
　いつもご愛読ありがとうございます。
HIPA の活動内容や情報量が数多いため、
ページ内に凝縮してレイアウト致しました。
お伝えきれない関連情報は URL を載せて
おります、是非 HP の訪問をお願い致します。
読者の皆様からの情報発信がさらに
広がれば幸いです。（今井）

■ニセコ　バスツアー

■JIPA 全国大会

■2019 役員紹介

■HIPA 活動内容

■デザインセミナー

■インテリアプランニングコンペ
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財団法人　建築技術教育普及センター北海道支部
〒060-0042 札幌市中央区大通西 5 丁目 11　大五ビル６階
TEL:011-221-3150

株式会社あさひ製作所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 5 丁目 2-7
TEL:011-811-6028

株式会社イチムラ
〒067-0051　江別市工栄町 22 番地の１
TEL:011-351-3000
 
有限会社小笠原工芸社
〒062-0039　札幌市豊平区西岡 538-26
TEL:011-582-8120 

株式会社川島織物セルコン札幌営業所
〒065-0008　札幌市東区北8条東10丁目1-1（株）
TEL:011-330-1777

株式会社カンディハウス札幌
〒064-0946　札幌市中央区双子山 4 丁目 1-10
TEL:011-511-0303
 
株式会社キッチンハウス札幌
〒060－0031　札幌市中央区北 1 条東 2 丁目 5-3
TEL:011-200-2737
 
及能株式会社（キュウノウ）
〒062-0051　札幌市豊平区月寒東 1 条 17 丁目 3-5
TEL:011-851-2299
 
ケント・ハウス株式会社
〒060-0809　札幌市北区北 9 条西 4 丁目 18 番１
TEL:011-746-5545

小林商事株式会社　札幌開発部
〒060-0042　札幌市中央区大通 8 丁目 2-39　北大通りビル 6 階
TEL:011-215-0540

札幌斎藤木材株式会社
〒003-0827 札幌市白石区菊水元町 7 条 2 丁目 6-1
TEL:011-876-2082

株式会社札幌ファニチァー
〒061-1270 北広島市大曲 279-70
TEL:011-377-2177
 
株式会社サンゲツ北海道支社
〒064-0804 札幌市中央区南四条西 10 丁目 1004 番地 2 
TEL:011-251-3150　　　　　　　SYOKUSAN ビル 3 階
 
シンコール株式会社　北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6 丁目 1-1
TEL:011-209-0123

 

 

 
大光電機株式会社　札幌支店
〒064－0804 札幌市中央区南 4 条西 13 丁目 2-2
TEL:011-561-8067
 
東リ株式会社　札幌営業所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 3 丁目１－７
TEL:011-833-0040
 
トキワ産業株式会社　札幌営業所
〒065-0021 札幌市東区北 21 条東 3 丁目 1-12
TEL:011-723-1988
 
トーソー株式会社　札幌支店
〒003-0012 札幌市白石区中央 2 条 3 丁目 3-10
TEL:011-841-3731

ニッポー・コーポレーション株式会社
〒003-0023 札幌市白石区南郷通 14 丁目北 2-33
TEL:011-846-7430
 
白馬堂印刷株式会社
〒064-0823 札幌市中央区北 3 条西 25 丁目
TEL:011-621-1471
 
株式会社 Hand Made
〒004-0867 札幌市清田区北野 7 条 4 丁目 11-20
TEL:011-888-1122

ピーエス株式会社　北海道支店
〒061-1112 北広島市共栄 41-3
TEL:011-373-2221
 
株式会社福住
〒003-0021 札幌市白石区栄通 8 丁目 3-13
TEL:011-887-0116

物林株式会社　非住宅事業部
〒060-0003 札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 10-2 札幌 HS ビル
TEL:011-271-1188
 
北海道芸術デザイン専門学校
〒001-0027 札幌市北区北 24 条西 8 丁目 1-12
TEL:011-756-0777

ホクレンホームセンター
〒060－0905 札幌市東区北 5 条東 7 丁目
TEL:011-711-3003
 
リリカラ株式会社　札幌支店
〒063-0832 札幌市西区発寒 12 条 12 丁目 2-20
TEL:011-666-2125
 

・正  会  員    37 名
・一般会員　 37 名
・法人会員　 27 名
・学生会員　   1 名

会 員 数　「2019 年 3 月現在」

企画・編集／ HIPA 情報委員会
担当副会長　土井れい子
委   員   長　松原　祐子
副 委 員 長　田路　仁　　今井　聡
編 集 委 員　野村　光雄　佐々木義則
　　　　　　後藤　朋恵　松村　隆夫
印         刷　白馬堂印刷 ㈱
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北海道インテリアプランナー協会　法人会員

