既存空間に新たなテイスト提案

を増やし、例えばお客様

の０・５％ぐらいになる

に一番近いポジションで

間になってくると思いま

店舗に入る時の手指ア

仕事をしていますので、

と思います。インテリア

ルコール消毒液のよう

関連業界にいろいろなご

家はそう多くないので、 に、家に来た人にすぐ手

す。このような考え方が

リビング、ダイニングを を洗ってもらえる、それ

広がっていけば住まいづ

たいという熱量は、お客

使ったという人も多いと が当たり前になりつつあ

提案をしていくために、

様との会話の中で強く感

思 い ま す。
「 リ ビ ン グ で ります。そのような変化

くりも変わってくるので

ケースも少なくないと思
じます。他の業界と比べ

仕事をするとなると、オ に対してもインテリアを

共通の理念を持った仲間

います。
ると、動きが止まってし

ンとオフの切り替えが難 楽しみながら対応してい

はないでしょうか。

家にいる時間が増えた
まったというより、逆に

家具で豊かな生活をイメージ

ということで、緊急事態
注目を浴びたとも言える

――新型コロナウイル

リアコーディネーターに
宣言の解除後には、一般

などの影響がありまし

り、仕事が滞ってしまう

て工事が止まることもあ

ては、現場の状況によっ

北谷 仕事の影響とし

――具体的には、どう

増えていると思います。

様替えまで需要は確実に

した。リフォームから模

関心の高まりを実感しま

のような環境のなか、住

うことが増えました。そ

いたことを、家の中で行

じめ、今まで外で行って

――在宅勤務などをは

のではないでしょうか。

とめ買いをする人が増え リアトレンドの流れで、

響で食品や生活用品のま

ではないかと思います。 がありましたら教えてく

は今ならではの視点なの テイストのトレンドなど

客様から聞きます。それ

しい。何か工夫ができな け れ ば い い な と 思 い ま
――最近のインテリア

その他、外出自粛の影 ださい。

る内容を企業の皆様とプ

ロジェクトを組んで解決

していくなど、色々な事

に挑戦をしていきたいと

思います。

これからはオンライン

の打ち合わせが多くなっ

ていくと思いますので、

いかにお客様にご提案を

伝えていくか、また、今

日のようにお会いして、

目を見て話をする機会を

は、子供の成長に伴って

小さな子供がいる家庭

れた家具をご提案しまし

のモチーフが取り入れら

合わせて、デザインに波

いった、私たちはお客様

好きなのだろう、などと

ャケットを着ているから

今日はナチュラルなジ

事だと考えています。

どのようなタイミングで

葉植物も一緒に提案して

比較的短期間で空間の使

提案する際に、なぜ私

た。

のご希望をお聞きするだ

取っていくか、すごく大

くださいという声も増え

い方が変わってくるの

がその空間にこの家具を

けでなく全体を把握しな

グや玄関にサーフボード

ています。

で、お金をかけるところ

選んだのかをご説明して

がらご提案をさせていた

を飾れるようにするのと

――インテリアコーデ

とかけないところも整理

受け入れていただける

だいています。

らコーディネートを考え

ィネートの際、どのよう

しながら提案をします。

と、その意味も含めて家

ます。
物柄などの自然モチー

な視点で家具を選定され

また、先々使えるものな

具を大切にしてもらえる

入した人も多いのではな

玄関ですぐに手を洗いた ム、クラフト感などが注

ていますか。

のかという視点で、今選

ーターという仕事は、今

いでしょうか。また、観

い」という声がお客様の 目されます。ただ、現実

