

■WOODコレクション（モクコレ）２０１８出展 （１月３０～３１日 ）

多田館長のセミナー 東京おもちゃ美術館

１１

＜ ２０２０ T・O・P （東京オリンピック・パラリンピック）プロジェクト ＞

ものづくり・匠の技の祭典 注目を集めたＧＯＭＩＢＡＫＯ

２０１７年度は Ｔ・Ｏ・Ｐプロジェクト第３ステージと位置づけ、これまでの活動で知り合った方々のバックアップ・紹介を得、

さらに広く活動を行いました。 核となるコンセプトである＜美 in JAPAN＞をより具体的な案にまとめ、おもてなし空間

「ENGAWA」として発表。６月のicon定時社員総会特別講演会でのプレゼンテーションをはじめ、関係機関へ面談・プレ

ゼンテーションを行いました。

さらにＴ・Ｏ・Ｐで iconが参画出来ることを積極的に提案していくこととし、「ＧＯＭＩＢＡＫＯ」(ゴミ箱のモックアップとシステ

ム案)を製作。 ２０１８年１月に開催された東京都主催 「WOODコレクション２０１８」に出展し、好評価を得ました。

その他、２０１７年８月「ものづくり・匠の技の祭典」交流会参加、２０１７年１０月「省エネ・エコリフォーム＆東京の木・多摩

産材展」に出展しました。

ウッドデザイン賞
ライフスタイル展示

WOODコレクション２０１８(モクコレ)
木づかいクラブと共同初出展



１２

会 長 村上 英子

副 会 長 林 柳江 執行会議議長

森山 恵 ビジネスDiv.担当執行理事 能力開発Div.担当執行理事

理 事 秋山 延江 東京圏支部長

網村 眞弓 広報Div.担当執行理事

奥田 治美 広報Div.

奥村 公子 流通活性化Div.担当執行理事

金森 亮一 富山支部長

北谷 明日香 総合企画Div.担当執行理事

杉山 和佳子 ビジネスDiv.

田中 みつ子 流通活性化Div.

中西 八枝佳 能力開発Div.

林 眞理子 会計担当

広瀬 直樹 IC WAVE 特任理事

監 事 大澤 勝彦

小玉 靖子

顧 問 島崎 信

若宮 直行

＜ powder room labo (パウラボ) ＞

２０１７年度はコンセプトである 「脱・洗面所！パウダールームのmoreインテリア化を目指す」を更に強化すべく、icon内外
で活動の場を広げました。

■富山支部にて活動紹介と交流 （９月１１日）

■ＪＡＰＡＮＴＥＸ２０１７暮らしぼっこブースでのライブストリーミング配信に出演 （１１月１５日）

「女子力全開！今パウダールームが熱い！」

■ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＤＥＳＩＧＮ ＭＥＥＴＩＮＧ（ＩＤＭ）でのセミナーに登壇 （１１月１６日）

インテリアコーディネーターの役割とパウダールームの可能性、理想的なプライベート空間のゾーニングについて発表

富山でパウラボ活動紹介・交流会

理事会・役員

I NTER IOR DES IGN MEET ING



＜powder room labo パウラボ＞ ハンスグローエジャパン株式会社 ／ 日鉄住金物産マテックス株式会社
株式会社リラインス ／ リビエラ株式会社 ／ ドリームベッド株式会社
株式会社イオニア

＜ 防災とインテリア研究会 ＞ 有限会社家具新聞

＜ 富山支部企画事業 ＞ 株式会社ミヤモト家具 ／ 株式会社安田創作 ／ 株式会社米三
石浦家具製作所 ／ 株式会社神島リビング ／ 株式会社かあてんや

＜ 能力開発Div.＞ 立川ブラインド工業株式会社 ／ 日鉄住金物産マテックス株式会社
リリカラ株式会社 ／ 株式会社セレモア ／ 東京ガスコミュニケーションズ株式会社

