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icon東京圏支部には、企画委員会と研究委員会があり、会員の企画による魅力ある活動を行っています。今年度は、	
（公社）インテリア産業協会の地域委託事業も２件、実施しました。 	
月に一度の定例会は支部所属の全ての会員を対象とし、会員の声を活動に反映しています。今年度はうち４回を賛助会員	
企業のショールーム見学会＆勉強会を兼ねて開催し、最新情報を入手したり、交流を図っています。	

◆東京圏支部定例会
・2013. 4.24
・2013. 5.18
・2013. 7. 2
・2013. 9.12
・2013.10. 9
10.16
・2013.11. 5
・2013.12.10
・2014. 2.18.
・2014. 3.13.

■４月定例会

（ほぼ毎月開催。 ただし、６月、８月は本部イベントとの共催） 	

角筈地域センター（新宿）
さいたま市文化センター
第１回・企業ショールーム見学＆研修会 コイズミ照明（株）
第２回・企業ショールーム見学＆研修会 立川ブラインド工業（株）
ミニコン（ミニ定例会）千葉（西船橋）
ミニコン埼玉（大宮）、 東京（新宿）、 神奈川（横浜）
第３回・企業ショールーム見学＆研修会 日本ベッド製造株式会社（株）
自由学園「明日館」（池袋）
第４回・企業ショールーム見学＆研修会 シンコール（株）
公益社団法人 インテリア産業協会 会議室

2013.4.24	
２０１３年度に入り、初の定例会が新宿にて開催されました。	
  
新年度に入り正会員・賛助会員の数も増え、今後の活動について	
  
各委員会の構想が発表されました。	
賛助会員の企業からも新商品の情報紹介などがありました。	
  
定例会の後は懇親会。皆さん今後の活動に意欲的で話は尽きませ
んでした。 	
  

■第１回・第２回企業ショールーム 見学＆研修会 2013.7.2	
  	
  	
  	
  9.12 	
第１回は、コイズミ照明 東京ショールーム。	
  
【ＬＥＤ照明設計の方程式】をテーマにしたセミナーとコイズミ照明
ショールームにて光源・配光の違いを体感しました。 	
  
第２回は、タチカワブラインド 銀座ショールーム。	
  
【窓回りのトレンドと実践セミナー（メカ編）】と題したセミナーとショー
ルームの見学をしました。	
  

■	
  第３回・企業ショールーム 見学＆研修会／自由学園明日館見学会（12月定例会）

2013.12.10	

第３回は、日本ベッド 池上ショールーム。	
  
【日本のベッド環境について】と題したセミナーと、ショールームにて
ベッドの硬さと寝心地の違いを体感しました。	
  
１２月の定例会前には会場が、フランク・ロイド・ライト設計の自由学
園明日館とのことで、建物の案内付きで見学会もしました。	
  

■	
  忘年会兼クリスマス会

2013.12.10	
12月の定例会後は忘年会兼クリスマス会を開催。
賛助会員の皆様とともにゲームやギター演奏などを楽しみながら、
会員同士の交流を深めました。
iconの盛り上がりを祝い、今後の活動への大きな期待を感じつつ、
一年を締めくくりました。

◆◆一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会	
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2014.	
  2.18	

■	
  第４回・企業ショールーム見学＆研修会

第４回は、シンコール株式会社自由が丘ショールーム。	
  
【壁紙周辺の商材とカーテンの売れ筋ご紹介】と題したセミナーを
ショールームの商材を見ながら見学。 また壁紙以外の商材につい
ても、詳しくわかりやすい説明で、会員にとっては今後のビジネスの
上でとても役立つ勉強会となりました。 	
  

■	
  ３月定例会

2014.3.13.

	
２０１３年度最後の定例会が新宿にて開催されました。	
  
会員からの各活動報告の他に、様々な話し合いも行われました。 	
  
遠方から参加の会員もおり、普段中々参加が難しい会への改善
点や地域交流などについても話し合われ、次年度に向けての活発
な意見交換の場となりました。 	
  

■アートと暮らすよろこび 「Art	
  House」

2013.2.27〜3.11	
ギャラリーネットワーク協会（G.N.A）とのコラボレーション企画として、
リビングや子ども部屋などの７つの空間を、１２名のicon会員がチー
ムを組んでアートとインテリアの融合を表現。気軽で上質なアートと
インテリアの楽しみ方、「アートと暮らすよろこび」を提案して成功裡
に終了しました。会場内でのレクチャーもインテリアコーディネーター
ならではの視点に、画廊の方々からもぜひ，参考にしたいとの声が
ありました。	
  