編集後記

LIXIL北海道支社内

大渕 水緒

色のもたないグレーをこわしたい
高橋 寛道 若月　凜

「そうぞう博物館」

飴細工専門店「金魚華」
宇佐見 桃佳

入り浸る ～創成川公園改修計画～
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　ニセコは、北海道の後志管内にあり石狩管内（札幌）のお隣地区であり馴染みのスキーゲレンデ

ですが、2000 年頃から冬期バケーションを利用し最良のパウダースノーでスキーを満喫するオー

ストラリアのスキーヤーからはじまり、海外の富裕層にも人気が広まり注目されるスキーリゾート

となりました。雄大で美しい羊蹄山を目の前にする絶景を望む、このロケーションと景観を最大限

に生かし有名建築家が洗練された設計を施したホテル・コンドミニアムが現在も建築増幅中です。

そこはインバウンド向けの一つのシティの様で、とくに比羅夫山田地区はその先端と言えます。

今回のバスツアーはそのなかでも、最高峰となる「スカイニセコ」の見学許可を特別に頂く事が出

来ました。2018 年冬から開業となり見学のチャンスは二度と訪れないと思われます。

それもあって、ツアー募集はあっという間に定員満了となりました。

11 月初旬から、山麓は冠雪が気がかりですが、バスは予定どおり朝 8：30 札幌駅バスロータリーを

出発しました。途中、赤井川の道の駅で慌ただしく休憩をとりながらも、心配な雪の気配はなく、

雲一つない青空に映える羊蹄山に魅了されながら「スカイニセコ」に到着しました。

HIPA 法人会員　物林 ( 株 ) 様のご協力を得て見学が実現しました。見学は現地の施設管理のご好意

で、工事関係者から説明も受けられ、写真撮影までも許可されました、なんと幸運です。

　国定公園内に建つ、初めてのコンドミニアムとしても注目を浴びて

います。建築設計はオーストラリアを拠点とする設計事務所のアーキ

テキタスと、日本を拠点とする ISA アーキテクツです。

羊蹄ビルディングとアンヌプリ側に建つアンヌプリビルディングの 2

棟からなるコンドミニアムです。建物全体に曲面が多く、工事は大変

苦労したようですが、白が際立ったとても個性的で美しい外観です。

インテリアデザインはオーストラリアのインテリアデザイン事務所、

パイク・ウィザーズとファイブスターホテルのインテリアデザインを

数多く手がけるウィルソン・アソシェイツです。

パブリックスペースのイン

テリデザインは、「日本の

美とラグジュアリーの概念と

の融合」。細部までコンセプト

そのものです。最上階にある

ペントハウスは、内装材は

日本のイメージであるバンブーの単板練り付けを、豪華に余すところ

無くふんだんに使用しており、海外の富裕層をターゲットとした仕様

となっていました。ゆったりしたソファーに腰を落とし贅沢な時間を

富裕層より一足先に一瞬ですが触れることができました。

その後バス内から近隣地区の個性的な建築物外観を数々見て行き、独

創的なデザインに刺激を受けました。

是非、皆様も建築見学にお出掛下さい。お薦めいたします。

　小樽方向にもどる途中の仁木と余市はフルーツの宝庫です。

フルーツケーキやワインが美味しいことで知られています。昼食は

余市ワイナリーでのメニューを予約していましたので、パーティ席

でゆっくりと味わうことができました。その後、フルーツ街道を通

