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村上 英子 / Murakami Hideko
認定番号

所属支部

東京圏支部

T-14001

お問い合わせは事務局までお願いします。

連絡先

TEL/FAX 03-5320-1848
Mail ： jimu@ic-on.jp

 インテリアコーディネートは「日本に住む喜び」を具現化するものです
・1959年（株）パシフィックハウスジャパン入社
・1941年から22年間 山脇美術専門学院で
インテリアの非常勤講師を務める
・1980年三井ホームインテリアコーディネーター
となる

日常の暮らしの中でインテリアとエクステリアはともに楽しくありたいと思います
伊豆高原に住んでその融合を楽しんでいます（写真は伊豆高原の我が家です）

経歴

・1985年三井ホームインテリア取締役。
会社の商号変更により㈱三井デザインテック
取締役、常務取締役、顧問を歴任
・2005年退任
現在は伊豆高原在住

インテリアデザイナーとして56年
※ ICとしての経験年数： 約 35 年

資 格

インテリアコーディネーター ８４００７６Ａ

icon TOP COORDINATOR PROFILE

1
所属支部

林 柳江 / RYUKO HAYASHI
認定番号 :T 14002

屋号： 林 柳江デザインオフィス

顔写真
横36×縦45

東京圏支部

連絡先

住所：東京都大田区大森中1-17-26-402
TEL： ０３−３７６６−０２０５
FAX: ０３−３７６６−０２０５
Mail: ryukou@guitar.ocn.ne.jp

衣食住のなかでも とりわけ苦手意識が高いのがインテリアではないでしょうか。
・一般住宅を中心に、モデルハウス、モデル
ルーム、ゲストハウス、研修所などの
インテリアコーディネーション

もっと身近かに、もっと気軽に、インテリアを楽しんでもらいたい・・・・・
そんな想いを抱いて仕事をしてきました。
インテリアコーディネートでいつも心掛けているのは、素材そのものの持ち味を存分に活かすこと。

・デザインリフォーム／インテリアプラン
東京都中央区 K邸
東京都大田区 H邸

歳月を経てこそ美しさを増す素材を見極めていきたいと思います。

・インテリアコンサルテーション
・インテリアレッスン、セミナー／講演 多数

主な仕事

略歴：

・産經新聞 連絡 「いんてりあトーク」
・東京新聞 連載 「インテリア私流」
・毎日新聞 連載 「居間をおしゃれに」
連載 「住まいを考える」

武蔵野美術大学 卒業
殖産住宅相互株式会社
株式会社リビング・デザインセンター を経て
2010年10月 林 柳江デザインオフィス 開設 現在に至る

・インテリア・カラー・コーディネーション辞典
・コンサルティングセールス百科
(公社)インテリア産業協会 発刊 共著

一般住宅を中心にモデルハウス、ゲストハウス、研修所、大規模土地開発、医療施設など多種多様な

※ ICとしての経験年数： 約 ３０年

仕事と、個性豊かなお客様に恵まれて、インテリアは暮らしそのものと実感しました。
リビングデザインセンターOZONEでは、体験型ショールーム「インテリアエレメンツ」でインテリアコーディ
ネーションの楽しさを伝えると共に、インテリアデザイン／コーディネートをお受けするスタジオを開設、
デザインリフォーム、モデルルームなどのビジネス展開を進めてきました。

資 格

（公社）インテリア産業協会 認定
インテリアコーディネーター
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森山 恵 / Moriyama Megumi

屋号： スタジオ トリム

認定番号 T14003

顔写真
略歴
出版業界から転身
1988年 ワコアインテリアスクール インテリアコーディネーター科 修了
■ 1987年より、西武百貨店でインテリアコーディネーターとして勤務
■ 2000年独立 スタジオ トリムとしての活動開始
■ インテリア産業協会「住まいのコーディネーションコンテスト」
1993年 協会長賞、1994年奨励賞 受賞
■ 2008年 日本フリーランスインテリアコーディネーター協会 副会長就任
■ 2012年 （一社）日本インテリアコーディネーター協会 副会長就任
■

東京圏支部

住所： 〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南3-43-7

横36×縦45
連絡先

TEL:
FAX:

