
  

                    

 

 

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：永嶋元博)が企画する、「インテリアデザ

インコンペ 2019」は 2004 年から実施し、今年で 16 回目の開催となる。 募集テーマは「空

間を装うインテリアファブリックス」。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)、竹内

康彦氏(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。優秀賞は「Hagire ステルヌノカラ、ウマレルヌノ」杉山 翔太さん、「「FUN TO 

SPACE」その時に その時の 空間を楽しむ」淺野 勝己さん、「筒美遊び ～TSUTSUMI～」今

田 百春さん。以下奨励賞 8 作品、審査員特別賞 1 作品、入選 39 作品は 11 月 13 日～15日

JAPANTEX2019 にて展示される。また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 13日(水)16:30 より JAPANTEX2019 会場、ステージＡにおいて表彰式を行

う。 
 

【2019 年最優秀賞受賞作品】 

 

「Hagire ステルヌノカラ、ウマレルヌノ」 

    杉山 翔太さん 

      
 

「「FUN TO SPACE」その時に その時の 空間を楽しむ」 

   淺野 勝己さん 

          
 

 

 

 

 

 

第 38 回 JAPANTEX2019 企画 
 

インテリアデザインコンペ２０１９優秀賞決定 
 

優秀賞３作品 
 「Hagire ステルヌノカラ、ウマレルヌノ」杉山 翔太 

 「「FUN TO SPACE」その時に その時の 空間を楽しむ」淺野 勝己  

 「筒美遊び ～TSUTSUMI～」今田 百春 
                                       敬称略 
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「筒美遊び ～TSUTSUMI～」 

   今田 百春さん 

          
 

                                 

敬称略、順不同 

受賞 作品タイトル 氏名 所属 

優秀賞 Hagire ステルヌノカラ、ウマレルヌノ 杉山 翔太 新潟工科専門学校  

優秀賞 
「FUN TO SPACE」 

その時に その時の 空間を楽しむ 
淺野 勝己 株式会社かっこ屋  

優秀賞 筒美遊び ～TSUTSUMI～ 今田 百春 ケイエムアーキプロダクツ 

奨励賞 
―布層庵（ふそうあん）―  

レースのレイヤー（階層構造）で彩る空間 

石本輝旭・鈴木美和・ 

西川正悟 

株式会社 CURIOUS design workers 一級

建築士事務所 

奨励賞 
Nomad 

 ～心地よい空間で働く新しいワークスタイル～ 
佐野 晴香 新潟工科専門学校 

奨励賞 ICHIMATSU 片桐 圭人 新潟工科専門学校 

奨励賞 Pocket 飾る・見せる・楽しむ収納 中村 茉里愛 新潟工科専門学校 

奨励賞 ふたりのあいだ 

阿部一晶・加藤広大・ 

北原万葉・黒岩春佳・ 

髙崎洋海 

株式会社リペア 

ＯＲＧＡＮＣＲＡＦＴ オルガンクラフト 

奨励賞 inf. Angle ∞無碍 infinity + △三角形 triangle 坂上 将平 立命館大学 

奨励賞 Co ありのままに働く 
秋山結良・中村愛美・ 

平尾大河 
専門学校穴吹デザインカレッジ ごはん 

奨励賞 fulgor 光でコーディネートするテキスタイル 仲山 智子   

審査員 

特別賞 
ファブリック X 終活のインテリア 

今井菜摘・中野頌子・ 

齋藤芳徳 
茨城大学 茨城大学齋藤ゼミ C 

入選 1702 本のせんりつ 山田 寛 一級建築士事務所 LoHA 

入選 木漏れ日の中で、深呼吸して暮らす。 坂口 葉月 名古屋モード学園 

入選 
わたしを、空間を、 

わたし＝空間の最も寄り添うインテリアを目指して 
久野 智也 大同大学 

入選 WORK ENVIRONMENT 

BENCHETRIT 

ANDREA (ベンチェ

トリト アンドレア) 

東京モード学園 

入選 縁（ゆかり）のグラデーション 山﨑 麗那（ﾘﾅ） 新潟工科専門学校 

入選 飛花落葉 Hikarakuyo 齋藤 侑輝 新潟工科専門学校 

入選 カラフル 色につつまれた空間 白藤 乃彩 新潟工科専門学校 

入選 
Old Medina 

～モロッカンテイストな三つの空間～ 
橋詰 仁美 新潟工科専門学校 



  