り小樽に入りました。やはり観光客が、話題の小樽芸術村にも流れ

ています。自由行動なので、現地で耳にした海陽亭 ( 魁陽亭 ) を散

策しました。明治初期に開業された老舗料亭です、多くの政財界人

や石原裕次郎ら著名人らが訪れた場所、現在は閉鎖中ですが。大手

不動産会社が保存改修をホテルと共に開発計画に盛り込み、2022 年

開業を目指しているとメディア紙の記事に載っていました。小樽を

後にして札幌へ無事到着です。充実した日帰り見学バスツアーが終

了しました。お疲れさまでした。今回の見学において事前許可や現

地調査、また沢山の情報をいただいた皆様、熱く御礼申し上げます。

さて、次回のツアーはどんな企画に・・・わくわくしています。

「スカイニセコ」をめざして出発

気分は富裕層？

2 3

NISEKO BUS TOUR 2018 「スカイニセコ」見学～

Hirafu Main Village

SKYE  NISEKO
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  「北海道インテリアプランナー協会」と法人会員である「美専学園　北海道芸術デザイン専

門学校」様との合同開催で、宮大工 + プロダクトデザイナーとして活躍されている恵庭在住

の「ゲン・カンパニー代表　村上智彦　氏」によるインテリアデザインセミナーが、美専学

園　デッサン室にて 10 月 9 日（火）開催されました。当日会場には美専学園の環境デザイ

ン学科と建築デザイン学科の学生 100 名と北海道インテリアプランナー協会の会員 20 名が

参加しました。札幌市立高専（現　札幌市立大学）建築科をご卒業後、宮大工の世界に飛び

込み、北海道を離れ修行され、現在は恵庭市を拠点にオランダ・フランスでの建築やインテ

リア・全国各地の社寺建築を手掛けていらっしゃいます。また端材から生まれる新しいクラ

フト作品を ARAMAKI というユニットでギター職人の鹿川氏と組み、文字通り荒巻鮭のトロ

箱を使ったウクレレ・椅子・カバン・箱物などの北海道に因んだクラフト作品を展開してい

ます。宮大工の技術を身に着け、宮大工という既成概念を打ち破るパワーを持ち、伝統的な

物（建造物）と革新的な物（クラフト製品）を行き来する村上氏は、若い世代の宮大工達と

新しい会社も立ち上げました。今後は若い世代に技術を伝えていきたいという熱い想いも伝

わってきます。一人でも多くの若い人材が、興味を持って進んでもらいたいと心から思いな

がら、デザインセミナーを終了しました。講演後、学生達にいつまでも囲まれ質問攻めにな

っている姿を見て、学生の心に刻まれる時間を作って頂いた事は、これからの北海道インテ

リアプランナー協会の人材育成においても大きな意味があったと感じます。

2018 年 10 月 9 日 ( 火）

日本インテリアプランナー協会主催のインテリアプランニングコンペ 2018 のテーマは「物語るインテリア」

　美専学園　北海道芸術デザイン専門学校の環境デザイン学科　インテリア専攻の学生 2 年生がグループ授業でこのコンペに挑戦
しました。（2016 年コンペには 3 作品が入賞しています。）　今年も 45 作品が一次審査通過し見事入選 2 作品・そして栄えある

「日本インテリアデザイナー協会理事長賞」に 1 作品「想い、重なる」が選ばれました。         　　　　　　　　　　  http://jipa-offical.or

