Interior StylingPro 活動概要2022

インテリアスタイリングプロ
2021.04.01～2022.03.30 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

新型コロナの災禍に見舞われて２年半が過ぎ、人々の日常生活にも働き方にも「ニュー
ノーマル」が定着しつつあります。この言葉が使われたのはITバブル崩壊後、リーマン

ユーザーの皆様へ

ショック後に続き三度目になりますが、言葉の裏には「変化の前には戻らない」という

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

意味が含まれています。

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。

スタイリングプロでは、活動のベースとしている毎月の勉強会をその時の感染状況に合
わせてリアルとオンラインのハイブリッドで行うスタイルが定着してきました。それに
より遠方のメンバーも参加が容易になり、今まで以上に交流が深まっています。これも、
スタイリングプロが全国組織として成長する為の「ニューノーマル」が確立しつつある
事と考えております。
まだまだ先行きが不透明な世の中ですが、インテリア文化発展の一助となれる様、熱意
ある活動を続けて参ります。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
インテリアスタイリングプロ 代表

越川 洋平

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

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。
2019年総会
―沿 革―
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
・スタイリングプロインテリアセミナー開催 49回
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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。

活動報告 2021-2022

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、情報交換を行っています。
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。
状況に応じて、リアルとオンラインを組み合わせ
て開催しています。
４月 （株）フィズリペアワークスより Zoom中継
「家具リペアのHOW TO」
講師/同社 代表 西原弘貴 氏

５月 Zoomオンライン
「イギリスインテリアとキュレーションホテル」
「熱海キュレーションホテル動画解説」
講師/（一社）キュレーションホテル協会 澤山乃梨子 氏

６月 総会 Zoomオンライン
総会記念セミナー「新しい時代 新しい試み」
講師/(会員)小森あき 鐵谷知会子 西風裕幸
森田由紀子

７月 Zoomオンライン
YKK AP（株）プレゼンテーション
講師/同社 南川博子 氏 (会員)山崎亜矢子

９月 フジギャラリー新宿より Zoom中継
「現代アートセミナー」
～アートを提案するために知っておきたいこと～
講師/（株）デコール東京 代表 飯沼朋子氏
会員事例紹介 三塚春枝

10月 ノーマンジャパン（株）代々木本社SRより Zoom中継
「ノーマンジャパン商品説明会」
プレゼンター/同社 竹村 仁志氏
「デザイナーを魅了するヨーロッパ諸国の建築」
講師/(会員)安藤眞代 モデレーター/越川洋平
会員事例紹介 佐々木智美

11月 リリカラ（株）本社会議室より Zoom中継
YKK AP（株） 「インテリアドアfamitto(ファミット)新作紹介」
プレゼンター/同社 南川博子氏 (会員)山崎亜矢子
リリカラ（株）商品説明会「＆time（アンドタイム）」
プレゼンター/同社(会員)加藤ますみ
リリカラ（株）「ペット対応ニュー住まいるフロア」
プレゼンター/同社 浅沼香里 氏

12月 日本フィスバ（株）クリスチャン・フィッシュバッハ 東京
SRより Zoom中継 「SDGs2021ヨーロッパ最新事情」
～三社サスティナブル商材紹介～
講師/(会員)bp interational Tokyo （株）林田典子
ナショナル物産（株）木戸紀明
日本フィスバ（株）田原克幸

2022年１月（株）東和商会より Zoom中継
「2ランクアップの縫製依頼をマスターしよう」
講師/(会員)河野和司 桜井ゆき子
「東和商会工場ミニツアー」
会員事例紹介 室賀裕子

２月 日本フィスバ（株）クリスチャン・フィッシュバッハ 東京
SRより Zoom中継
スタイリングプロ インテリアトレンドセミナー2022
「テキスタイルデザインの今とこれから」
講師/(会員)越川洋平 石田剛

３月（株）イッソ・エッコ ミーティングルームより Zoom中継
「テキスタイルデザインの潮流とデザイナー」
講師/(会員)古屋興一
「isso ecco ショップのご紹介」
プレゼンター/同社 池田十詩子 氏
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インテリアセミナー

インテリアスタイリングプロ 2021年度総会記念セミナー
2021年6月16日 Zoomオンライン

「新しい時代 新しい試み」
金沢、大阪、熊本、札幌から発信しました

日常に寄り添う ずっと受け継ぐ ～伝統を新たなカタチに～ （小森）

大きな変化を迎えたこの時代に、インテリアの専門家集団とし
てどのような取り組み、提案が出来るのか。インテリアを通し
て新たな夢や癒しを提供する方法を模索していこうという視点
から、金沢(東京在住)、大阪、熊本、札幌の、地域性も状況も
異なる4 名の会員が、オンラインで繋がり、各地から講演しま
した。
新しく始めた商品開発や、地域の状況に応じた取り組みに関し
て、それらを始めた経緯や理念、そこにかけるそれぞれの想い

ファブリック音楽が聴こえる、心地よいインテリア （森田）

をプレゼンテーションしました。
講師： 小森 あき Studio Felice（金沢-東京）
森田 由紀子 スピルトピンク（大阪）
鐵谷 知会子 フリーランス（熊本）
西風 裕幸 株式会社ミックス（札幌）
実行委員長： 代表/ 越川洋平

