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２０１８年度 活動報告
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２０１８
Topics ＩＤＭ ＴＯＫＹＯ ２０１８ 「デザイン再起動」

スパイラルガーデン（東京・青山）11/30～12/2

企画・設営：ＩＤＭプロジェクトチーム

女性が仕事をすることはあたりまえの時代です。どんな仕事をするか、どんな働き方をするか、

どんなプライベート生活を送るか、生活をサポートしてくれるさまざまな商品やサービスなど、

選択肢がたくさんあって、簡単ではないけれど自分の意思で選ぶことができます。

今は、仕事も家族生活も「諦めなくていい」時代。

そういう今を生きているからこそ「自分を解放し、自分と向き合う」空間が必要だと考えます。

インテリア関連２５団体が集まった ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＤＥＳＩＧＮ ＭＥＥＴＩＮＧ （ＩＤＭ）
協力団体として空間展示および関連セミナー実施

展示テーマ 今を生きる女性のための「１.６㎡の至福」

北海道の名付け親でも知られる松浦武

四郎は、１８８６年東京の自宅に畳一枚

の書斎を作りました。その一畳敷へのオ

マージュから、今を生きる女性のための

「１.６㎡の至福」空間、「自分を解放し、

自分と向き合う」空間を、室内のしつらえ

で表現しました。

「日本に住む喜びを味わう事のできるイ

ンテリア、世界に誇りをもって発信できる

ジャパンライフスタイル」とはどのようなも

のか。日本人の精神性を引き継ぐ現代

の住まい方を、この「１.６㎡の至福」空間

で感じていただきたい、という想いを込め

てつくりました。



２

２０１８
Topics

ｉｃｏｎ中四国支部開設記念パーティー開催

昨年度の津山展が好評を博し、２回目の企画展示となりました。岡山県津山

地域の企業のインテリアアイテム選定から展示テーマ、空間コーディネートを

行いました。今回のテーマは 『 ｋｅ・ｉ・ｋｅ・ｎ 津山テイスト』 。「敬虔な暮らし」

「津山を経験する」の意味を込め、津山の自然や山々に囲まれ、敬いながら

暮らす家族の温かな暮らしをイメージしました。初日には林会長のセミナーを

開催。展示期間中は、１０００人を超える来場があり、津山のモノづくりについ

て多くの方に伝えることができました。

ｉｃｏｎは出展ブースのエリア全体が「つながる」ことをテーマ

にブースを設えました。 今回出展した、全国団体エリア中

央に位置するスペースを、通り抜けられる路地として表現

し、路地と室内との関係性を感じてもらえるような木片によ

る工作物「内側と外側をつなぐもの」を制作、展示しました。

中四国支部開設記念パーティー
城下公会堂（岡山市）11/16

ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展
リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ(東京・新宿)  12/14～16

主催：つやま産業支援センター(岡山県) 共催：ｉｃｏｎ
企画・設営：ｉｃｏｎ中四国支部

企画展示「ｋｅ・ｉ・ｋｅ・ｎ 津山テイスト」

ＷＯＯＤ コレクション ２０１９
（モクコレ）

東京ビッグサイト 2019 1/29～30 
主催：東京都ＷＯＯＤコレクション実行委員会

企画・設営：ｉｃｏｎ木づかいクラブ

企画展示「つながる、内側と外側をつなぐもの」

中四国支部開設を披露するパーティーを開催しました。岡山県内の

インテリアコーディネーター、 地場企業からの参加があり、ｉｃｏｎへの

関心がうかがえました。 ｉｃｏｎの他地域の会員・賛助会員もかけつけ

中四国支部会員との交流も密に行う良い機会となりました。



＜ 定時社員総会・ｉｃｏｎ活動発表会・懇親会＞

日 時 ： ２０１８年 ６月１４日（木） １３：３０～１７：００ （懇親会１７：３０～１９：３０）

会 場 ： リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ ５階セミナールーム （定時社員総会・ｉｃｏｎ活動発表会２０１８）