入選の皆様にお話をお聞きしましたところ、全員が大変良い経験を

したと感じ、社会人になってもチャレンジしたい！と嬉しい感想で

した。一般デザイナーや大学生の応募が多かった中、インテリアデ

ザインを学び始めてわずか 1 年半ですが、発想力の豊かさと表現力

に感心しました。教員の皆様のご指導も素晴らしいと感じました。

この学校ではインテリアプランナー資格試験を在学中に全員受験し

ており、受験資格改正から毎年数名の「アソシエイト・インテリア

プランナー」が誕生しています。就職後にインテリアプランナー資

格を取得した卒業生も誕生しています。インテリアプランニングコ

ンペに挑戦した経験から、インテリアプランナーを目指す学生が今

後も増加していく事は間違いないと実感いたしました。

　12月1日（土）～2日（日）のスケジュールでJIPA全国大会が開催されました。

今年はJIPAT(東京)の担当です。北海道からは13名が参加してきました。

大会セレモニーはIDM（旧IPEC）の会場であるスパイラルガーデンの近くの

青学会館アイビーホールにて行なわれ、JIPA会長をはじめ各協会の現況報告

や抱負等を含めた挨拶があり、さらに明日の予定行事の説明がありました。　

その後スパイラルガーデンのIDMの会場にて参加作品、インスタレーションの

展示を見学。18:30より25協会の会員による「つながる」交流会に参加し、

IDM,AWARDの発表もあり大変盛り上がりました。大賞作品にはガラス作家

の板橋一広氏と、HIPA正会員でもある建築家の浦一也氏のコラボによる、

雪花硝子（再生結晶化硝子）のお茶室「雪花庵」が選ばれました。　

　翌日午前中には、陸と海の二つのグループに別れ見学ツアーに参加し、午後

からは全国大会交流会がアサヒビール本社ビル22階リストランテ・ラ・ラナリ

ータ吾妻橋店にて行われました、オープニングはお江戸らしく三遊亭好太郎の

落語から始まり、各協会との交流し親睦とおいしい料理を満喫し、15：00時

に解散となりました。JIPATのみなさん大変お疲れさまでした。

主　催　IDM TOKYO 2018実行委員

主　管　一般社団法人 日本インテリアプランナー協会

協　力　一般社団法人 日本商環境デザイン協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本フリーランスインテリアコーディネーター協会
　　　　一般社団法人 日本インテリアコーディネーター協会　
　　　　一般社団法人 日本国際照明デザイナーズ協会　　　　
　　　　一般社団法人 国際建材・設備産業協会
　　　　一般社団法人 インテリアスタイリング協会

後　援　公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本インテリア設計士協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本空間デザイン協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本商業施設士会　　　　
　　　　一般社団法人 日本パーステック協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本インテリアファブリックス協会　　　
　　　　日本インテリア学会　　　　
　　　　公益社団法人 インテリア産業協会　　　　
　　　　一般社団法人 東京建築士会　　　　
　　　　公益財団法人 建築技術教育普及センター　　　　
　　　　公益社団法人 商業施設技術団体連合会　　　　
　　　　一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会　　　　
　　　　英国インテリアデザイン協会 日本支部　　　　
　　　　専門学校 東京テクニカルカレッジ　　　　
　　　　公益社団法人 日本サインデザイン協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本テキスタイルデザイン協会　　　　
　　　　一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会　　　　
　　　　学校法人 原宿学園 東京デザイン専門学校
　　　
　　　　　　　　　　

　　
　様々な目的や指針を持つインテリア関連団体（現在26団体）
が、ゆるい連携をし、団体間の相互理解、協力、交流を図る中で
インテリア領域の重要性を社会に発信し、社会資産を造るプロと
しての立場を確立するために発足した新しい動きです。
今回は、IDM TOKYO2018として、展示会、セミナー、交流会を
スパイラルガーデンにて11月30日から12月2日まで開催しました
これからのIDM の活動に、皆様、ご注目ください。

http://idm-tokyo.com/

2018 JIPA 全国大会　in TOKYO　 Design seminar　　　デザインセミナー　
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一般会員 一般会員
伊藤　真尋（いとう まさひろ）
有限会社　リペア・オフィス
〒002-8072
札幌市北区あいの里 2 条 4 丁目 14-5
TEL :011-772-7986
Email: m.ito@repairoffice-sapporo.jp

工藤　勝之（くどう かつゆき）
ベンジャミンムーア札幌ブランドショップ
〒064-0952
札幌市中央区宮の森 2 条 14 丁目 1-9
TEL :011-633-7080
Email: sapporo@benjaminmoore.co.jp
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●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 1 回理事会 (4/13)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期頒布 (3/16～4/20)
●インテリアプランナー試験条件申込書
前期受付 (3/19～4/20)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 2 回理事会 (5/11)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 27 回定時総会 (5/18)
会場：ホテルポールスター札幌
●インテリアプランナー学科試験 (6/17)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 3 回理事会 (7/27)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期頒布 (8/31～9/28)
●インテリアプランナー試験条件申込書
後期受付 (9/3～9/28)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 4 回理事会 (9/14)
●ミニさっぽろ 2018 参加

「インテリアデザインのお仕事」(9/29～9/30）
●デザインセミナー (10/9)
会場：北海道芸術デザイン専門学校
●ニセコバスツアー (11/3)
●インテリアプランナー
設計製図試験・直前講習会 (11/3)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 5 回理事会 (11/16)
●インテリアプランナー設計製図試験 (11/18)
●2018JIPA 全国大会 inTOKYO 参加 (12/1～12/2)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
2019 年新年会 (1/25)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 6 回理事会 (1/18)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 7 回理事会 (3/22)

