Interior StylingPro 活動概要2021

インテリアスタイリングプロ
2020.04.01～2021.03.30 活動報告
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Interior StylingPro は、お客様のスタイルをインテリアに実現するプログループです
ご挨拶

ご案内

2003年に発足したインテリアスタイリングプロは、多くの皆様のお陰様をもちまして、18年目を迎える事

ユーザーの皆様へ

が出来ました。その間、幾度かの社会的な変革期を経験しましたが、まさに今最大の変革期を迎えてい

簡単なご相談から、新築、リフォーム、家具やアクセサリーの選定、ファブリックの使いこなし、インテリ

ます。 多くのイベントが中止になったこの一年ですが、我々インテリアスタイリングプロはZOOMを活用し、

アレッスンなど、ご要望のジャンル、大小を問いません。お気軽にお問い合わせください。

絶やす事なく毎月の勉強会を続けると同時に、WEBセミナーなどを通じて広く情報を発信し続けてまい
りました。 激動の時期だからこそ、より一層多くの知識をアップデートし、それを一般消費者に至るまで
広く伝えていく事で、日本のインテリア文化向上に貢献できるよう、今後も取り組み続けてまいります。
これからも様々な形でインテリアスタイリングプロをご活用くださいますよう、よろしくお願い致します。
インテリアスタイリングプロ 代表

越川 洋平

沿 革

同じ志のインテリア・プロの方へ 「入会のご案内」
スタイリングプロにぜひご参加ください。月例勉強会は、業者の方々からの新製品プレゼンテーション、
新しいショールームやショップの紹介、海外のトレンドなどの情報提供、ざっくばらんな商品評価、業
務上プロが遭遇するさまざまな問題や解決策など情報交換の場です。会員資格には、メンバー、
アドバイザーがあります。詳しくは会則などをご請求ください。
（入会金： 5,000円

2002年4月、トーソー出版「ウィンドウスタイリングブック」参加デザイナーの連絡会としてスタート。2003年5月にインテ
リアスタイリングプロとして正式に発足しました。現在80余名の会員が全国で活躍の場を広めております。
―主な活動の履歴―
・2003-2005、2007、2009、2011-2014年 JAPANTEX主催者コーナー、テーマ展示を担当
・2007-2012年 (株）ニチベイ、JAPANTEXブース展示を担当
・2007-2008、2010-2015年 トーソー（株）with Curtains展示を担当
・2016、2017、2018、2019年 トーソー（株）主催、（一社）日本インテリアファブリックス協会後援 「窓装飾
プランナーのためのウィンドウスタイリング・スキルアップ講座」を担当
・スタイリングプロ企画によるインテリアセミナーを開催 46回
・2011年3月、東日本大震災を受け、会員有志によるボランティア活動プロジェクトが始動。2016、2017年は熊本
へ寄付を通して支援を行う。2018年、広島に寄付、神奈川の団体に生地支援など行う。

年会費： メンバー12,000円 アドバイザー7,000円）

企業の皆様へ
会員が信頼する商品をお扱いの企業様に、支援会員として応援をお願いしています。 スタイリン
グプロホームページにバナー掲載の他、アドバイザー会員として１企業１～２名のご参加が可能で
す。（会費別途） アドバイザーは定例会参加や会員メール配信により所属企業の商品PR が
可能です。また忌憚の無いプロの意見は商品開発や改良のヒントになると存じます。
（協賛金： 20,000円/年）

詳しくは当会WEBサイト https://www.stylingpro.jp/ にてご案内しております。

入会のお申込み、お問い合わせは下記までご連絡ください
インテリアスタイリングプロ 事務局
〒106-0032 東京都港区六本木4-3-11-110 ファブリックワークス気付
E-mail: mail@stylingpro.jp
＊事務局スタッフは常駐しておりませんので、ご了承ください。
2019年総会
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定例勉強会/総会/分科会

毎月の第3水曜日に定例勉強会を開催。能力・資質の
向上にむけて、講師を招いた勉強会や会員の事例紹介、
情報交換をしています。６月は総会、8月は休会です。
また、不定期で分科会を企画しています。
＊4月は、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大の
状況を鑑み中止となりました。
５月 オンライン
「ウィンドウスタイリング・スキルアップ講座2019 Part3 ファブ
リックスを使ったウインドウスタイリングのポイントを学ぶ ダイ
ジェスト版」 講師/(会員)越川洋平

