
北海道インテリアプランナー協会
HIPA北海道インテリアプランナー協会は、三つの委員会を中心として、さまざまな活動を実施

しています。道内各地域への見学会、インテリアパース講習会、IP試験直前講習会、子供たちを対
象としたミニ札幌への参加、トークセミナー、法人会員セミナーなどを初めとして、交流の機会が
多いのが特徴です。飲み会が多いとの意見もありますが、和気あいあいとした活動を続けています。
協会誌であるIPニュースも発刊しています。

東京インテリアプランナー協会
　首都圏の会員を中心とするIP協会です。会員相互の交流や活動は勿論、様々なイベントを通じて
一般の学生やインテリアに興味のある方たちに、その魅力や可能性を知っていただく活動もしてい
ます。本年は学生会員の会のイベントがいくつか開催され協会の活性化が期待されています。
2017年 3月 レム六本木・京橋エドグラン見学会／6月・10月　プランナートーク

9 〜11月 IP試験設計製図　受験対策セミナー／類似施設見学会
10月 第1回 学生会員の会「オリジナルスツールを作ってみよう」

中部インテリアプランナー協会
　愛知・三重・岐阜の東海3県のプランナーが集い、年間6 ～ 7回開催のインテリアセミナーや見
学会、交流会を通じて、「知り合い、学びあい、楽しむ」和気あいあいの協会です。この1年間に、
新しく正会員、準会員、学生会員が40名以上入会し、本格的茶道のお茶クラブも年間通じ大活躍。
海外研修や、多くの中部のデザイン団体との交流も益々盛んです。
10 〜 11月 IP試験「設計製図」対策講座（4回）　17名受講

12月 インテリアセミナーと忘年会／ 1月　初釜と新年会
3月 IPA受賞作品見学会（岐阜）・IP試験「学科」対策講座　開講予定

北陸インテリアプランナー協会
富山、石川、福井県のIP協会です。本年はちょっと遠征して滋賀県のラコリーナ近江八幡（設計

藤森照信）へ行ってきました。10月は高岡市の錫の鋳造製品で有名な能作へ行ってきました。産
業観光という視点で大いに勉強になりました。これからも魅力的な企画をします。是非、多くの方
の参加を期待しています。

関西インテリアプランナー協会
「KIPAデザインコンペティション2017＜ツナグ+DESIGN＞」（→詳細P3）では、開催後の受賞

作品表彰式と作品展示会を、11月・錦秋の京都で行いました。同時開催した第2回「キャリアセミ
ナー」では、インテリア設計事務所や製品メーカーの諸先輩が‘仕事の現場’を紹介。学生を始め若
手の方にも大いに参考になり、交流も深まりました。この他、ランドスケープへ視野を広げ、プラ
ントハンター西畠清順氏の講演会なども開催し大盛況でした。
　2018年度も様々な活動を計画中です。WEBで当協会を検索し、あなたも是非一度ご参加を。

中国インテリアプランナー協会
広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県を中心として活動しています。年数回のワークショップ

や見学会の開催、デザイナーウイーク、インテリアプランナーの全国大会等などへの参加を通じ、繋
がりを大切に、建築・インテリアを通して皆様と楽しめるサロン的な会を提供しています。プランナー
の資格をお持ちでない方でも、学生会員や準会員もありますので、お気軽にお問い合わせください。
2017年 9月 竹中道具館・ラコリーナ見学会

11月 広島デザインウィーク

スキルアップを目指して資格に挑戦

名古屋で設計・施工の会社を持ち、設計・
インテリアデザインに携わっています。施工
も手掛ける会社なので、家具・カーテンの制
作、リフォームから新築一戸建てまで、全て
請け負っています。

この道に進むきっかけは、インテリアデザ
インを学んでいた学生時代、著名な建築家が
建物から家具・カーテン、プロダクトのデザ
インまで、トータルにデザインする仕事のや
り方を見て憧れたこと。インテリアから建築
まで全てやれるようになりたいと、資格の最
終目標を一級建築士にし、地道に勉強してス
キルアップしてきました。

インテリアプランナーの資格を取ったのは
会社員時代でした。二級建築士の資格を取っ
た後でスキルアップへの意欲も高まった頃で
す。ちょうどインテリアプランナーの制度が
できたときで、大臣認定資格とされていまし
たから、インテリアを仕事にしていきたいと
考えていた私には必須資格だと思い、一級建
築士の資格より先に目指すことにしました。