＊注：受付は建築技術教育普及センターにて

試験が受験しやすくなりました！
受験資格の年齢制限がなくなり、だれでも受験可能です。
また、全ての建築士は、学科試験が免除となり、設計
製図試験から受験可能です。　　

インテリアプランナー 

設計製図試験  

学科試験 

だれでも受験可能 一級・二級・木造建築士 

アソシエイト・インテリアプランナー 

合格・登録（所定の実務経験） 

合格・登録（実務経験不要） 合格 

3月中旬

受付
学科試験

試験
試験

設計製図 設計製図

合格発表 合格発表

学科試験
申込期間

4月中旬

6月中旬 11月中旬 2月中旬8月下旬 9月初旬

9月下旬

（前期）

受付
申込期間
（後期）

〜〜

 http://www.jaeic.or.jp

一般社団法人 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 
E-mail:office@jipa.official.org

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
 TEL/FAX:011-882-3322
 http://www.hipa.biz/
 E-mail:mail@hipa.biz

IIPA岩手県インテリアプランナー協会
TEL:0197-65-2544
E-mail:s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

YIPA山形インテリアプランナー協会
TEL:0233-35-2112
E-mail:info@one2.jp

JIPAT(一社)東京インテリアプランナー協会
TEL:03-3446-8860
E-mail:office@jipat.gr.jp

IPAS静岡県インテリアプランナー協会
TEL:054-255-8027
E-mail:dzh00273@nifty.com

CIP中部インテリアプランナー協会
TEL:052-265-5110 
E-mail:cip@chubu-ip.com

HIPA北陸インテリアプランナー協会
TEL:070-5633-4241 
E-mail:yamakoshi@kist.ac.jp

KIPA(一社) 関西インテリアプランナー協会
TEL:06-6266-5735 
 E-mail:kipa@jipa.net

CIPA中国インテリアプランナー協会
TEL:082-923-2132 
 E-mail:cipa@cipa21.com

KYUPA九州インテリアプランナー協会
TEL:092-751-3303 
E-mail:nipa@tune.ocn.ne.jp

Japan Federation of Interior Planner's Association

2018 年 9月 6日未明 3時 7分に発生した北海道胆振東部地震、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

