
  

                    

 

 

報道関係者各位  
一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会 

  

  

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会(会長：吉川一三)が企画する、「インテリアデザ

インコンペ 2017」は 2004年から実施し、今年で 14回目の開催となる。 募集テーマは JAPANTEX開

催テーマと同じ「Japan Style×Interior Beauty―日本のおもてなし、ひとを想うデザイン美学―」。

応募作品は NIF正会員企業、事務局と特別審査員として町田ひろ子氏(町田ひろ子アカデミー校長)、

鈴木恵美子氏(インテリアスタイリングプロ代表)、江口惠津子氏(日本フリーランスインテリアコ

ーディネーター協会会長)により審査され下記のように決定した。最優秀賞は山下可門さん・川端

雅人さん・松井一樹さん(北海道芸術デザイン専門学校)、作品名「マグリットの蜃気楼」、優秀賞

は藤原誠人さん・藤原智子さん・川上真由さん・藤原咲希さん・藤原愛和さん (KYOHIME)、作品名

「Waspitalita」と髙木 潤さん（TAKAGICAPERAN）、作品名「KAKEMONO HOUSE 掛け物でつくるも

てなしの空間」、以下奨励賞 7作品、入選 30作品は 11月 15日～17日 JAPANTEX2017にて展示され

る。また最優秀賞、優秀賞は作品の一部を具現化(イメージ)展示される予定。尚 11月 15日(水)16:30

より JAPANTEX2017会場、ステージＡにおいて表彰式を行う。 
 

【2017年最優秀賞受賞作品】 

「マグリットの蜃気楼」 

    山下可門さん・川端雅人さん・松井一樹さん(北海道芸術デザイン専門学校) 

          
                                 

敬称略、順不同 
受賞 作品タイトル 氏名 所属 

最優秀賞 マグリットの蜃気楼 山下 可門・川端 雅人・松井 一樹 
北海道芸術デザイン専門

学校 

優秀賞 Waspitalita 
藤原 誠人・藤原 智子・川上 真由・ 

藤原 咲希・藤原 愛和 
KYOHIME 

優秀賞 
KAKEMONO HOUSE 

掛け物でつくるもてなしの空間 
髙木 潤 TAKAGICAPERAN 
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最優秀賞 

「マグリットの蜃気楼」 
山下可門さん・川端雅人さん・松井一樹さん(北海道芸術デザイン専門学校)  
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奨励賞 
Be my guest. 伝統

ムカシ

・自由
ヨリソウ

 縁
ツナグ

なぐ

空間
マチ

 

宮崎 大樹・白井 紗奈子 Parsons The New School 

奨励賞 
Awtain～オーテン～ オーニング×カー

テンで部屋の表情を変える 
馬渕 萌子 日本工学院専門学校 

奨励賞 
Mixing Modern Material ミキシング 

モダン マテリアル 
長坂 勇 山脇美術専門学校 

奨励賞 花鳥風月 渡部 夏海 新潟工科専門学校 

奨励賞 禅の悟り 
Gu Binli・Gan Yan・Feng Zhipeng・

李 輝 
九州大学 

奨励賞 禅愉 Breath of life 黒木 誠也・永松 学 KUROKI DESIGN 

奨励賞 
伝承遊び                                              

伝える 
齋藤 由季 新潟工科専門学校 

入選 天空の室礼～夏～ 松本 圭子 合同会社 4thcreation 

入選 藍  a・ⅰ 
髙橋 直子・下﨑 冴子・ 

米倉 えり・橋本 郁子 
株式会社パナホーム多摩 

入選 緑 trance 
須栗 綺香・納谷 千咲・ 

松下 真理 
青山製図専門学校 

入選 見えない「おもてなし」 小浜 恵一 
沖縄県立浦添工業高等学

校 

入選 親睦を深め合う木の部屋 平田 優治 
学校法人第一平田学園中

国デザイン専門学校 

入選 湯なし温泉 
髙橋 ひとみ・長谷川 賢二・ 

浜村 優一・細谷 和・横田 和人 

専門学校穴吹デザインカ

レッジ 

入選 Wa (わ) 深澤 麻那 東京工芸大学 

入選 感性 
ぱく・なひょん/い・だひぇ/きむ・

ひぇうぉん 
ソウルデザイン高等学校 

入選 花鳥風月 郭 紫曄（カク シ ヨウ） 東京モード学園 

入選 
ひとり暮らしのおばあちゃんの家～イン

テリアで人口減少問題の一部を解決～ 

清水 健太・松藤 就人・ 

為我井 遼太・齋藤 芳徳 
茨城大学 

入選 和 update ～ワップデ-ト～ 
原川 舞・宮内 駿・太田 ひなの・ 

樋口 香菜子 
福岡デザイン専門学校 

入選 「日本猫がもてなす和の癒し空間」 栗本 麻人 名古屋モード学園 

入選 
春夏秋冬 －襲色目と文様が織りなす空

間－ 
阿部 沙也加・城 泉希 愛知淑徳大学 

入選 着るカーテン 顧 夢州 駒沢女子大学 

入選 あらまほしき 日本の おもてなし 松崎 彩耶香 京都美術工芸大学 

入選 窓から感じるおもてなしの心 坪庭の窓 増田 陽平 東京工科大学 

入選 
日本の白×赤 ～客間・リビングとして

の空間の提案～ 
髙橋 彩 長岡造形大学 

入選 
スクリーンファニチャー －自然光を投

射する家具－ 
神戸 晃輝・上ノ内 智貴  

入選 きまま 黒木 梓未・山岸 恭子 日本工学院専門学校 



  

入選 
恕 －和柄に込められた願いを通して、

“おもてなし”の気持ちを伝える－ 
髙間 智子・村井千絵美 名工建設株式会社 

入選 一休み ～日本の玄関口でほっと一息～ 林 俊輔 東京モード学園 

入選 360°回転できる窓  自然な窓 | 
Gu Binli ・ Gan  Yan ・ Feng 

Zhipeng・李 輝 
九州大学 

入選 
日本細工のおもてなし 

－五感で感じる心地よさ－ 
中島 佑哉・仲丸 万葉 日本工学院専門学校 

入選 ふろしき-wrapped space- 須貝 佳奈 新潟工科専門学校 

入選 和の静寂 －床の間のある空間－ 齋藤 優希菜 新潟工科専門学校 

入選 YOI 涼み  宵・酔い・好い  滝沢 杏花 新潟工科専門学校 

入選 
No Taste ～味覚以外の 4感を使いなが

らくつろぐ～ 
岡田 悠弥 新潟工科専門学校 

入選 
「現代茶室 New Style」 

－引っ張れるカーテン－ 
楊 浩（ヨウ コウ） 東京モード学園 

入選 蓄光カーテンで日本の行事を楽しもう！ 盧 春瑛（ロ シュンエイ） 東京モード学園 

入選 梅窓花 うめまどか 荒添 由紀子 株式会社デザインアーク 
 

 

ニュースリリースについてのお問い合わせは 
 

 〒105-0013  

東京都港区浜松町 2-3-23 ﾌｸﾀﾞﾋﾞﾙ 6F  

TEL ： 03-3433-4521  FAX ： 03-3433-7860 

Mail ： hosoi@nif.or.jp 

 

 

 

 

 

 
細井 晃彦 

 