〃 Ｂ１階「カフェーズ」 （懇親会）

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、理事

役員の任期満了に伴う選任が承認されました。 村上英子会長は「名誉会長」と称することとなり、林柳江新会長の体制が

スタートしました。 この模様はＺＯＯＭにて、中四国支部会員に中継。 東京圏支部をはじめ、北陸支部、仙台、関西から出

席の会員もあり、全国へ活動を広げるｉｃｏｎならではの総会となりました。

会長挨拶

２０１８年度 第７回定時社員総会

満席の定時社員総会 活動発表会 大盛況の懇親会

３

２０１８年度活動報告

会長：林柳江 副会長：秋山延江 森山恵 総合企画Div.執行理事：秋山延江 ＩＣ ＷＡＶＥ Div.執行理事：広瀬直樹 同担当理事：荒井尚子

広報Div.執行理事：伊藤ゆかり 同担当理事：奥田治美 ビジネスDiv.執行理事：横田玲子 同担当理事：山下祐司

流通活性化Div.執行理事：奥村公子 同担当理事：齋藤伸一 能力開発Div.執行理事：松浦千代美 会計担当理事：林眞理子

東京圏支部長：鈴木俊恵 北陸支部長：金森亮一 中四国支部長：今田百春 監事：大澤勝彦 小玉靖子 顧問：島崎信 若宮直行

総会の後、「ｉｃｏｎ活動発表会」を開催しました。 「２０１７年ワールドインテリアウィーク ｉｎ春日部」 「ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展」

「２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐプロジェクト」の各プロジェクトチームと、自主的に活動をするグループ「子ども研究会」 「防災とインテリア研

究会」「キッチン研究会」「ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ パウラボ」「木づかいクラブ」と、各チーム・グループの個性溢れるプレゼン

に会場がわきました。最後は会場を地下のカフェーズに移し懇親会を開催。１００名を超える出席があり、盛会となりました。

２０１８年度の活動報告書をお届けいたします。設立時の２０１２年度版は４ページでしたが、

今回の１４ぺージにわたる活動報告書を手に取ると、ｉｃｏｎの成長が実感されます。

これも会員の皆様の日々の活動と賛助会員各社様のご協力によるものと心から感謝を申し

上げます。

本年度は役員改選の年度で本部、支部とも新体制でスタート。４月に富山支部が北陸支部

に名称変更し、５月には中四国支部が開設するなど、目覚ましい発展がありました。

会員構成も、２０１８年末には初めてビジネスメンバー／Ｂ会員が半数を超え、より実質的な

社会環境の整備が求められます。その一環として賠償責任保険の導入をこの１月から開始、

日本初のＩＣ業務に特化した保険の付帯をいち早く実現しました。

会員活動では、総会の特別プログラムで「活動発表会」を開催、会員の自主活動やイベント

のプレゼン報告など、所属支部を越えた多彩な活動の数々を紹介、ｉｃｏｎの存在を会内外

にアピールしました。その他にもｉｃｏｎの活発な活動を本報告書からお伝えすることができま

したら何よりうれしく存じます。さらに大きく伸展するｉｃｏｎの活動にご期待ください。

会長 林 柳江



＜ 総合企画Ｄｉｖ.＞

４

本部活動

＜ 後援・協賛等＞

ＩＣＳカレッジオブアーツ主催コンペ 協賛

「ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ ＤＥＳＩＧＮ ＷＥＥＫ ２０１８」 後援

「ＣＡＦＥＲＥＳ ＪＡＰＡＮ ２０１８」 後援

「岩倉榮利の世界」展 協力

香港貿易発展局主催「国際化へのパートナー：香港」シンポジウム 後援

キッズのためのワークショップ 公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（ＪＩＤ） 共催

「ＪＡＰＡＮＴＥＸ ２０１８」 参画

「ＩＤＭ ＴＯＫＹＯ ２０１８」 参画

「ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展」 つやま産業支援センター 共催

＜ ＩＣ ＷＡＶＥ Ｄｉｖ. ＞

今期新ディビジョンとして、ｉｃｏｎのブランド化を目指すために、インテリア関連団体との連携活動として、青山スパイラル
ガーデンで行われた ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＤＥＳＩＧＮ ＭＥＥＴＩＮＧ（ＩＤＭ）のイベントに協力の他、フリーランスインテリアコーディネー

ターのための賠償責任保険の取りまとめ、北陸支部、中四国支部の活動の支援をしています。 ｉｃｏｎに所属して、ともに活
動することのメリットを、全国のインテリアコーディネーターに伝え、会員増を目的に活動をしています。