  ２０１８年９月の北海道胆振東部地震では、私が住む札幌市の清田区でも多くの被害が発生しまし

た。地震による被害は、ニュース等で大きく報道された里塚地区の液状化現象ばかりではありませ

んでした。地震による被害は、地盤による影響がいかに大きいかを改めて知らしめてくれたのです

が、その上で、人々の生命を守るためには、建物の耐震性能を向上させる必要性を再認識した次第

です。私たちインテリアプランナーは、どうしてもデザイン面に目が行きがちですが、住み心地を

演出するばかりではなく、同時に人の命を繋ぎ守ることを考慮する必要があることも改めて実感さ

せられたのです。協会内には各種のスペシャリストが揃っています。ぜひ、そのネットワークを生

かしたいですね。事務局は、喜んでそのサポートをしたいと考えています。

   総務委員会は組織強化と円滑な運営の為の

活動を目的としています。主な事業としては

定時総会の運営及び新年会、IP 設計製図パー

ス講習会、直前講習会を開催しております。

昨年は、直前講習会には 5 名の参加をいただ

きましたが、パース講習会には残念ながら参

加者がありませんでした。引き続き講習会の

案内をしてまいります。是非参加いただき、

IP 資格試験に合格してもらい会員になってい

ただける様進めていきたいと思います。

又、会員が減少傾向にある中、一般会員、法

人会員の増員についても各方面に声かけを行

い増員を図っていきたいと考えております。

皆様の御協力を宜しくお願い致します。

    2 0 1 8 年 5 月に会長に就任以来、会員の皆様のご支援、ご協力を頂き何とか無事一年目を終える

事が出来ました、ただ、9 月に胆振東部地震が発生し、ブラックアウト、液状化等多様な災害を全

道各地で道民の皆さんが体験されました。私達、建築に携わる者にとっては、今なお仮設住宅で暮

らしている方もおられますので、早期復旧に少しでもお役に立てればと思っていますがこの震災の

教訓から、お役所主導、お任せではなく住居の設計デザインを手掛ける時には今後は停電、断水時

を想定した提案を実践して頂きたいと思います。

2019 年 5 月「平成」から新元号「令和」に変わります。HIPA の活動も新たな視点で会員の皆様の

研鑽と協会の普及に取組む所存です。

研鑽の場として東京の IDM の波「デザイン再起動」に連動した他団体とのコラボセミナー・イベン

トを企画開催。普及活動の目玉として建築デザイン系専門学校・大学の優秀学生を HIPA として賞を

設けて、表彰させて頂く事で , アソシエイトプランナーの育成に繋がるものと考えていますので会員

の皆様のご賛同、ご協力の程よろしくお願い致します。

　交流事業委員会は会員相互の交流と他団

体との親睦交流を目的にした活動を行って

います。昨年 4 月より初めて交流事業委員

長に指名され、至らない点ばかりで皆様に

はご迷惑ばかりお掛けした一年だったと感

じております。今年度はこの反省を活かし

てもっと企画・運営を活発にしていきたい

です。昨年は、9 月の『ミニさっぽろ』に

参加し、一生懸命にプレゼンボードを作成

する子供達の真剣な表情と笑顔に触れなが

ら、楽しい時間を過ごしました。これをキ

ッカケに建築やデザインに興味をもった子

供達が増えてくれたらと思います。

今年度は、皆様に関心を持っていただける

ことはもちろんのこと、新規会員が増える

ような企画を考えてまいりますので、皆様

のご協力を何卒お願い申し上げます。

　情報委員会はホームページや Facebook の

管理と更新・見学会・デザインセミナーの企

画運営・IP　NEWS の発行の役目を担ってい

ます。情報委員会では、会員の皆様が感性を

磨き豊かな知識を得る為の企画を心がけまし

た。デザインセミナーでは美専学園様の建築

・インテリアの学生達と一緒に、若き宮大工

の村上智彦氏にお話を伺う事が出来ました。

晴天に恵まれニセコまで、コンドミニアム

「ニセコスカイ」の見学や余市ワイナリーで

楽しい時間を過ごし、小樽芸術村を見学する

バスツアーには、多くの会員様の参加を頂き

ました。ホームページ・Facebook もより多

くの方にインテリアプランナーの事を知って

頂く為に、更新企画中です。今年度は、さら

に楽しく為になる企画をしていこうと思いま

す。情報委員全員で取り組みますので、多く

の会員様の「仕事にも生活にも役立つ会」に

ご参加をお待ちしています。

IPnews の今回の表紙は今年 3月に美専学園を卒業されました大渕水緒さん・高橋寛道さん
・若月凜さん・宇佐見桃佳さんの優れた卒業制作 4作品の写真をコラージュしています。

 http://www.bisen-g.sc.jp

　3 月 8 日、美専学園 北海道芸術デザイン専門学校の卒業式では
HIPA 内村会長が式典にて祝辞を述べさせて頂きました。 祝賀会では
環境デザイン学科インテリアデザイン専攻の大渕水緒さんを「HIPA
優秀学生」として表彰いたしました。内村会長から表彰状を授与され
た大渕さんは、とても誇らしい笑顔と輝く瞳が印象的でした。
　おめでとうございます！今後のご活躍を期待しています。

詳細はこちらへ→

事務局長　松田　秀章

総務委員会

委員長

青木　繁美

交流・事業委員会

委員長

手塚　哲也

情報委員会

委員長

松原　祐子

北海道インテリアプランナー協会

会長　内村　喜憲
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インテリアプランナー制度

新入会員紹介

HIPA は 2018 年度「HIPA 優秀学生」を表彰しました！



一般会員 一般会員
伊藤　真尋（いとう まさひろ）
有限会社　リペア・オフィス
〒002-8072
札幌市北区あいの里 2 条 4 丁目 14-5
TEL :011-772-7986
Email: m.ito@repairoffice-sapporo.jp

工藤　勝之（くどう かつゆき）
ベンジャミンムーア札幌ブランドショップ
〒064-0952
札幌市中央区宮の森 2 条 14 丁目 1-9
TEL :011-633-7080
Email: sapporo@benjaminmoore.co.jp
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[11月]

           
           
           
           
[12月]
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[2月]