人の暮らしに一番近い環境をデザイン

インテリアは建築空間において人間が直に
接する、人の暮らしに一番近い部分であり、

空間づくりの上ではとても重要な要素だと考
えています。建物全体の設計に対し、インテ
リアの観点からより面白い提案、よりデザイ
ン性の高い提案を行うこと。その結果、居心
地が良かったり、わくわくしたり、そこで過
ごす人にとって最も良い空間になるようにす
ることが、私たちの仕事だと思います。

おひさまこどもえん（写真①・②）の仕事は、
設計からインテリアデザイン、家具の製作ま
で、トータルに自社で請け負いました。写真
は、3歳～ 5歳のこどもたちがそれぞれの部
屋から出てきて遊べる「えほんひろば」です。
こどもたちがのびのびと動き回れるよう、ひ
ろばの壁はゆるやかな曲線を描いています。
そうしてできた楽しい形のひろばの中に、こ
どもがこもったり、上に乗って遊べる本棚を
つくりました。こどもが長く過ごす施設です
ので、様々な体験ができるように工夫してい
ます。部屋の大きさが用途に応じて変えられ
るランチルームや製作を楽しむアトリエ、雨
でも活動ができる大きな屋根を持つテラスな
ど、建築とインテリアの両面から検討を重ね
ました。住宅展示場（写真③）の仕事は、販
売主である不動産会社の依頼でインテリアデ
ザインから小物のコーディネートまで担当し
ました。

インテリアプランナーの資格があって良

かったと感じるのは、インテリアに関して専
門性の高い人間だと見ていただけること。私
は建築の中でもインテリアを重視したいとい
う思いが強かったので、この分野で仕事を拡
げていくうえでの弾みにもなりました。最近
は建築の中でインテリアの専門性が求められ
る場面が多くなって、あらゆる場面でインテ
リアデザインワークが発生していることから、
この仕事の意味を実感しています。
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❶ おひさまこどもえん  
えほんひろば　本棚　

幼保連携型認定こども
園の設計および、家具
のデザイン・施工事例。
ひろばの壁に本棚を造
作し、こどもたちが好
きなように色々なくぼみ

（DEN）に入って遊べる
ようにした。こどもた
ちはこういう小さいと
ころにこもるのが好き。
❷ おひさまこどもえん 

えほんひろば 
ベンチ型本箱　

こどもたちの遊び場と
なるえほんひろばには、
上に乗って遊べるベン
チ型本箱をつくった。
❸ 三交不動産 

住宅展示場　
木の良さを生かした内
装をコンセプトに、イ
ンテリアコーディネー
ト、家具のデザインや
造作家具の製作を行っ
た。階段を目隠しする
ため木を上手 に使っ
たスクリーンをデザイ
ン。TV ボードやキッチ
ン、ソファなどをトータ
ルコーディネートした。

各地域協会ではセミナーや見学会などを開催して、
インテリアを学ぶ人をサポートしています。

HIPA北海道インテリアプランナー協会
〒004-0863 
札幌市清田区北野3条5丁目12-22 
オフィス ホワイト 一級建築士事務所内
TEL: 011-882-3322  
Email: mail@hipa.biz

IIPA岩手県インテリアプランナー協会
〒024-0032 
北上市川岸1-8-5 

（有）設計集団次元内
TEL: 0197-65-2544  
Email: s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

YIPA山形インテリアプランナー協会
〒999-4604
山形県最上郡舟形町189-2

（有）ワンツー内
TEL: 0233-35-2112  
Email: info@one2.jp

JIPAT（一社）東京インテリアプランナー協会
〒141-0022 
東京都品川区東五反田5-25-19 
東京デザインセンター 5F
TEL: 03-3446-8860  
Email: office@jipat.gr.jp

IPAS静岡県インテリアプランナー協会
〒420-0064 
静岡市葵区本通10-30 
黒田設計（株）内
TEL: 054-255-8027  
Email: dzh00273@nifty.com

CIP中部インテリアプランナー協会
〒460-0008
名古屋市栄3-18-1 
ナディアパーク・デザインセンタービル7F 
デザインラボ2
TEL: 052-265-5110 
Email: cip@chubu-ip.com

HIPA北陸インテリアプランナー協会
〒920-0861 
金沢市三社町11-16 
金沢科学技術専門学校内
TEL: 070-5633-4241 
Email: yamakoshi@kist.ac.jp 