６月 オンライン
2020年度総会 プレゼンテーション
「新理事による自己紹介＆事例紹介」
講師/（会員）越川洋平 岡本亜希子 西村優子
中島淳子 山嵜俊彦 小森あき

７月 オンライン
シンコール「壁紙見本帳 WALLPRO」商品紹介
ニチベイ「新発売ソフィ､ アルペジオ商品紹介」
リック「東リカーテン fuful～フフル～商品紹介」

８月 分科会 オンライン
米国インテリア誌デザインコンペ・コマーシャル部門 第一位
受賞レポート＆BonChic掲載物件解説
講師/(会員)中島淳子

９月 オンライン
テシード「新作発表会2020」
ウィズコロナ時代でも実現できる「顧客が増える仕組み作り」
～オンラインマーケティングの基礎と秘訣～
講師/Houzz Japan（株）土井悠可 氏

１０月 Kvadrat ショールーム Zoom中継
「サスティナブルなテキスタイルを考える」
講師/（一社）日本テキスタイルデザイン協会 大場麻美氏
「環境問題への取り組みと、コロナ時代のお勧めの商材ご紹介」
講師/日本フィスバ（株）(会員)田原克行
「デンマーク発 Kvadrat のサスティナビリティリポート」
講師/Kvadrat Japan（株）角前悠介氏 浪江明一氏

11月 リリカラ本社会議室/ホテル松の井 Zoom中継
リリカラ 「2020SALA 新ブランド サルビアのご紹介」
「築 35 年のビジネスホテルをアートワークを駆使したモダン
和空間へリニューアル」～レストラン含め、限られた
スペースを有効に設計～ 講師/(会員)佐々木智美

12月 デジタルプリントラボ Zoom中継
「デジタルプリント最前線と活用」
講師/（株）k3walldepo 君和田重則 氏
視察「プリントラボツアー デジタルの達人への道」

2021年 １月 オンライン（エーディコア社ウェビナー）
エーディコア・ディバイズプレゼンテーション
「スマホによるインテリア撮影」 講師/同社 瀬戸昇 氏
「エーディコア・ディバイズ新商品紹介」
プレゼンター/同社 下山竜広 氏

２月 オンラインセミナー
ヨーロッパ インテリアトレンドセミナー2021
「最新パリホテルから学ぶ、住宅インテリア」トレンドの変遷から
ホテルライクなインテリア事例まで
講師/(会員） 森澄子 モデレーター/(会員)前畑順子

３月 オンライン
シンコール ロールカーペット新作見本帳「SPACY20212023」 商品説明
「インテリア素材をオリジナルでデザインする！」
講師/YOSHIDA PLANNING OFFICE 吉田恵美 氏
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第45回

インテリアセミナー

インテリアセミナー

2020年6月17日 オンライン
インテリアスタイリングプロ2020年度総会 記念セミナー

新理事による自己紹介＆事例紹介
2020年度総会は会員限定でZoomを利用したオンライン
開催となりました。役員改選も行われ、鈴木恵美子代表
から越川洋平新代表へとバトンが渡され、新体制がスター

代表 越川洋平

理事（企画渉外）岡本亜希子

理事（活動）西村優子

理事（会員）中島淳子

理事（会計）小森あき

理事（広報）山嵜俊彦

トしました。
総会記念セミナーは、新役員の自己紹介を兼ねた事例紹
介がリレー形式で行われました。 窓装飾に強い当会ならで
はの事例紹介は、コントラクトからレジデンス、ソフトからハー
ドまで、バリエーションが豊富。また、それぞれのキャラクター
が表れた自己紹介やプレゼン手法も楽しく、好評でした。セ
ミナー後の雑談タイムでは、久々の近況報告や情報交換
で盛り上がりました。
例年のように多くのご来場者をお迎えすることが叶わず残念
でしたが、スタイリングプロマインドに溢れた総会となりました。
（ 参加会員：54名）
実行委員： インテリアスタイリングプロ理事会
実行委員長： 鈴木恵美子
事務局： 白川えり子 佐藤里夏
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第46回

インテリアセミナー

インテリアセミナー

2021年2月17日 オンライン
ヨーロッパ インテリアトレンドセミナー2021

最新パリホテルから学ぶ、住宅インテリア
トレンドの変遷からホテルライクなインテリア事例まで
毎年2月のトレンドセミナーにて好評をいただいているパリ
ホテル視察セミナー。 2021年は、過去10年に及ぶ欧州
視察で蓄積した膨大な情報を整理し、コーディネーターの
目線で分析したオンラインセミナーを開催しました。
前半は、代表的なホテルを厳選してご紹介しながら、デザ
インの背景からトレンドの変遷、今後の傾向まで解説。
後半は、ホテルライクなインテリアが支持される昨今、注目
するポイントはどこか、住宅インテリアへの取り入れ方を事
例をまじえてご提案しました。
おかげさまで今年も定員を上回る101名のご参加を賜り
盛会にて無事終了しました。
講 師: 森 澄子／株式会社インテリアネットワークス