■「ＩＤＭ ＴＯＫＹＯ ２０１８」 イベント協力 （１１月３０日～１２月２日）
■宮城インテリアコーディネーター倶楽部 共催「造作家具実務の基本」講座 仙台会場にて実施 （７月１１日）

■ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏパウラボ、木づかいクラブ（ＷＯＯＤ コレクション）、２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐプロジェクト 各活動サポート

認定トップコーディネーター

２０１８年度は第７回定時社員総会と全１５回の理事会の開催を行ったほか、一般社団法人として必要な諸手続き、事務

局の円滑な運営に努めました。賠償責任保険の導入に伴う会員へのサポートとして、弁護士を招いてのセミナーを開催し、

会員マイページにＱ＆Ａを掲載しました。またｉｃｏｎ会員になると受けられる「会員特典」をホームページに掲載し、協会のア

ピールと入会促進に注力しました。

■「インテリアコーディネーターと賠償責任」セミナー開催

（２０１９年３月１９日）

弁護士の中井陽子氏（ルーチェ法律事務所代表）をお招きして

インテリアコーディネーター業務中に起こり得る対物、対人事故

やその他の賠償責任事故について、法律的な解説をお聞きし、

具体的な事例も紹介いただきました。 賠償責任事故の発生を

予防する事前の対策や問題発生時の対応が重要であることを

学びました。

■認定トップコーディネーター

２０１８年度は新たに小西裕美会員、土肥君代会員が認定され

ました。以下、１４名のメンバーで今後ますますの活躍が期待さ

れます。

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

小西 裕美 土肥 君代 （２０１９年３月現在・認定順）



＜ 広報Ｄｉｖ. ＞

５

Ｉ ＤＭイベントバナー

広報Ｄｉｖ．では、役員改選に伴い、「協会概要」を発行。ｉｃｏｎが参加・開催したイベントのためにｉｃｏｎ紹介用の展示物など

を制作しました。また、ホームページの更新、ビジネスメンバーへの新規サービスの開始など、入会促進及び会員サービス

の充実を図りました。

■活動報告書２０１７発行 （４月）

■中四国支部開設支援 （５月）

■ｉｃｏｎ協会概要発行 （９月）

■「ＪＡＰＡＮＴＥＸ ２０１８ 」 公益社団法人インテリア産業協会ブース （１１月２０日〜２２日）

■「 ＩＤＭ ＴＯＫＹＯ ２０１８」 （１１月３０日〜１２月２日）

■ｉｃｏｎ会員専用ホームページ制作支援サービス開始 制作協力：株式会社ココチエ （１２月）

■「ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展」 （１２月１４日〜１６日）

■ｉｃｏｎホームページに「会員特典」ページを設置 （２月）

■その他 メディア取材対応

ＨＰ制作支援サービスＩＤＭ会場

＜ 流通活性化Ｄｉｖ. ＞

第６回 クロスミーティング

賛助会員と会員を結ぶ役割を担い、双方の交流、とりわけビジネスを活性化するためにできることに重点を置き、５名のメン

バーで活動しました。第６回クロスミーティングの開催、昨年度取りまとめた卸売制度の更新を行いました。 また、賛助会員

として入会希望の問い合せ対応をしました。ビジネスＤｉｖ．との合同ミーティングで今後の企画や役割・協力体制について協

議をしました。

懇親会 賛助会員の挨拶

■卸売制度：賛助会員各社に内容を確認、２０１８年度版を作成 登録３２社

■ビジネスパートナー制度：株式会社弘和とカーテン関連業務に関する業務提携推進