KIPA （一社）関西インテリアプランナー協会
〒541-0052 
大阪市中央区安土町1-7-13 
トヤマビル本館9F
TEL: 06-6266-5735  
Email: kipa@jipa.net

CIPA中国インテリアプランナー協会
〒731-5135 
広島市佐伯区海老園1-13-7

（有）エルイーオー設計室内
TEL: 082-923-2132  
Email: cipa@cipa21.com

KYUPA九州インテリアプランナー協会
〒810-0041 
福岡市中央区大名1-9-45-403 
アーキデザイン校内
TEL: 092-751-3303  
Email: nipa@tune.ocn.ne.jp

協
JIPA 
日本インテリアプランナー協会
〒141-0022  
東京都品川区東五反田5-25-19 
東京デザインセンター 5F
TEL: 03-3446-8860  
Email: office@jipa-official.org

入会やセミナーのお問い合わせは最寄
りの協会へご連絡ください。
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インテリアプランナー協会の活動

一般社団法人日本インテリア
プランナー協会（JIPA）は、北
海道から九州まで連なる10の
インテリアプランナー協会で構
成されている組織です。

JIPAは、各地域のインテリ
アプランナー資格者の団体であ
るインテリアプランナー協会の
連合組織として、地域協会の活
動と相互の交流を支援するとと
もに、インテリアプランナーの
地位の向上とインテリア・環境
の健全な発展を図り、社会と文
化の充実に寄与することを目的
として活動を展開しています。

建築の中で、
インテリアの専門性を追求
インテリアから建築まで、全て対応できるデザイナーとして

木辺智子さん

(きべ ともこ)
一級建築士、インテリアプランナー
キッチンスペシャリスト
株式会社フォーラム 取締役

《経歴》
　1972年名古屋造形芸術短期大学インテ
リアデザイン卒。株式会社中部デザイン研
究所および東洋プライウッド株式会社を経
て、現在株式会社フォーラムにて一級建築
士事務所フォーラムデザインワークスを開
設し、住宅や店舗の設計、デザイン、施工
業務を行う。
　2000年に夫婦とお互いの親、3人の子
供も同居するための事務所兼自宅を新築、
親の介護をしながら大家族で暮らす。最近
は保育園・こども園の設計デザインの他、
こどもの自由な感性を育てるアート教育に
も取り組んでいる。現在、公益社団法人日
本インテリアデザイナー協会 JID賞選考委員

《実績》
・  『S邸』マンションリフォーム　設計・施工
（2005）

・ 『S-HAUS』新築工事　企画・設計・施工 
（2006）

・  集合住宅『Cubell本山』新装工事　設計 
（2009）

・ デザートレストラン「paff」設計施工（2012）
・ あま市ひかり保育園インテリアデザイン
（2014）

・ 三交不動産　モデルルーム四日市、大府、
半田　インテリアデザイン（2015）

・ 名古屋市おひさまこどもえん、清須市ゆめ
のもりこどもえん設計・デザイン（2016）

・ マミーズ保育園シリーズ設計・施工 
（2017） ほか多数

《受賞歴》 
・  第3回CCDOデザインアオード2005 
（2006）

・ 我が家のリフォームコンテスト ｢名古
屋市住宅供給公社理事長賞｣　｢すまいる
愛知賞｣（2006 ／『S邸』マンションリ
フォーム）

❶
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インテリアプランニング
コンペティション2018

日本インテリアプランナー協会（JIPA）で
は、インテリアプランナーを目指す若手の
育成と活躍の場を創出するため、2016年
の第1回に引き続き、第2回「インテリア
プランニングコンペ2018」を開催します。

入賞作品を展示会で公開・ 
会場で表彰
コンペの最終選考と展示は、2018年11月

30日から12月2日にかけて開催されるJIPA
主催のインテリア展示イベント（予定）で行わ
れます。会期中には入選者によるプレゼンテ
ーションや審査講評、懇親会を開催します。

「2018」のテーマ・応募について
❖テーマ： 『物語るインテリア』
❖応　募：  事前エントリー期間

2018年6月1日～7月31日
（作品応募には必ず事前エントリーが必要です。）

❖応募締切：2018年10月1日

主催：日本インテリアプランナー協会
実行委員会： 日本インテリアプランナー協会

インテリアプランニングコンペ 2018
実行委員会

「インテリアプランニングコンペ 2016」受賞作品

応募要項などの詳細は下記公式サイトをご覧ください。
コンペ公式サイト：http://www.jipa-official.org/ipc http://www.jipa-official.org/ipc
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