セミナープログラム ～本日のパリホテル視察予定表～
01. 歴史的建造物をリノベーションしたホテル
The Peninsula Paris, COUR DES VOSGES

モデレーター: 前畑順子／フリートゥビーミー

02. 伝統あるクラシックスタイルのホテル、モダンデザインへ挑戦と融和
HOTEL de CRILLON, Hotel Ritz Paris, Hotel Lutetia

実行委員長： 代表 越川洋平

03. サスティナブル、エシカルに取り組むホテル
BRACH HOTEL, J.K. PLACE Paris, Le GRAND QUARTIER

実行委員： 理事 岡本亜希子 小森あき
事務局： 白川えり子 佐藤里夏

04. ホテルライクなインテリアのために、お手本となるホテル
NOLINSKI Paris, FAUCHON HOTEL PARIS,
Maison Armance

当日のレジュメは「本日のパリホテル視察予定表」と題した旅のしお
り風。講師と一緒にパリ・ホテルツアーをお楽しみいただこうという趣
向で、航空会社の搭乗曲をBGMに軽やかにスタートしました。
まず、ホテルインテリアの１０年の変遷を年表を用いて解説。続い
て、代表的な視察先ホテルの概要を 4つのトレンドカテゴリーに分
けてご紹介しました。

Sumiko Mori
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事業活動

スタイリングプロは、各地域のIC協会や異業種の組織との交流、新たな企業との取組み、また消費者へのインテリアの啓蒙等、活動の領域を広げています。

公益社団法人インテリア産業協会×インテリアスタイリングプロ
2021年2月3日 ｜オンラインセミナー

あなたの窓をもっと素敵に！プロが教えるカーテンの楽しみ方～小窓編～
一般生活者の方でも取り入れやすい、小窓カーテンのアレンジの仕方を、講師の自宅件事務所(栃木県
鹿沼市）からの実演中継を交え、解説しました。はじめに、インテリアのイメージがアップする玄関やトイレの
小窓用に、楽しく夢のあるカーテンデザインをご紹介。さらに、小窓のリフォーム事例を現地より画像にてお
届けしました。最後に、すぐに取り入れられる簡単でリーズナブルなカーテンデザインとスタイリング方法を実
演。カーテンを華やかに彩る、フラワークリップの作り方も簡単にご紹介しました。
実演の動画配信はたいへん評判がよく、栃木からの発信に、日本全国からご自宅にいながらご参加いただ
けたことはオンラインセミナーならではのうれしい成果でした。
講師（会員）：室賀裕子／有限会社ガロムユウ

フラワークリップ実演：白川えり子／株式会社レヴェイユ

2021年３月10日 ｜オンライン・スキルアップセミナー

〜旅への誘い～ 西洋更紗トワル・ド・ジュイとともに時空の旅へ
マリー・アントワネットに愛され、ナポレオンが感嘆した布「トワル・ド・ジュイ」は、21 世紀に入り益々人気が
高まっています。18 世紀にフランスで生まれた布が現代にどう受け継がれ、今日フランスにおいて、どのよう
に楽しまれているか、専門家をお招きして、深く楽しく学びました。
前半では、そのルーツから誕生の歴史、製法や柄の変遷までを詳しく解説。後半では、スタイリングプロ会
員のインテリア事例のご紹介、講師からフランス流の楽しみ方をご提案しました。最後に現地のおすすめス
ポットや参考情報などもご紹介し、ロマン溢れる時空の旅を満喫していただきました。
講師：永島 聡美 氏／フロリレージュ
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主催： 公益社団法人インテリア産業協会関東甲信越支部

委託： インテリアスタイリングプロ
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会員の活動

毎年、多くの会員が企業主催のセミナーでの講演や、展示会のデザインを担当し、雑誌、ＴＶに

【会員の事例紹介より】

も活躍の場を広げています。また、国内外の各種インテリアコンテストやコンペティションに入賞して
います。今年は新型コロナウイルスの影響でリアルな活動は制限されましたが、オンラインのツールを
活用してさまざまな発信をしました。