■第６回クロスミーティング 東京ウィメンズプラザ （１０月４日）

賛助会員・正会員 ６４名

懇親会 ４９名 アンカフェ

■ミニクロスミーティング 株式会社総合資格 （３月１日）

賛助会員・正会員 ３７名



＜能力開発Ｄｉｖ. ＞

ホームファニシング講座照明・ホームファニシングコラボ講座 造作家具講座

本年度は、照明講座・造作家具講座・ホームファニシング講座の必須・選択講座、及び課題プレゼンテーションを実施し
ました。

■ＣＰＤ照明講座

必須講座 リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ （９月２７日 １０月２５日 １月２９日）

課題評価プレゼンテーション リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ （１月１０日）

選択（コラボ）講座 ファヴォリインターナショナル株式会社 （１月２４日）

■ＣＰＤ造作家具講座

必須講座 東京ウイメンズプラザ （７月２３日 ８月２４日 １０月１日 １１月２８日） 各ＺＯＯＭ講座受講有

選択講座 リビングデザインセンターＯＺＯＮＥ （２月２６日）

■ＣＰＤホームファニシング講座

必須講座 有限会社ホームデコア （４月２６日）

株式会社フジエテキスタイル （６月７日）

マナトレーディング株式会社 （６月２１日）

選択講座 コルティナ株式会社 （１０月１７日）

選択（コラボ）講座 ファヴォリインターナショナル株式会社 （１月２４日）

■ＣＰＤプロジェクトミーティング２回実施

＜ ビジネスＤｉｖ.＞

流通活性化Ｄｉｖ．・広報Ｄｉｖ．との連携を図りながら、ｉｃｏｎビジネス創出の検討やB会員向けホームページ制作支援サービ

ス開始に協力しました。昨年度に続き、賛助会員の一般社団法人良質リフォームの会と登録プランナーとの双方紹介実績

がありました。また、「エンドユーザー向けｉｃｏｎ報酬体系（案）」をとりまとめています。

なお、「東京圏支部ビジネス会員クラブ」は、２０１９年度より、ビジネスＤｉｖ．から東京圏支部に移行することになりました。

■ビジネスクラブミーティング・交流会開催 （９月２０日）

■「ＣＡＦＥREＳ ＪＡＰＡＮ ２０１８」 （６月１３日） セミナーＭＣ：濱中恵理会員

■「リフォーム入門ゼミ ２０１８」 協力

リフォーム入門ゼミ（良質リフォームの会）

６

リフォーム入門ゼミ（良質リフォームの会）



■「脱・洗面所！これからのパウダールーム」セミナー （７月１８日）
ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ(パウラボ) の活動報告会
参加者４０名
岡山県内のインテリアコーディネーター（以下ＩＣ）・地場企業からの参加があり、

ｉｃｏｎへの関心がうかがえました。ＺＯＯＭを使ってのセミナーは初の試みでした
が、ｉｃｏｎの知名度アップや活動紹介に貢献できました。

■「フリーランスＩＣのためのビジネス塾」ビデオ講座 （９月２６日）
ＬＭ総合法律事務所 国澤絵里弁護士・ＡＩＧパートナーズのビデオ上映
参加者６名
フリーランスのための保険・リスクマネジメントなど、普段話し合わない内容をビデ
オで確認することにより、各自の意識を変える必要性を学びました。また、ＣＰＤ
講座への関心も深まりました。

■四国化成工業株式会社 Ｒ＆Ｄセンター見学会 （１０月２４日）
参加者６名
内装・塗装材・コーティング材料の他、エクステリア商品事情も学ぶ機会となり、
特に塗り壁の機能・可塑性・デザイン性を体験を通して学ぶことができました。