北谷 お客様が暮らし

んだ家具のサイズが ㎝

まで体験してきた経験を

たので、パントリーは必 安定や安らぎを与えてく

方から出るようになって 的には空間全体をトレン

の中で何を大事にしてい

――協会の紹介動画を

えています。

手洗いスペースは、今 く、例えば、モダンでシ

るかで全く変わってきま

違ったら、レイアウトを

Ｙｏｕｔｕｂｅに投稿さ

須というような要望が増 れるインテリアとして植

北谷 在宅勤務が始ま
り、もともと書斎がある

までの日本人の感覚だと ンプルな既存の空間に優

す。例えば、ペットと暮

変えても納まったのに、
り格好の良いものではな りします。そのような、

は、ソファ１つをとって

話が出てくるような場合

ていくことになります。

活の話もしながら提案し

ないように、数年後の生

の意図があるのでしょう

会を広めていきたいなど

れていましたが、今後協

多くの経験の中から、お

ことができる仕事です。

お客様のために役立てる

ドでまとめるのではな

いと抵抗があったかもし テイストをミックスする

も張り地が引っ掛けに強

インテリアコーディネ

れません。しかし、一つ という提案が受け入れら

きています。

で、
「 外 か ら 帰 っ て き て い、 ラ ウ ン ド の フ ォ ル

また、打ち合わせの中 フ、 温 か み の あ る 色 合

洗面化粧台のようなイメ しさや温かみのあるテイ

らす人で、打ち合わせの

などという後悔に繋がら

多分カジュアルなものが

ージが強く、人目につく ストを組み合わせてミッ

際にもしきりにペットの

ひとつのパーツで考える れるようになってきてい

どがあって、それらを組 は、ベランダライフが注

敵なボウルや水栓金具な

する家具の先にある豊か

る風景を想像し、ご提案

でいきます。犬や猫がい

最近ではサーフィンが

ることもあります。

して、趣味を切り口にす

００人ほどなので、全体

す。当協会の会員数は３

格者はおよそ６万人で

コーディネーターの有資

広瀬 現在インテリア

仕事なのです。

つの部分を一緒に考える

のか、ストーリーのひと

スタイルを希望している

客様がどのようなライフ

いとか汚れにくいとか、

空間や暮らし方に合わ

み合わせて、気に入った 目されました。ここ数年

趣味のお客様に、リビン

か。

せてというのは大前提と

タイルを貼ってみたりす 各社アウトドア家具も充

な生活をイメージしなが

（次頁へ続く）
ると、むしろ見せたい空 実してきていますし、購

緊急事態宣言発令中に

そういうところから選ん

ように思います。
玄関に設置するのはあま クスすることを提案した

ですか。

北谷 世界的なインテ

お客様のニーズに対応す

はどのような影響や変化
生活者のインテリアへの

た。しかし、当協会のイ
いう場面でインテリアへ

まいや暮らしはどのよう

いか」などという話をお す。

ンテリアコーディネータ

に変化していくとお考え

北谷 問い合わせ件数

の関心の高まりを感じま

が多くなりましたし、家

すか。

れる案件では、細心の注

ーはフリーランスも多

意を払いながらの工事や
の中をより居心地よくし

く、少ない人数で進めら

ス感染症によってインテ

がありましたか。

〈 聞き手・藤下梨奈記者 〉
打ち合わせが続いていた

広瀬直樹会長

広瀬会長、北谷副会長インタビュー
日本インテリアコーディネーター協会

北谷明日香副会長

と、様々なデザインの素 ると感じます。
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コロナが変えた住生活の実態と動向