震災を乗り越えて ～インテリアに出来る事～ （鐵谷）

実行委員： 理事/ 岡本亜希子 小森あき
メンバー/ 前畑順子 名誉顧問/ 塩谷博子
事務局： 白川えり子 佐藤里夏
インテリアスタイリングプロ理事会
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地域と作り上げる ～インテリアとICの未来～ （西風）

活動報告 2021-2022

インテリアセミナー

インテリアスタイリングプロ インテリアトレンドセミナー2022
2022年２月16日 Zoomオンライン

「テキスタイルデザインの今とこれから」
海外の展示会の中止や延期によりなかなか現地取材がむずかし
い状況にあって、2022年のトレンドセミナーは、集められたト
レンド情報や新作情報を整理分析し、詳しく解説しました。
１部ではハイムテキスタイルから発表されたトレンド情報を軸
に、独自の考察を交えて解説。15年以上に及ぶ取材経験から、
日本市場に合わせた”今”と”これから”のデザイントレンドを提示
しました。
２部では各エディターから届いた新作情報をまとめて、トーク
セッション形式で最新デザインの傾向を分析して解説。「パ
リ・デコオフ」をバーチャルで体験して頂けるような臨場感を
お楽しみいただきました。
講師： 越川 洋平 株式会社オーブインターナショナル（神奈川）
石田 剛 有限会社ホームデコア（東京）
会場：日本フィスバ株式会社 クリスチャン・フィッシュバッハ東京ショールー
ムよりZoom中継
実行委員長： 代表/ 越川洋平
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
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JAPANTEX

セミナー

JAPANTEX2021 インテリアスタイリングプロセミナー
10/21，11/24 Zoomオンライン

「必見！ウィンドウスタイリングの極意」
施工例で見るウィンドウスタイリングのポイント & 米国イ
ンテリア誌アワード受賞作品解説
窓装飾プランナーの2人が、美しい施工事例を厳選して解説する、

事例紹介（鈴木）

プロ必見のセミナーを、オンラインでお届けしました。
前半は、まずファブリック使いの基本から、部屋別、窓別の事
例をご紹介。続けて、オリジナルをプラスしたオンリーワンの
ご提案から、インテリア全体のコーディネート事例まで、すぐ
に取り入れられるアイデアから高度なテクニックまでお伝えし
ました。
後半は、雑誌掲載事例と海外受賞作品をご紹介。プランニング
から細部まで詳しく解説しました。
主催：一般社団法人日本インテリア協会(NIF)

雑誌掲載事例（中島）

講師： 中島 淳子 有限会社サンアベニュー（山梨）
鈴木 恵美子 有限会社めいくまん（東京）
実行委員長： 代表/ 越川洋平
実行委員： 理事/ 岡本亜希子 小森あき
メンバー/ 前畑順子 名誉顧問/ 塩谷博子
事務局： 白川えり子 佐藤里夏

海外受賞作品 解説（中島）
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会員の活動ニュース

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。新型コロナウイルスの影響で、今年もリアルな活動は制
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。

【2021年度 主な会員の活動】
2021年
５月

・森が、(公社)日本インテリアデザイナー協会、WIW2021・ワールドトレンドセミ
ナーにて、オンラインセミナー「パリホテルインテリア10年の変遷から、今後の傾向ま
で」に登壇

７月

・越川が、トーソー（株）WEB展示会にて、オンラインセミナー「心を動かす窓装
飾」―デコレーションの基本から海外トレンドの活用法まで―を担当。7/12-8/31
まで配信された

９月

・前畑が、リリカラ（株） 新カーテン見本帳「& Time / MORRIS &Co. ヘリテー
ジカラーズ 」のスタイリングを監修

10月

・森が、(公社)インテリア産業協会主催のオンラインセミナー「最新パリホテルから学
ぶ、住宅インテリア」に登壇。ホテルライクな住宅インテリア事例を交え、取り入れ方ま
でレクチャーした。150名が参加した

寺田 由実／Design interieur Terada Yumi（東京都）
「30年振りに時を愉しむ世界へ…」
公益社団法人インテリア産業協会 主催 令和３年度「住まいのインテリアコーディネー
ションコンテスト」にて、 スタイリング部門 優秀賞を受賞

・前畑が、リリカラ（株）主催 2021「& Time」オンライン新作発表会にて、「必
見 Heritage Coloursで作るこだわりの窓辺スタイル」セミナー講師を担当。全国
690名が参加した
12月

・（公社）インテリア産業協会 令和３年度「住まいのインテリアコーディネーションコ
ンテスト」にて、 寺田がスタイリング部門優秀賞、安藤が特別審査員賞を受賞

2022年
１月

・安藤、佐々木、寺田、森が、Best of Houzz2022 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

安藤 眞代／studio Ma（大阪府）
「マチュアな大人のインテリア」
公益社団法人インテリア産業協会 主催 令和３年度「住まいのインテリアコーディネー
ションコンテスト」にて、 スタイリング部門 特別審査員賞を受賞

07

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
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 ナショナルインテリア
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
2022.06.15