＜ キッチン研究会 ＞ 株式会社エスエムダブリュ・ジャパン ／ 株式会社サンワカンパニー

＜ 木づかいクラブ ＞ 株式会社新和建設 ／ NPO法人国際ふるさとの森づくり協会 ／ 株式会社シオン
公益社団法人国土緑化推進機構 ／ 認定NPO法人日本グッド・トイ委員会
株式会社ワイス・ワイス ／ 株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所
株式会社フジエテキスタイル ／ 株式会社YAMAGIWA ／ 株式会社シラカワ

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 ／ sim design ／ コブリン株式会社
株式会社ウィンテック

＜ 広報Div.＞ 株式会社トップアスリート ／ 「ソニー不動産株式会社」オウンドメディア

今年度のiconの各活動でお世話になった企業・団体の皆様、ありがとうございました。

＜ 流通活性化Div.＞ 匠大塚株式会社 ／ 株式会社フェイス ／ 株式会社弘和
株式会社セレモア ／ 株式会社フジエテキスタイル ／ リリカラ株式会社
立川ブラインド工業株式会社 ／ カリモク家具株式会社
株式会社イエローコーナージャパン ／ アルティ株式会社 ／ 株式会社サァラ麻布

マナトレーディング株式会社 ／ 株式会社 Anonimo Desigｎ
株式会社 LCI JAPAN ／ 株式会社コルティナ ／ シンコール株式会社

有限会社家具新聞社 ／ 東リ株式会社 ／ リビエラ株式会社

＜ 東京圏支部企画事業 ＞ リリカラ株式会社 ／ 株式会社イエローコーナージャパン
マナトレーディング株式会社 ／ 株式会社サンゲツ ／ 株式会社 it company
株式会社アルフレックスジャパン

１３

＜ 子ども研究会 ＞ 社会福祉法人県央福祉会 ／ あさみどり保育園 ／ 子どもセンターまあち

大和市文化創造拠点シリウス

＜ ２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐ プロジェクト ＞ 株式会社フジエテキスタイル ／ 株式会社YAMAGIWA ／ 株式会社シラカワ

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 ／ sim design ／ コブリン株式会社
株式会社ウィンテック ／ 株式会社安斎工務店 ／ 株式会社 シオン
株式会社大世

お世話になった企業・団体



iconの賛助会員としてご登録いただいている企業・団体の皆様、今年もありがとうございました。

１４

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 メガソフト株式会社

コイズミ照明株式会社 株式会社弘和

株式会社プラス４ 株式会社堀澄

フランスベッド販売株式会社 株式会社ロケッツ

ルートロンアスカ株式会社 株式会社アイデック

株式会社フジエテキスタイル 株式会社コルティナ

シンコール株式会社 朝日ウッドテック株式会社

ドリームベッド株式会社 株式会社トミタ

株式会社YAMAGIWA 株式会社アートフロントギャラリー

日本ベッド製造株式会社 株式会社総合資格

株式会社キタニジャパン 公益社団法人日本建築積算協会

立川ブラインド工業株式会社 株式会社ロックストーン

株式会社セレモア カリモク家具株式会社

株式会社サァラ麻布 株式会社キャレモジ

株式会社エーディコア・ディバイズ 株式会社カンディハウス

株式会社ラスティックトゥエンティーセブン 株式会社三越伊勢丹

株式会社イワタ 五洋インテックス株式会社

株式会社ウインテック 株式会社フェイス東京支店

株式会社ASURUN 株式会社MOCTAVE

株式会社 Anonimo Design 日本住研株式会社

株式会社イエローコーナージャパン 株式会社シオン

アルティ株式会社 一般社団法人良質リフォームの会

匠大塚株式会社 一般社団法人日本壁装協会

富士工業株式会社 ターナー色彩株式会社

株式会社シリカライム 日鉄住金物産マテックス株式会社

リリカラ株式会社 株式会社 it company

株式会社 LCI JAPAN SIS埼玉県インテリア設計士協会

株式会社コマ マナトレーディング株式会社

株式会社リロクラブ 株式会社サウザンコーポレーション

（５８社 入会順 ２０１８年３月）

賛助会員
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