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『人と暮らしをデザインでつなぐ国際イベント』東京企画のご案内
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID）と公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）
は、5月25日（木）から5月31日（水）までの一週間、共同でWorld Interiors Week 2017 in JAPAN
（WIW）を開催します。

World Interiors Week 2017 in JAPAN（WIW）は、インテリアデザイン分野の国際的な組織であるIFI
（International Federation of Interior Architects/Designers : 国際インテリアアーキテクト／デザイ
ナー団体連合）が、毎年5月最終土曜日に世界各地で開催する「World Interiors Day」の趣旨に則り、
日本において、インテリアデザインが社会と文化、人々の将来の暮らしと環境に果たす役割と可能
性とを、広く投げかけ、生活者とともに考える機会をめざして開催されます。
日本でのWIW初開催となった2016年度には、東京を拠点に、北海道から沖縄までの国内12都市で
インテリアデザインをテーマにさまざまなイベントを開催し、約5,000人の参加者と来場者があり、好
評を博しました。
今回は、IFIにより掲げる世界共通テーマである “Interior Design for Generations ”（世代を超えたイ
ンテリアデザイン）に基づき、国内各地の自治体やメーカー、教育機関とデザイナーが連携する全
国展開の参加型自主イベント、インテリアショップやショールームをつなぐネットワークイベント、若手
デザイナーを紹介する作品展、シンポジウム、ワークショップなどを開催します。
2016年度のWIW開催の様子
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World Interiors Week 2017 in JAPANのおもなプログラム
＜展示会＞

Next Generationsーインテリアデザイナー展
会期 5月26日（金）—6月3日（土） 11時—19時（初日のみ14時—19時）
会場 東京ミッドタウン・デザインハブ
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階）
入場料 無料
企画運営 WIW実行委員会
会場構成・アートディレクション 廣村デザイン事務所 廣村正彰
今年度のテーマ“Interior Design for Generations ”に沿って、次世代を担うデザイナー「Next
Generations」の新思考を伴ったデザインを紹介します。これからの暮らしのヒントと、日本のイン
テリアの指標を考える機会として、世界中の人々が望む「豊かな暮らし」の実現へ、未来へと若
きデザイナーが繋いでいきます。
住宅デザイン、ホスピタリティーデザイン、商業施設デザイン、オフィスデザイン、プロダクトデザ
インの5分野で顕著な活躍歴があり、将来が期待される40歳以下のデザイナー7人とユニット3組
の紹介、および作品展示・プレゼンテーション・トークセッションを開催します。
出展デザイナー
●鬼木孝一郎
早稲田大学大学院卒業後、日建設計、nendo を経て独立
おもな作品：祇園エルメス（写真1）、STUDIOS 3rd
●井原正揮 & 井原佳代
東京工業大学（井原正揮）、キングストン大学大学院（井原佳代）卒業後、
シーラカンスアンドアソシエイツを経てihrmkを設立。おもな作品：風景を通す家、素木地の治療院
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●石丸耕平
設計事務所を経てインフィクス在籍。おもな作品：東急プラザ銀座（写真2）、あべのハルカス
●野口直人
横浜国立大学大学院修了後、 SANAA を経て独立
おもな作品：オスカー・ニーマイヤー展 、紙のような椅子
●松本直也
成安造形大学卒業後、 野井成正デザイン事務所を経て独立
おもな作品：BARよるのま、Sony Design Making 会場構成
●小林幹也
武蔵野美術大学卒業後、 インテリアデザイン会社を経て独立
おもな作品：椅子 round、プロダクト hibi（写真3）
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●菓子麻奈美
東京芸術大学大学院修了、 長谷川逸子・建築計画工房を経て（株）都市デザインシステム〈現UDS(株)〉
入社。おもな作品：BUNKA HOSTEL TOKYO、渋谷グランベルホテル