03-5397-0306
090-8494-7188
03-5397-0302

Mail :

trim-meg@jcom.home.ne.jp

■

住宅・オフィス・店舗等のインテリア
デザイン・コーディネート全般
●モデルルームデザイン
●リフォームプランニング
● CADによる作図
（AutoCAD・Vector Works)
● ＣＧパース
● 家具・カーテン・備品等の販売
● 執筆業、 各種セミナー講師
●

主な仕事

※ ICとしての経験年数： 約 27年

資 格

インテリアコーディネーター
二級建築士
宅地建物取引主任者
環境社会検定
プロジェクト・マネジメントプロフェッショナル
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山下 祐司 / Yamashita Yuji

屋号： 住環境デザイン室 アローナ

認定番号 T14004

経歴
1952年 九州・福岡県生まれ
1975年 慶應義塾大学経済学部卒業後、「トータルインテリアin
アメリカ」住宅産業・住環境企業視察研修
1976年～伝統工芸和家具(漆芸・蒔絵家具、桐箪笥、銘木指物
家具調度他) 特注製作和・洋家具の受注・販売、その
過程でインテリア・コーディネート・デザイン業務に従事
1988年～IC資格取得後、首都圏で個人邸(戸建・集合)、別荘、
ショップ、オフィス、医療施設等のリノベーション工事
設計・デザイン・トータルコーディネート業務に従事
この間に建築士、照明コンサルタント、福祉住環境コー
ディネーター2級等資格取得
2001年～相模大野で住環境デザイン室・建築士事務所開設
2007年～湘南・葉山に拠点を移し、従来業務に加え自然素材に
よる提案型住まい創りを展開
2009年～医療法人プロジェクト(病院・高齢者・保育園施設)
案件のトータルコーディネート業務とCM(コンストラク
ション・マネージメント)業務の受注・参画

東京圏支部

顔写真

住所： 〒240-0111
神奈川県三浦郡葉山町一色1818-1

横36×縦45
連絡先

TEL :

046-807-1880

FAX :

046-807-1881

Mail：

info@alo-na.jp

URL:http://www.alo-na.jp
URL:http://www.cure-renovation.jp

・ 戸建住宅新築設計監理業務
・ 個人邸住宅（戸建・集合）リノベーション
設計監理業務

・ 店舗、オフィス等リノベーション（リフォ-ム）
設計監理業務
主な仕事

■ インテリア産業協会「住まいのコーディネーションコンテスト」
2006年経済産業省製造産業局長賞 / 1991年奨励賞受賞他

・ 上記トータルインテリアコーディネート業務
・ 医療、高齢者施設トータルIC・CM業務
・自然素材による住環境プランニング
※ ICとしての経験年数： 約27年

・
資 格

インテリアコーディネーター

・ 二級建築士
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今田 百春 / Imada Momoharu

東京支部
屋号： ケイエムアーキプロダクツ

認定番号

顔写真

住所： 岡山県岡山市北区谷万成1-13-15

横36×縦45
連絡先

TEL080-2452-4141
FAX: 086-239-7585

岡山・神戸・名古屋にてホームビルダーのインテリアコーディネーター・建築士経験を積み、
2011年にケイエムアーキプロダクツ（2級建築士事務所）を設立。
店舗・個人宅・モデルハウスなどのコーディネートを手掛け、コンサルタント・非常勤講師と
しての経歴あり。

Mail: info@momoharu.com
URL: http://www.momoharuya.com/

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会主催
インテリアデザインコンペ2014 奨励賞受賞
モデルルーム・モデルハウスの設計・コーディネート・ディスプレイなど 間取り・レイアウト
からのトータルデザインを得意とします。
３ＤＣＡＤを使用し、３Ｄパースを踏まえてリアルタイムにシミュレーションをしながら 空間
コーディネートを進めています。

主な仕事

■
■
■
■
■
■

インテリアコーディネート業務
インテリア相談・商品説明業務
宣伝企画・プレゼンテーション業務
設計業務 ■ 施工業務
商品企画・商品開発業務
教育・ｲﾝﾃﾘｱ非常勤講師

デザインコンペ入賞作品

※ ICとしての経験年数： 約26年
２級建築士・インテリアコーディネーター・ライティン
グコーディネーター
（ﾃﾞﾆﾑﾀｲﾙと天井装飾ﾚｰﾙの提案）

資 格

