
  

                      

 

 

 

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２０１４」は 2004年から実施し、今年で 11回目の開催となる。 募集テ

ーマは JAPANTEX開催テーマと同じ「窓と暮らしを彩るインテリア」。 

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)、前畑順子氏(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。 

最優秀賞は林 和哉さん(2H Interior Design Office)、作品名「窓辺の『間』－心地い

い Entrance Life－」、優秀賞は細川 千景さん(辻 史彰 建築研究所)、作品名「HUGE Curtain 

Style」と曽我部 務さん、亀井 義弘さん、作品名「風の調べと影 窓際の新しい結界（ｽｸ

ﾘｰﾝ）の提案」、以下奨励賞 7作品、入選 20作品。11月 12日(水)16:30より JAPANTEX2014

会場、特設ステージにおいて表彰式を行う。 
 

【2014年最優秀賞受賞作品】 

 林和哉さん (2H Interior Design Office) 
「窓辺の『間』―心地いい Entrance Life－」 

 
                                敬称略、順不同 

受賞 氏名 所属 作品タイトル 

最優秀賞 林 和哉 2H Interior Design Office 窓辺の『間』  ‐心地いいEntrance Life- 

優秀賞 曽我部 務、亀井 義弘  
風の調べと影  窓際の新しい結界（ｽｸ

ﾘｰﾝ）の提案 

優秀賞 細川 千景 辻 史彰 建築研究所 HUGE Curtain Style 

奨励賞 駒井 克年 
有限会社綜合インテリアサ

ンコー 
この部屋自体がインテリア 

奨励賞 山田 崇史 慶應義塾大学大学院 
Shelf-scape  〜モノがある風景と窓辺

空間を楽しむ〜 

奨励賞 黒木 誠也 KUROKI DESIGN 折節の眺め「四季回遊の間」 

奨励賞 

村山 惠美、岡 実鈴 、

中村 沙里衣、中山 め

ぐみ、齋藤 芳徳 

茨城大学教育学部齋藤ゼ

ミＡチーム 

Glass room  〜パーテーションとカーテ

ンで楽しい彩りを〜 
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受賞 氏名 所属 作品タイトル 

奨励賞 今田 百春 ケイエムアーキプロダクツ Layer Railway + Denim tile 

奨励賞 
加藤 奈津希、岡副 光

佑、名倉 愛 

静岡セキスイハイムインテリ

ア 沼津営業所 
UNITE MOBILE+ 

奨励賞 中邑 涼花 福岡デザイン専門学校 idea window 

入選 井口 玲奈 新潟工科専門学校 日常に隠れた安心する空間 

入選 鈴木 沙耶 東京モード学園 子家 〜子家から新たな成長を〜 

入選 大野 達也 東京モード学園 Let's rebuildnig 

入選 丸山 航平 東京モード学園 チャックでポン！ 

入選 藤川 晃一 東京モード学園 
WAKUWAKU 〜枠で暮らし・枠で楽し

む〜 

入選 吉本 美雨 柏木工株式会社 日本の彩り 

入選 

井出 珠佳、ｼﾞｬﾅｰ・ｱﾚ

ﾅｰ・ﾏｶﾍﾞﾖ、 ｱﾙﾊﾞｰﾃｨ

ﾝ・ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ 

リノ・ハピア株式会社 チーズ！笑顔になれる部屋 

入選 

工藤  健治、石川  温

子、太幡  亜美、安永 

彩乃 

Art of Life +尚絅大学地

域遺産研究会 
心と共に開く窓 

入選 

渡邊  真希、松下  祐

子、十代田 絵美、山田 

圭恵、竹林 智絵 

静岡セキスイハイムインテリ

ア株式会社 

四季を創ろう 〜気軽につくれる極上の

空間〜 

入選 張 富凱  Forest Balroom フォレストバルーム 

入選 豊田 明子  
go out for a livingroom 大切な人たちと

愉しむセカンドリビング 

入選 

大林  芙美、重松  友

美 、長岡 早紀、三嶋 

花奈、齋藤 芳徳 

茨城大学教育学部齋藤ゼ

ミＢチーム 

Play！Curtain！〜カーテンのリノベー

ション〜 

入選 諸岡 真理子 Maison de Soleil 
窓辺から心地良い暮らし コージー＆

エコロジー 

入選 

藤原  誠人、藤原  智

子 、藤原 聖士 、藤原 

咲希、藤原 愛和 

KYOHIME 
alternative  〜愛しい人との癒しの空

間〜 

入選 坂 利春  
SECOND WINDOW  〜内に引き寄せ

られる外〜 

入選 山口 圭 
町田ひろ子ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈ

ｰﾀ-ｱｶﾃﾞﾐｰ仙台校 
健康日和の屋外部屋 

入選 山下 華鈴 京都精華大学 SEASON 4 +SOLAR ASPECT 4 

入選 坂田 千沙都 びわこ学院大学 待つ時間。過ごす空間。 

入選 西口 隆次 法政大学大学院 窓辺を彩る余白 

入選 阿部 雅一  窓の在るところ 
 

 
 

 

 

 

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 

 