      [3月]  
    

 

 
   

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 1 回理事会 (4/13)
●インテリアプランナー試験受験申込書
前期頒布 (3/16～4/20)
●インテリアプランナー試験条件申込書
前期受付 (3/19～4/20)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 2 回理事会 (5/11)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 27 回定時総会 (5/18)
会場：ホテルポールスター札幌
●インテリアプランナー学科試験 (6/17)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 3 回理事会 (7/27)
●インテリアプランナー試験受験申込書
後期頒布 (8/31～9/28)
●インテリアプランナー試験条件申込書
後期受付 (9/3～9/28)＊注
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 4 回理事会 (9/14)
●ミニさっぽろ 2018 参加

「インテリアデザインのお仕事」(9/29～9/30）
●デザインセミナー (10/9)
会場：北海道芸術デザイン専門学校
●ニセコバスツアー (11/3)
●インテリアプランナー
設計製図試験・直前講習会 (11/3)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 5 回理事会 (11/16)
●インテリアプランナー設計製図試験 (11/18)
●2018JIPA 全国大会 inTOKYO 参加 (12/1～12/2)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
2019 年新年会 (1/25)
●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 6 回理事会 (1/18)

●HIPA/ 北海道インテリアプランナー協会
第 7 回理事会 (3/22)

＊注：受付は建築技術教育普及センターにて

試験が受験しやすくなりました！
受験資格の年齢制限がなくなり、だれでも受験可能です。
また、全ての建築士は、学科試験が免除となり、設計
製図試験から受験可能です。　　

インテリアプランナー 

設計製図試験  

学科試験 

だれでも受験可能 一級・二級・木造建築士 

アソシエイト・インテリアプランナー 

合格・登録（所定の実務経験） 

合格・登録（実務経験不要） 合格 

3月中旬

受付
学科試験

試験
試験

設計製図 設計製図

合格発表 合格発表

学科試験
申込期間

4月中旬

6月中旬 11月中旬 2月中旬8月下旬 9月初旬

9月下旬

（前期）

受付
申込期間
（後期）

〜〜

 http://www.jaeic.or.jp

一般社団法人 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 
E-mail:office@jipa.official.org

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
 TEL/FAX:011-882-3322
 http://www.hipa.biz/
 E-mail:mail@hipa.biz

IIPA岩手県インテリアプランナー協会
TEL:0197-65-2544
E-mail:s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

YIPA山形インテリアプランナー協会
TEL:0233-35-2112
E-mail:info@one2.jp

JIPAT(一社)東京インテリアプランナー協会
TEL:03-3446-8860
E-mail:office@jipat.gr.jp

IPAS静岡県インテリアプランナー協会
TEL:054-255-8027
E-mail:dzh00273@nifty.com

CIP中部インテリアプランナー協会
TEL:052-265-5110 
E-mail:cip@chubu-ip.com

HIPA北陸インテリアプランナー協会
TEL:070-5633-4241 
E-mail:yamakoshi@kist.ac.jp

KIPA(一社) 関西インテリアプランナー協会
TEL:06-6266-5735 
 E-mail:kipa@jipa.net

CIPA中国インテリアプランナー協会
TEL:082-923-2132 
 E-mail:cipa@cipa21.com

KYUPA九州インテリアプランナー協会
TEL:092-751-3303 
E-mail:nipa@tune.ocn.ne.jp

Japan Federation of Interior Planner's Association
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頂く為に、更新企画中です。今年度は、さら
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す。情報委員全員で取り組みますので、多く
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　いつもご愛読ありがとうございます。
HIPA の活動内容や情報量が数多いため、
ページ内に凝縮してレイアウト致しました。
お伝えきれない関連情報は URL を載せて
おります、是非 HP の訪問をお願い致します。
読者の皆様からの情報発信がさらに
広がれば幸いです。（今井）

■ニセコ　バスツアー

■JIPA 全国大会

■2019 役員紹介

■HIPA 活動内容

■デザインセミナー

■インテリアプランニングコンペ

IPNEWS
interior planner’
2019.vol.34

s news
財団法人　建築技術教育普及センター北海道支部
〒060-0042 札幌市中央区大通西 5 丁目 11　大五ビル６階
TEL:011-221-3150

株式会社あさひ製作所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 5 丁目 2-7
TEL:011-811-6028