●橋詰俊輔 & 張 棋敦
NY School of Interior Design（橋詰）、武蔵野美術大学（張）卒業後、
（株）メック・デザイン・インター ナショナル入社。おもな作品：日本KFC
ホールディングス（株）移転プロジェクト、Pioneer DJ （株）移転プロジェクト
●町田怜子
明治大学大学院卒業後、丹青社入社。
おもな作品：日本赤十字社献血ルーム、渋谷ヒカリエ（写真4）
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●久保秀朗 & 都島有美
東京大学大学院（久保）、九州大学大学院(都島)卒業後、設計事務所を経て
久保都島建築設計事務所を設立。
おもな作品：まるほん旅館風呂小屋 、伊勢町公衆トイレ
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※出展デザイナーの選出について
インテリア産業界からの推薦、デザイン関連団体・教育機関等からの推薦をもとに、選考委員により下記
の5分野で顕著な活躍が認められた40歳以下のデザイナー
・住宅デザイン
・ホテルなど、ホスピタリティーのインテリアデザイン
・レストラン・ショップなど商業施設のインテリアデザイン
・オフイスのインテリアデザイン
・プロダクトデザイン
選考委員 喜多俊之 (WIW実行委員長/前JID理事長)、川上元美 (JDP会長)、橋本修(前IFI理事/JID国
際担当理事)

Next Generationsーインテリアデザイナー展
連動企画展

住まいのインテリアコーディネーションコンテスト 高校生部門受賞作品展
会期 5月26日（金）—6月3日（土） 11時—19時（初日のみ14時—19時）
会場 日本デザイン振興会エントランス
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階）
入場料 無料
公益社団法人インテリア産業協会が毎年募集する「住まいのインテリアコーディネーションコン
テスト・高校生部門」受賞作品展。課題をもとにコンセプト、図面、パース、スケッチなど、高校生
によるインテリア空間が表現されています。Next Generations・高校生の発想ならではのビジュ
アル表現は未来へのインテリアデザインの可能性を感じさせます。

＜セミナー／シンポジウム＞

ワールドトレンドセミナー
日時 5月26日（金） セミナー 16:30 — 18:30 / ワインパーティ 18:30 — 20:00
会場 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階）
参加費 2,000円（事前申し込み制、当日払い/パーティ参加費を含む）
2017年の国際展示会・新作発表・デザイントレンドに関する情報セミナー 。

「World Interiors Day」デザインシンポジウム & ワインパーティ
日時 5月27日（土） 第1部 13:30 — 15:20 / 第2部 15:30 — 17:50 / ワインパーティ 18:00 —
19:30
会場 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階）
参加費 2,000円（事前申し込み制、当日払い/パーティ参加費を含む）/学生500円/高校生以
下無料
参加定員 80名
5月27日のIFI「World Interiors Day」は、世界中のIFIメンバーが繋がって、住まいと環境とその暮
らしを考える、世界同時イベントの日です。World Interiors Dayの活動の認知と理解を深めるた
めに行われるこのシンポジウムでは、2017年の世界共通テーマ“Interior Design for
Generations ”を掲げて、Next Generationsーインテリアデザイナー展出展若手デザイナーによ
るプレゼンテーションとトークセッションを開催。グローバルプラットフォームの一翼を担い、日本
から「デザイン力」を発信します。

＜ワークショップ＞

毎日の暮らしで使いたい『インテリア小物をつくろう』
テキスタイルのプロが教える、初心者でも簡単につくれるインテリア小物のワークショップを開催します。
日時 第1回：5月28日（日）
第2回：6月3日（土）
ともに1日3回開催 ①11:00 — 13:00 ②14:00 — 16:00 ③17:00 — 19:00
会場 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階）
参加対象者 18歳以上
参加費 3,800円/1回（税・材料費込）/事前の申し込みと料金振り込みが必要
定員 各回10名/遂行最小人数3名〜（定員になり次第締切）
講師6名（一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会会員）

各企画に関する詳しい情報、イベント参加申し込み先は、WIW2017公式ホームページで公開
しています。
http://wiwjapan.org

「World Interiors Day」 デザインシンポジウム & ワインパーティ
日 時： 5月27日（土）
会 場： インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内）
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