北谷 そうですね。
とは任せるという人もい

程度方向性を決めたらあ
具を一つひとつ選びたい

自宅の新築にあたって家

いしているお客様は、ご

のか、など。日々何気な

ッチの位置はこれでいい

開ける向きと照明のスイ

りづらいですよね。扉を

広瀬 お客様は、家具

ことが山ほどあります。

ならなったのに、という

たらこんな残念なことに

を一品一品選びます。そ

や家電、インテリア用品

の展望を聞かせてくださ

く知っていただくという

北谷 一般生活者に広

的な策はありますか。

の価値を広めていく具体

――コーディネーター

ップするような体制が整

ディネーターをバックア

体としてインテリアコー

ち上げるまでは、職能団

広瀬 ８年前協会を立

日本のインテリアが過去

界の動きの中で、戦後の

私たちは多様化する世

きたいと思っています。

後もバックアップしてい

ＪＡＰＡＮスタイルを追求

くする動もいかにスムー

い。

意味では、動画やＳＮＳ

日本にあった素晴らしい

家具にメーカーが抗菌処

北谷 この夏手配した

ことがすごく大事になっ

きる若い人を育てていく

使いこなしていく事がで

ＢＩＭなど新しい技術を

って仕事を遂行するこ

ーターが責任と誇りをも

のインテリアコーディネ

するために、一人ひとり

を認めてもらえるように

面に対して正当なフィー

そしてさらに、ソフト

族の生活をイメージして

す。

えていきたいと思いま

に労働保険など体制を整

てきました。今後もさら

プラットフォームを作っ

や、国民健康保険など、

すいように賠償責任保険

ネーターの人が、働きや

協会としてはコーディ

ってほしい」と語る。ま

ているイメージを持ち帰

います。

をしていきたいと考えて

を育て、さらに社会貢献

ますが、これからの人材

長い時間がかかると思い

らないと思っています。

追求していかなければな

ＡＮスタイルになるまで

い文化を継承し、ＪＡＰ

広瀬 コロナ禍の中、

――協会としての今後

また、ＣＰＤ制度を通

ズにできるか。家具を買

れをトータルで考えて提

打ち合わせやプレゼンテ

っていませんでした。

リア業界の活性化に繋が

どう見ればいいかわから
ってみたけど入らないと

これからはコロナのこ

案するのが私たちです。

ーションの仕方もどんど

も含めて発信し続けるこ

いかなければならないと

後者の場合は、ご提案
ないということで直接ご
いうご経験があると思い

とも考え、換気、ウイル

ん変わり、Ｚｏｏｍなど

とでしょうか。

ーカーの細やかな配慮が

した家具の確認だけで決
依頼いただきました。今
ます。インテリアといっ

ス対策をしている素材な

で の ミ ー テ ィ ン グ、 ３

（前頁から続く）
広瀬 一緒に家具を見
が、自分だけではどこを

まってしまうこともあり
回のように新築、リフォ
ても室内設計のほうに少

どを私たちも勉強して、

Ｄ、バーチャル、ＡＩ、

――顧客の持ち物や洋
ます。

ものをお選びになった
ますし、選ぶ過程を楽し
ームの施工会社側ではな
しずつ入り込みながら、

提案していくようになっ

に行ったりすると、打ち

り、そういう時間は、お
みたいお客様には寄り添
く、私たちがセカンドオ
ディティールも含めて考

ていくと思います。

合わせの時と全然違った

客様も楽しいし、私たち
う形でショールームを周
ピニオンとして顧客側に
える仕事になるのではな

服などからどのような提

北谷 言葉になさるご
も楽しいです。インテリ
ったりします。ただ、１
立ってアドバイスをする

いかと思っています。最

して、コーディネーター

希望と、ご自身の中から
アの打ち合わせは楽しく
件目と２件目のショール
ことも少なくありませ

の知見、実力の向上を今

醸し出される印象が違う

ームで選んだものにぶれ
ん。

れば、業界の中での存在

場合もあります。自身が
――顧客と家具を選ば

ないといけないのです。

がある場合や、組み合わ

感も高まると思います。

認識されていない要素に
れる際、コーディネータ
せに問題があるようなと

理をサービスでつけてく

てくると思います。

と、そしてそれがインテ

作った本ショールーム

た、同社の将来的なビジ

をイメージした空間は、

くかがテーマ。書斎を通

のある人生を形成してい

いかに本質を見極め価値

をライセンス生産してい

れていない北欧名作家具

マークにおいても制作さ

鞭をとった王立美術学校

コーア・クリント氏が教

デザインの父と言われる

イナーと技術者の高齢

が、デンマークではデザ

世界各国で愛されている

しいというコンセプトで

く生活感を大切にして欲

「家具を見るだけではな

ショールームについて、

誠司取締役営業部長は同

キタニジャパン・蓬莱

はマイチェアがあるのが

想定した。デンマークで

った生活感のある空間を

性同士が語り合う場とい