中四国支部を本年度開設しました。本年度は中四国地方での認知を広げるための活動をメインとし、

運営体制を整えつつ、地場業界にアピールしていく事を目的としました。開設後まもなく、７月の西日

本豪雨災害により、中四国地方の被災を経験し、活動の中断も余儀なくされた時期もありました。

しかしながら、会員同士の助け合い・仕事への前向きな姿勢を増幅することにもなり、結果的に目標

としていた「一致団結」につながりました。

１、 運営体制の整備・地場業界へのアピール

２、 本部との連携・地域交流

３、 各種セミナー開催・支部開設記念パーティ開催

支 部 長 今田 百春 副支部長 小西 裕美 相 談 役 佐藤 早苗
会 計 岸本 貴子 会 計 亀田 裕子

中四国支部 （２０１８年５月開設）

中四国支部長
今田 百春

■中四国支部開設記念パーティ開催 （１１月１６日）

■「ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展」共催 （１２月１４日～１６日）

「ＦＯＲ ＧＯＯＤ 津山展」

参加者５２名

岡山県内のＩＣ・地場企業からの参加があり、ｉｃｏｎへの関心がうかがえました。

昨年度に続き、２回目の企画・展示共催となりました。

■「カーテンフェアー ｉｎ ｏｋａｙａｍａ ２０１９」開催 （３月２７日）

岡山にショールームがなく、普段目にすることができないメーカーの協力を得て、
インテリアコーディネーター向けセミナーと展示会を開催しました。

支部活動

７



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

ＮＩＰＰＯＮＩＡでの夕食

北陸支部 （２０１３年１２月開設）

北陸支部長
金森 亮一

北陸支部は、開設５年目を迎えました。今年度は、会員のビジネスの活性化と組織拡大を目標に、

活動をおこないました。北陸支部の研究会 「リノベーション・ラボ 」 が、本格的に活動を開始しまし

た。また、北陸地区の組織拡大を目指し、富山支部から北陸支部に名称変更をし、特に石川県の

インテリアコーディネーターの入会促進につとめました。

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、「リノベーション・ラボ 」 空き家活用対策の先進事例の研究

３、 組織拡大 石川県の会員拡大

■提携企業ショールーム見学会 第１弾 （６月１日） 金沢方面
株式会社サンゲツ金沢ショールーム・カリモク家具株式会社・株式会社ロックストーン・株式会社山岸製作所

■提携企業ショールーム見学会 第２弾 （９月２８日） 富山方面
株式会社織江・カルテル富山

■空き家活用先進事例見学会 （１０月２８日～２９日）
見学先：兵庫県丹波篠山市 城下町ホテル「ＮＩＰＰＯＮＩＡ」（古民家リノベーションホテル）

■「リノベーション・ラボ」 活動報告
富山国際大学川本研究室と『空き家活用対策』の共同研究を開始。４年生の卒論のテーマに協力しました。

宿泊室内

ロックストーンショールームサンゲツショールーム

ＮＩＰＰＯＮＩＡ正面にて

カルテルショールーム織江ショールーム

８



東京圏支部 （２０１２年４月開設）

東京圏支部では､会員自らが自身のスキルアップを図れるよう､活動に積極的に参加しやすい企画を
立て、実施しています。参加する事で､会員同士の情報交換や仕事の広がりに繋がる活動を行ってい
ます。