株式会社イチムラ
〒067-0051　江別市工栄町 22 番地の１
TEL:011-351-3000
 
有限会社小笠原工芸社
〒062-0039　札幌市豊平区西岡 538-26
TEL:011-582-8120 

株式会社川島織物セルコン札幌営業所
〒065-0008　札幌市東区北8条東10丁目1-1（株）
TEL:011-330-1777

株式会社カンディハウス札幌
〒064-0946　札幌市中央区双子山 4 丁目 1-10
TEL:011-511-0303
 
株式会社キッチンハウス札幌
〒060－0031　札幌市中央区北 1 条東 2 丁目 5-3
TEL:011-200-2737
 
及能株式会社（キュウノウ）
〒062-0051　札幌市豊平区月寒東 1 条 17 丁目 3-5
TEL:011-851-2299
 
ケント・ハウス株式会社
〒060-0809　札幌市北区北 9 条西 4 丁目 18 番１
TEL:011-746-5545

小林商事株式会社　札幌開発部
〒060-0042　札幌市中央区大通 8 丁目 2-39　北大通りビル 6 階
TEL:011-215-0540

札幌斎藤木材株式会社
〒003-0827 札幌市白石区菊水元町 7 条 2 丁目 6-1
TEL:011-876-2082

株式会社札幌ファニチァー
〒061-1270 北広島市大曲 279-70
TEL:011-377-2177
 
株式会社サンゲツ北海道支社
〒064-0804 札幌市中央区南四条西 10 丁目 1004 番地 2 
TEL:011-251-3150　　　　　　　SYOKUSAN ビル 3 階
 
シンコール株式会社　北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6 丁目 1-1
TEL:011-209-0123

 

 

 
大光電機株式会社　札幌支店
〒064－0804 札幌市中央区南 4 条西 13 丁目 2-2
TEL:011-561-8067
 
東リ株式会社　札幌営業所
〒062-0911 札幌市豊平区旭町 3 丁目１－７
TEL:011-833-0040
 
トキワ産業株式会社　札幌営業所
〒065-0021 札幌市東区北 21 条東 3 丁目 1-12
TEL:011-723-1988
 
トーソー株式会社　札幌支店
〒003-0012 札幌市白石区中央 2 条 3 丁目 3-10
TEL:011-841-3731

ニッポー・コーポレーション株式会社
〒003-0023 札幌市白石区南郷通 14 丁目北 2-33
TEL:011-846-7430
 
白馬堂印刷株式会社
〒064-0823 札幌市中央区北 3 条西 25 丁目
TEL:011-621-1471
 
株式会社 Hand Made
〒004-0867 札幌市清田区北野 7 条 4 丁目 11-20
TEL:011-888-1122

ピーエス株式会社　北海道支店
〒061-1112 北広島市共栄 41-3
TEL:011-373-2221
 
株式会社福住
〒003-0021 札幌市白石区栄通 8 丁目 3-13
TEL:011-887-0116

物林株式会社　非住宅事業部
〒060-0003 札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 10-2 札幌 HS ビル
TEL:011-271-1188
 
北海道芸術デザイン専門学校
〒001-0027 札幌市北区北 24 条西 8 丁目 1-12
TEL:011-756-0777

ホクレンホームセンター
〒060－0905 札幌市東区北 5 条東 7 丁目
TEL:011-711-3003
 
リリカラ株式会社　札幌支店
〒063-0832 札幌市西区発寒 12 条 12 丁目 2-20
TEL:011-666-2125
 

・正  会  員    37 名
・一般会員　 37 名
・法人会員　 27 名
・学生会員　   1 名

会 員 数　「2019 年 3 月現在」

企画・編集／ HIPA 情報委員会
担当副会長　土井れい子
委   員   長　松原　祐子
副 委 員 長　田路　仁　　今井　聡
編 集 委 員　野村　光雄　佐々木義則
　　　　　　後藤　朋恵　松村　隆夫
印         刷　白馬堂印刷 ㈱
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編集後記

LIXIL北海道支社内

大渕 水緒

色のもたないグレーをこわしたい
高橋 寛道 若月　凜

「そうぞう博物館」

飴細工専門店「金魚華」
宇佐見 桃佳

入り浸る ～創成川公園改修計画～