性同士が語り合う場、男

売員がお客様の要望を引

る時代になっている。販

客様に暮らし方を提案す

代は終わりつつあり、お

カーが家具だけを作る時

案しています。

北欧のヘリテッジインテ

ジした。

とができる空間をイメー

顧客に寄り添いストーリーを築く
ショールームをリニューアル

思います。

着目してご提案してみる
ーはどのように家具を提

す。

れて、抗菌済みの丁寧な

北谷 この仕事の社会

由から行き場を失ってい

ョ ン と し て、
「家具メー

の 姿 勢 ―」
。人と物の繋

リアに日本独自のスタイ

ナーＭｒｓ・Ｋの住まい

がりがもたらす上質な時

き出し、インテリアコー

ｅ ｔｏ ｌｉｆｅ―人生

県高山市、東庄豪社長）
間と空間を再現した新た

一般的で、ソファは基本

㊤人生をつくるライフワーク㊦ビルトイン家具

キタニジャパン（岐阜
はこのほど、東京都新宿

リニューアルした。一家

空間全体の提案力強化

近では造作家具なども提
北谷 ただ、業務範囲

梱包で納品されました。

的認知度をもっと上げて

るデザインがあるのが現

は、テレワーク向けの書

広瀬 難しいのが、例

によってインテリアコー

お客様に安心感を与えて

モーエンセンやアルネ・

斎や友人との食事後、女

えば建具と生活動線な

ディネーターは最後の仕

くれたと思いますし、メ

ヤコブセンなど多くのデ

状だ。

きは、アドバイスや調整

上げ段階で入るケースも

ーカーズ・ギルド展」に

ザイナーが続き、名作家

をさせていただきます。

多く、最初にわかってい

大きく関係している。デ

具を生み出してきた。当

北谷 お客様にもより

キタニでは、ヤコブ・

ザイナーは同展において

ますが、家具を選ぶ過程

ケア氏、フィン・ユール

互いに刺激し合い、良い

広瀬 だから一緒に探

氏、シグード・レッセル

してあげるということが

氏などの北欧デザイナー

時のシンプルで機能的な

ど、平面図だけではわか

② は、
「 働 く 」 と「 暮

もの、新たなものを次々

現在家具選びをお手伝

らす」の境界線が薄れ、

やその親族とパートナー

に発表。デンマーク近代

を楽しみたい人と、ある

仕事に対する従来の常識

シップを締結。本国デン

多いですよね。

が変化する社会の中で、

家具は現在も制作され、

区の同社ショールームを

化、工房の閉鎖などの理

ディネーターのような役

の卒業生には、ボーエ・

割を担っていかなけれ

る。同社の家具作りの原

的にはお客様用と

ば、今後業績を伸ばして

して提案する新たなワー

いう考えが根強く

いくのは難しいと考え

リングと感性が調和した

残っている。その

る。 空 間 を 提 案 す る の

なスタイルのショールー

ため、リビングで

で、家具だけでなく照明

リニューアルオープンし

職人の技術にある。デザ

ゆっくりテレビを

器具、カーテン、ラグな

点は、北欧家具に見られ

インを再現するだけでな

見るという時も、

どのインテリアのデザイ

クプレイスとなってい
③は、北欧の家具造り

く、ものづくりの中に北

主人用の椅子と家

ンや配置も重要になって

豊かさの本質を追求し

の技術に、日本伝統の素

欧の技法と日本の技法を

人の椅子があり、

ム と な っ て い る。
〝Ｋ邸

材を取り入れた優美なＴ

取り入れることで、木材

ソファにはお客様

た。

どころは、①暖炉を

ショールームの主な見

Ｖボードと壁面シェルフ

本来の魅力を職人の手で

くる。そのため、当社は

る厳選された素材と熟練

囲み語らう、②キタ

が特徴。国産山桜の木目

最大限引き出すことに重

今後、インテリアコーデ

る。

ニのビルトイン家

を活かした背面パネルと

に座ってもらう。

ィネーターとの関係性を

た。

具、③人生をつくる

収納全面パネルは、京都

そんな日本とは違

強化していかなければな

へようこそ〟というテー

ライフワーク──の

きを置く。

うスタイルをショ

らないと考える」
と語る。

ショールームのコンセ

３つの空間。

西陣織の革新的なファブ

発展は、１９２７～１９

ールームに来て感

マで、Ｍｒ・Ｋとパート

①は、ペンダント

リックスで装飾される。
日本人の美意識を継承し

デンマーク家具産業の

ライトの淡い灯りの
下で暖炉を囲み、妻

６６年の間に開催されて
いた「キャビネット・メ

たビルトイン家具が唯一
無二の空間を演出する。

や気の置けない仲間

暖炉を囲み語らう

と同じ時を過ごすこ

じ、実際に生活し

プトは「Ａｔｔｉｔｕｄ

キタニジャパン

感じられました。

と、意外に気に入ってい
案されるのですか。

いるのですね。

ただけることも多いで

案をするかヒントを得て
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