東京圏支部長
鈴木俊恵

「健康と環境に配慮した壁装材を深く知ろ

う」シリーズ第１弾

樹脂を使わない天然素材の左官材シリカライ

ム。様々なテクスチャーやカラーのショールー

ムで実務に則したお話をたっぷり伺いました。終

了後は有志でランチ会

（７月２０日）

「健康と環境に配慮した壁装材を深く知ろ

う」シリーズ第２弾

東京松屋ショールームで伝統的技法により手

作業で作られる「江戸からかみ」について理解

を深めました。終了後はフレンチレストランでラ

ンチ会

（１０月２日）

昨年度から続く「会員の仕事実例」を聞くシ

リーズ

杉山和佳子会員の事務所で、リノベーションの

現場の話やこれからの仕事の方向などを聞きま

した。終了後は近くのジビエ料理のお店で楽しい

神楽坂ナイトを満喫

（１０月３１日）

■ｍｉｎｉｃｏｎ（ｉｃｏｎのｍｉｎｉでミニコン） 会員同士が気軽に集まれる場として企画しています。

「名建築家の自邸からインスピレーション

をもらおう／ｂｙ佐戸川清氏」

代官山のゼロファーストデザインのハイグレード

なこだわりのショールームで、名建築家の自邸

を撮ったビデオ鑑賞とワインでおしゃべり会

（１２月１２日）

「ＳｉｅＭａｔｉｃでクリスマスパーティー」

ＳｉｅＭａｔｉｃキッチンの知識を深め「楽しむ」ことを

目的とした会員同士・会員と企業との交流会。

キッチンが変わってきていることを実感するショー

ルームでテーブルコーディネートとお料理にうっと

り

（１１月２２日）

９

支 部 長 鈴木 俊恵
副支部長（５名） 田中 みつ子 仙波 慶子 廣田 泰子 森山 ひろ乃 菅原 貴美子

「健康と環境に配慮した壁装材を深く知ろ

う」シリーズ第３弾

Ｌ ＩＸ ＩＬとコイズミ照明に依頼し、エコカラットにつ

いて一歩進んだ提案ができることを目的にした

特別セミナーを開催しました。終了後はイタリア

ンレストランでランチ会

（２月１８日）



■ 一般生活者向けセミナー （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）

「片付けやすい部屋づくりと失敗しない

家具配置」

置き家具に焦点をあてたセミナー＆ワーク

ショップ。講師は奥田治美会員と松浦千

代美会員

（１０月２３日）

■ 新春スペシャルセミナー

オランダ在住のインテリアデザイナー髙石陽子さんを講師に迎え、リアル

なオランダの暮らしやインテリアについて沢山の美しい写真と共に講演を

して頂きました。写真は交流パーティーで村上名誉会長を囲んで

（１月１７日）

公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（ＪＩＤ）との共同企画ワーク

ショップ <あつまれキッズデザイナー>を２回開催しました。たくさんの子供

達のユニークな発想で親子で楽しめるイベントとなりました。

（８月２６日 １月１４日）

■ｉｃｏｎ × ＪＩＤプロジェクト

「伝統行事とインテリア」シリーズ

一般生活者向けセミナー&ワークショップを３回開催。室礼プロデユーサーの唐澤都志子会員が講師

を務めました。季節の行事の由来を知り、盛り物（飾り物）を季節のインテリアとして生活に取り入れるこ

とで、日本の伝統文化が伝承されていくことを目指しています。参加者から毎回好評のシリーズです。

（７月５日 ９月１４日 １２月３日）

「七夕」 「お月見」 「お正月」

１０

自主グループ活動 グループによる継続的な活動、どの地域からも参加できます

＜ 子ども研究会 ＞

「子どものための建築と空間展」見学会日本色彩学会での発表福島県 こども園りのひら見学会

７年目を迎えた子ども研究会では、これまでの活動を更に深化させ、「子どもの内面の成長に深く関わる空間」をテーマに研
究を続けてきました。１１月には、日本色彩学会主催の平成３０年度研究会大会にて「ルドルフ・シュタイナーの人智学を反
映したこども園・りのひらの色」を発表する機会を頂きました。子どもの感性を豊かに育むために、「空間の質」を高めていくこ
とがいかに重要であるかなど、りのひらの園舎のスライドと共に発表し、研究会としては大きなステップアップとなりました。