2014.3.9	
  レクチャー 「心惹かれる・おもてなしとしてのアートインテリア」	
  
講師 ビジネス会員 松浦千代美	
  
会場協力：リビングデザインセンターOZONE３階 OZONEプラザ	
  

◆企画委員会 活動	
  
■東京ステーションホテル見学会

2013.4.24	
２０１２年１０月３日にリニューアルオープンした東京ステーションホテル
内部を特別にご案内いただく見学会を開催。数時間で定員に達る人気
で、参加者は熱心に細部にわたり見学し、あっという間の２時間でした。
６月には、この見学会の写真を見る会を開催し、参加できなかった会員
とも素晴らしさを共有することができました。 	

■実務に役立つスキルアップ勉強会

３回シリーズ	
  
実務歴の少ないインテリアコーディネーターが、実践を学ぶための勉
強会です。ベテランから IC業務の基本レクチャーや指導を受け、
メーカーからの最新商品情報も得られました。	
ICとしての仕事に必ず役に立つベーシックな勉強会に、icon会員以外
にも多くのビギナーICの参加がありました。	
会場・協力

◆◆一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会	

（株）川島織物セルコン東京SR、コイズミ照明（株）東京SR
（株）フジエテキスタイル、立川ブラインド工業（株）、パナソニック（株）
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◆研究委員会 活動	
２０１３年度は、（公社）インテリア産業協会関東甲信越支部地域委託事業として認められた 「キッチンいろいろ比較」、
「防災とインテリア―家具転倒防止策―」 の２つのテーマの活動がスタートしました。	
９月以降、会員有志による、「こども研究会」、「集合住宅の住まい研究会」 が立上り、活発に活動しています。

■icon’s	
  eye インテリアいろいろ比較 キッチン編

	

（公益社団法人インテリア産業協会 地域委託事業）	
  

一般生活者にとって、リフォームや新築時のキッチン選びは難しいもの。
そこで、より良いキッチンの提案ができるようicon会員のICの目で各
メーカーのキッチンを比較研究し、一般生活者の方々へのセミナーを
開催しました。	
また、その研究成果とイベント開催で得た経験による成長を会員向け
の発表会の形で披露し、締めくくりました。	
  
2013. 9.25
2013.9月、10月
2013. 11. 3〜12. 4
2014. 3.25

IC・KS向けキッチンセミナー。
キッチンメーカーショールーム見学（全１１社）
一般生活者向けセミナー（計８会場 １０回開催）
報告発表会 インテリア産業協会 会議室

■防災とインテリア －家具転倒防止策－ （公益社団法人インテリア産業協会 地域委託事業）	
防災・高齢化社会の中、「より安全で快適に、かつ美しい空間づくり」を
長期テーマに、「家具類の転倒防止策と金物」に絞り、美観性・インテ
リア性向上から整理・考察し、ICと生活者へのセミナーを実施したり、
家具・金物メーカーとの情報交換・相互協力を図り、実践策を探ってい
きました。
2014年3月の明日館でのセミナーには６０名超のご参加で大盛況とな
りました。 被災地からのICの声に多くの方から、共感と必要性、ノウ
ハウ情報をもっと欲しい等の声を頂きました。
2013.10.	
  8 IC向け家具転倒防止策 勉強・情報交換会	
  
	
  2013.11.	
  8 ICの為の家具転倒防止策 ショールーム勉強会ツアー	
  
カリモク・ドマーニショールーム＋スガツネショールーム	
  
2014. 3.4 「後悔しない住まいの防災・減災」 トークセミナー 	
  

■集合住宅住まい研究会	
“インテリアを起点にした集合住宅の進化形づくり”を目指し、ビジネスにつなげていくことを目的としています。
今年度は、ミーティングを重ね、現在の集合住宅の課題の洗い出しと対策案の検討を行いました。今後具体的な研究成果・
提案を、デベロッパーとの共同開発、メーカーとのコラボ商品、出版…と、各自のノウハウに生かせるよう、まとめていきます。	

■子ども研究会 	
子ども向け施設に関わるビジネスの実現を目的とした研究会です。
私たちICが、そのデザイン力を生かして提案できるよう子どもが育つ環
境について探索・研究し、どうビジネスに繋げられるか、を考えていきま
す。 12月に、もみの木幼稚園（世田谷） 、ふじようちえん（立川）、たか
ね保育園（町田市）、せいが保育園（新宿）を見学。保育施設のインテリ
アについて「光環境」と「インテリア環境」それぞれの観点から取り組ん
でいます。

◆◆一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会	
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