入選 Dandan 心休まる空間 北村 真衣花 新潟工科専門学校 

入選 継往開来 今昔之感に堪えない自宅文庫 佐藤 詠士 新潟工科専門学校 

入選 遥かなる時空の中で～infinite possibilities～ 鈴木 円（ﾂﾌﾞﾗ） 新潟工科専門学校 

入選 TENUGUI 中村 旺河（ｵｳｶﾞ） 新潟工科専門学校 

入選 KATATOKI 趙 睿杰（ﾁｮｳ ｴｲｹﾂ） 新潟工科専門学校 

入選 toiro 時間を彩るファブリックス 金子 陽哉 新潟工科専門学校 

入選 Curmpled 
徳冨静香・山澤彩夏・ 

前田ゆりか 

北海道芸術デザイン専門学校 

令和ジャンプ！ 

入選 天気を感じるエントランス 
取次里那・小松伸行・ 

西歩由莉・増子達也 

山脇美術専門学校 

スペースデザイン科 Yamawaki A 

入選 お勝手 
十河 崚・秋山友紀・ 

川原美璃亜 
専門学校穴吹デザインカレッジ 

入選 
寒くなったら上着を羽織るように、 

悲しいときには気分を変えるように、 
宮嶋 悠輔・横畑 佑樹  

入選 
１００％ Life Style  

一日のボリュームを空間で感じるスタイル 

佐伯聡美・髙橋直子・ 

米倉えり・橋本郁子・ 

小森克恵 

パナソニックホームズ多摩株式会社 ぱなたま 

入選 自然を感じ遊べる空間～のびのび育つ子ども部屋～ 
嶋田明里・岩渕未帆・ 

高橋洸介 
愛知淑徳大学 トリアンゴロ（株） 

入選 気持ちとともに変えられる部屋 
田城照兜・三宅若奈・ 

清河春翔 
大阪府立今宮工科高等学校 

入選 睡眠誘導室 坂本 吏音 活水女子大学 

入選 だらしないがおしゃれな部屋 秋元 英里 株式会社ニトリ 

入選 Floating マクラメでつくる空間 

野村美緒・鈴木麻実・ 

達紙愛理・中對瑞彩・山

中真琴 

拓殖大学 Ｅ5Ｍ’s 

入選 隙間～ふるさとから都会へ～ 
浅井愛華・須賀歩美・ 

塩谷昌美・小笠原瑞華 

トライデントデザイン専門学校 

トライデント F チーム 

入選 「洋和折衷」～地球風インテリア～ 浅井 泰勝・浅井 公康 株式会社浅井商店  

入選 光風～インテリアの四面体～ 
大谷莉奈子・生南翔太・

米津拓真 
専門学校穴吹デザインカレッジ TI24 

入選 ”Obscure 曖昧に移ろいを感じる” 関谷 実礼 301design 

入選 in the room, under the tree 
平田嶺・前川壮帥・ 

清水奈美・宮本奈乃葉 
石川工業高等専門学校 石川高専豊島研究室 

入選 向き合いの間 吉留 未来 第一工業大学 

入選 
Rain Screen インテリアを繊細かつ曖昧に仕切り、

繋ぐ。新たなスクリーン 

渡辺結香・久保真美・ 

渡辺有咲・牧野菜摘 
椙山女学園大学 

入選 凹凸 OUTOTSU 
井波春菜・浅井涼花・ 

有尾菜美・伊藤千史 
椙山女学園大学 

入選 オノマトペ room -音を楽しみ、物を知る- 柳瀬 歩 京都造形芸術大学 

入選 和える間 クリエイティブが自然と交差する場 
髙澤新・小川彩菜・ 

宮野直樹・山田英明 
ＨＡＫＵＭＡＩ 



                                     

入選 Deni Rhythm 
片岡徹太・津久井瑞・ 
DANG  ANH  TUAN 

（ﾀﾞﾝ ｱﾝ ﾄｱﾝ） 

青山製図専門学校 

住宅設計デザイン科２年１組 A グループ 

入選 心の隠れ家 望月 崚矢 神戸電子専門学校 

入選 
柔らかく仕切り、緩くつなぐ～自然と混ざり合い自

由に空間を変えられるハンモック～ 
中西 茉莉子・中村美月 武蔵野大学 

入選 Reborn 星賀 優歌 学校法人ビセン学園 

 

 

ニュースリリースについてのお問い合わせは 
 

  

 
細井 晃彦 

 

〒105-0012 

東京都港区芝大門 2-1-17 朝川ﾋﾞﾙ 2F  

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

Mail： hosoi@nif.or.jp 

 

 

 

 