＜ 防災とインテリア研究会 ＞

小冊子 原稿

＜ キッチン研究会 ＞

活動風景 ミーティングは１８回に上る東京消防庁セミナー受講で情報収集
（８月３０日）

関ケ原石材にて、天然石のレクチャーを受ける

多治見市モザイクタイルミュージアム
設計：藤森照信

岐阜県関ケ原石材株式会社工場見学
天然石を切断中

インテリアコーディネーター（以下ＩＣ）の視点から 「防災」 と 「暮らし」 や 「インテリア」 を考え、「Ｊｏｙ ｏｆ Ｌｉｖｉｎｇ＝暮らしを

楽しむ」 方向からアプローチするという主旨のもと、ＩＣが持つべきスタンダードな知識として小冊子にまとめようとしています。

冊子構成や文章など活発な意見交換を重ねています。本作りのミーティングを通して、メンバーは知識や思考がより深まり、

ＩＣとしてのレベルアップを実感しており、研究会としての成果も得られています。

１１

今年の研究テーマは 「マテリアル」。 キッチン構成材の中で大きな要素を占めるワークトップの素材についての知識を深め

ました。活動で共通点の多いパウラボと連携を取りショールームの見学会や名古屋方面への１泊研修旅行も開催しました。

賛助会員の参加や、外部団体の方との意見交換など、新たな展開もあり次年度に繋げていく予定です。

■定例ミーティング：毎月第２月曜日夜 大崎南部労政会館、その他

■バルクッチーナ青山ショールーム見学＆研修会 （７月１９日）

■１泊研修旅行：多治見モザイクタイルミュージアム、トーヨーキッチン

名古屋ショールーム、関ヶ原石材工場見学 （９月１７日～１８日）

■コセンティーノ研修会＆ランチミーティング （１月１９日）

■デュポンコーリアン赤坂ショールーム研修会 （２月２７日）

トーヨーキッチンスタイル名古屋ショールーム
ゲスト用スペシャルキッチン



＜ 木づかいクラブ ＞

勉強会 遠隔地のメンバーはＺＯＯＭで参加 ＷＯＯＤコレクション デザイン＆設営

ミラノサローネ研修 中四国支部開設記念セミナー ＣＯＳＥＮＴＩＮＯ研修

１２

木づかいクラブは、国産材活用の重要性を認識し、社会と向き合うこと目指し、日本の暮らしにあう木を使ったインテリア、

住まいづくりの推進を主な目的としています。活動を通し、ＳＤＧｓの目標達成にも貢献していきたいと考えています。

*ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標

■凸版印刷ショールーム「Ｌ・ＩＦ・Ｅ」見学会 （４月１３日）

■勉強会「今さら人に聞けない木の知識」 講師：昌子成彦氏 （４月２５日）

■マルホン本社ショールーム見学会 ｉｎ浜松 （７月１０～１１日）

■徳島県那賀町視察研修 （８月２１～２３日）

■川崎市立日本民家園見学会 （１１月２８日）

■「ＷＯＯＤ コレクション ２０１９（モクコレ）」出展 （１月２９～３０日）

■株式会社メイセイ＆深谷の建物物見学会 （２月２７日）

■株式会社山二建具見学会 （３月２６日）

洗面まわりのカスタマイズには欠かせないカウンター素材をテーマに、キッチン研究会と共同で研修を行いました。また、

洗面空間のご相談を気軽に受けられるよう、一般生活者向けのリーフレット製作に取り組みました。

■ミラノサローネ「ＳａｌｏｎｅＢａｇｎｏ」を中心に見学研修 （４月１７日～２１日）

■中四国支部開設記念セミナー「脱・洗面所！これからのパウダールーム」 （７月１８日）

■ＦＡＢＢＲＩＣＡ ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ見学研修 （８月２１日）

■多治見市モザイクタイルミュージアム、関ヶ原石材株式会社、他 見学研修 （９月１７日～１８日）

■ＣＯＳＥＮＴＩＮＯ見学研修 （９月２５日）

■ＣＯＲＩＡＮ見学研修 （２月２７日）

＜ ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ (パウラボ) ＞

マルホン本社ショールーム見学会



全国育樹祭で採用された『護美箱』
「お・か・た・づ・け（２輪）」

「風と水の広場」おもてなし構想提案書

お世話になった企業・団体 ２０１８年度 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

１３

＜ 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 ＞

＜ 総合企画Ｄｉｖ.＞ ルーチェ法律事務所

＜ 能力開発Ｄｉｖ.＞ 有限会社ホームデコア 株式会社フジエテキスタイル マナトレーディング株式会社 株式会社コルティナ
ファヴォリインターナショナル株式会社 株式会社ハーフェレジャパン 株式会社ライティングシステム
株式会社ＫＯＭＡ アトラスデザインスタジオ

＜ ビジネスＤｉｖ.＞ 一般社団法人良質リフォームの会 ＴＳＯ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社

＜ 流通活性化Ｄｉｖ.＞ 株式会社総合資格

＜ 中四国支部 ＞ パートナーズ株式会社 四国化成工業株式会社 つやま産業支援センター マナトレーディング株式会社
鉄住金物産マテックス株式会社 株式会社カクダイ リック株式会社 メガソフト株式会社 ヨネモノ
株式会社イマガワ 株式会社津山銘木 ＫＩＴＡＷＯＲＫＳ にいの屋 株式会社サイエンスホーム岡山店
東京ガスコミュニケーションズ株式会社 リリカラ株式会社 ＡＮＤ ＬＩＦＥ 立川ブラインド工業株式会社
株式会社サンゲツ コブリン株式会社 株式会社イオニア 株式会社コルティナ 日本フィスバ株式会社
五洋インテックス株式会社 株式会社フジエテキスタイル クリエーションバウマンジャパン株式会社
パナソニック株式会社エコソリューション社 株式会社アイワンズ

＜ 東京圏支部 ＞ 株式会社エスエムダブリュ・ジャパン 株式会社カッシーナ・イクスシー コイズミ照明株式会社
株式会社コンランショップ・ジャパン 株式会社サンゲツ 株式会社シリカライム 株式会社東京松屋
株式会社ゼロファーストデザイン 東京ガスコミュニケーションズ 株式会社 名古屋モザイク工業株式会社
株式会社平田タイル マナトレーディング株式会社 みはし株式会社 株式会社L IX IL リリカラ株式会社