【2020年度 主な会員の活動】
2020年
４月

・中島の軽井沢の事例がインテリア誌のBonChic VOL.21（主婦の友社） に掲載され、
8月の分科会で事例解説した

５月

・木村が「第7回 窓装飾プランナー養成講座」の講師を担当
・伊藤の家具ショップ「ファニチャーヒロシ」（仙台市青葉区）が東日本放送のガヤガヤという
番組で紹介された
・寺田が、BonChic 特別編集「エレガントスタイルの住まいづくり」に事例が掲載された

６月

・中島が、Window Fashion VISION Design and Workroom Competition(米
国)コマーシャルl部門 第1位を受賞。受賞作品は岡山のバンケットホールのウインドウトリート
メント。8月の当会分科会で解説セミナーを行った

８月

・越川が、リリカラ主催「MORRIS＆Co. 壁紙コーディネートセミナー」の講師を担当。オンライ
ンで全国350人ほどが参加した

９月

・安藤が、INAXタイルコンサルティングルーム大阪のオンラインセミナーに登壇。1月のパリ視察
「メゾン・エ・オブジェ & パリ・デコ・オフ 2020から読み解くインテリアのこれから」をZOOMウェビ
ナーで配信
・安藤が（公社）日本インテリアデザイナー協会オンラインデザインシンポジウム「デザイン新
常態」第1回『ステイホームから見えてきた自然と寄り添うインテリア』にスピーカーとして登壇

10月

・安藤が、JID/KIPA/JCD/JIDAデザイン４団体共催、関西デザイン学生シンポジウム＆
作品展＆作品展2020「持続可能なデザイン」のオンラインセミナーに登壇

2021年
1月

・越川が、神奈川インテリアコーディネーター協会主催セミナー「窓装飾から考えるエモーショナ
ルなインテリア」～デコレーションの基本から最新トレンドまで～に登壇
・安藤が（公社）日本インテリアデザイナー協会 「デザイン新常態4th」オンライン・デザイン
カンファレンス・シンポジウムにて、「イギリスのデザインビジネス」のスピーカーとして登壇
・寺田が、Best of Houzz 顧客満足度の高い専門家に授与されるサービス賞を受賞

2月

・越川が、トーソー（株）窓装飾プランナーの資格保持者を対象にスキルアップのための社内
研修として、「知れば知るほど深い、カーテンの世界」オンラインセミナーを同社より配信。全国
の営業所で受講された
・安藤が、INAXタイルコンサルティングルーム大阪、オンラインセミナー、ZOOMウェビナー配信
「ベルリン・モダニズム集合住宅と変貌を遂げるダッチデザイン国・オランダ」に登壇
・安藤が、大阪市住まいの情報センターとJID共催、「春休みキッズ、オンラインワークショップイ
ベント」にてワークショップ講師を担当

3月

・森田が、オリジナルファブリックのWEBショップ「SP FABRIC × RECORDS」を開始。心に
響く”ファブリック音楽”（ファブリックが奏でる色と形）をコンセプトに、ファーストアルバム「Red
Power」をリリース 。3月の定例勉強会にてプレゼンテーションした

中島淳子／AVENUE INTERIOR DESIGN 有限会社サンアベニュー（山梨）
インテリア誌のBonChic VOL.21（主婦の友社） に掲載された、軽井沢のコテージの事例。
8月の分科会で事例紹介した。

https://spfabricrecords.com/
森田由紀子／スピルトピンク（大阪）
オリジナルファブリックのWEBショップ「SP FABRIC × RECORDS」を発表。心に響く”ファブリック
音楽”（ファブリックが奏でる色と形）をコンセプトに、ファーストアルバム「Red Power」をリリース 。
3月の定例勉強会にてプレゼンテーションした。
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協

賛
株式会社Anonimo Design
株式会社イシカワ FSA事業部
カリモク家具株式会社 ドマーニ日本橋
株式会社川島織物セルコン
キューセント株式会社
サイレントグリス株式会社
株式会社サンゲツ
シンコールインテリア株式会社
株式会社スミノエ
株式会社テシード
トーソー株式会社
株式会社トミタ
東リ株式会社
ナショナル物産株式会社 インテリア事業部
株式会社ニチベイ
日本フィスバ株式会社
bp international tokyo株式会社
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
リック株式会社
リリカラ株式会社
（50音順）

発 行

インテリアスタイリングプロ
〒106-0032
東京都港区六本木4-3-11-110 ファブリックワークス気付
E-mail: mail@stylingpro.jp
2021.06.16