＜ キッチン研究会 ＞ クリナップ株式会社 関ヶ原石材株式会社 株式会社トーヨーキッチンスタイル メガソフト株式会社
コセンティーノ・ジャパン株式会社 日鉄住金物産マテックス株式会社 株式会社エービーシー商会
パブリック株式会社 一般社団法人国際建材・設備産業協会 デュポン・ＭＣＣ株式会社

＜ 木づかいクラブ ＞ 林野庁 公益社団法人国土緑化推進機構 東京都産業労働局森林課 株式会社那賀ウッド
株式会社マルホン 鹿島木材株式会社 株式会社山二建具 株式会社メイセイ カリモク家具株式会社
株式会社イマガワ マナトレーディング株式会社 株式会社ウィンテック 株式会社プラス４ 株式会社弘和
東京ガスコミュニケーションズ株式会社 日本住研株式会社 柏木工株式会 株式会社ティー・エス・シー
大利木材株式会社 シンコール株式会社 株式会社セレモア 株式会社ベル興産 中国木材株式会社
凸版印刷株式会社 リリカラ株式会社 株式会社片岡デザインプロダクション/徳島県
ＮＰＯ法人西川・森の市場

＜ｐｏｗｄｅｒ ｒｏｏｍ ｌａｂｏ＞ 株式会社カクダイ コセンティーノ･ジャパン株式会社 関ケ原石材株式会社 吉本産業株式会社

デュポン・ＭＣＣ株式会社 株式会社トーヨーキッチンスタイル 日鉄住金物産マテックス株式会社

ご み ば こ

２０１８年１月開催のＷＯＯＤ コレクション ２０１８の出展で好評を得た「お・も・て・な・し『護美箱』」が、皇太子殿下を迎えて

開催された第４２回全国育樹祭ＴＯＫＹＯ ２０１８（１１月１７日 １８日開催）、武蔵野の森総合スポーツプラザ「湯茶提供

ブース」にて、採用されました。５０００人の注目を浴びていた、との報告も頂きました。また「美 ｉｎ ＪＡＰＡＮ」コンセプトの具体

案＜ＥＮＧＡＷＡ＞の深化版として、オリンピック・パラリンピック会場への歩道や公園等に、日陰と涼でもてなし、かつにぎわ

いをも生み出す“「風と水の広場」おもてなし構想”を、東京都江東区等に提案しています。

（順不同）

＜ 広報Ｄｉｖ.＞ 株式会社リフォーム産業新聞社 株式会社ココチエ



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、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 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

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KOMA

マナトレーディング株式会社 株式会社サウザンコーポレーション

株式会社イマガワ トーソー株式会社

柏木工株式会社 株式会社エルックス

株式会社サンゲツ 株式会社BRAIN

（５８社 入会順 ２０１９年３月）

賛助会員

＜ ２０２０ Ｔ・Ｏ・Ｐ プロジェクト ＞ 東京都庁 東京都江東区 東京都都議会議員 一般社団法人 全国木材組合連合会
東京都森林組合 東京ガス株式会社 パナソニック株式会社 東京木材市場株式会社 株式会社シオン
一般社団法人 東京都鳶工業会 吉村英孝建築研究室 株式会社安斉工務店 株式会社富田染工芸
栄都建設株式会社 株式会社竹中工務店 株式会社ベル興産 株式会社大世 株式会社長谷川商店
モマサレース工業株式会社

＜ ＩＤＭプロジェクト ＞ 株式会社総合資格 株式会社カンディハウス 株式会社トミタ 株式会社ＹＡＭＡＧＩＷＡ 株式会社ＣＴＡＳ
株式会社アイ・シー・ジー 株式会社唯アソシエイツ マナトレーディング株式会社 シンコール株式会社
朝日ウッドテック株式会社 株式会社フジエテキスタイル 株式会社シオン 収納工房株式会社
内藤木工 コイズミ照明株式会社 東京ガスコミュニケーションズ株式会社（暮らしのかたち） ギャラリー風
ハーマンミラー株式会社 日本フロス株式会社 有限会社リンインクープ
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