
World Interiors Week　 
2018 in JAPAN
ワールドインテリアウィーク2018

地域ネットワークイベント
参加店募集

世界共通テーマ Design Without Borders
 2018/5/25 Fri-5/31 Thu

「人」と「暮らし」を「デザイン」でつなぐ国際イベント

地域ネットワーク
イベント開催期間

主催 公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 （JID）  www.jid.or.jp　
 公益財団法人日本デザイン振興会 （JDP）  www.jidp.or.jp

企画・運営 World Interiors Week in JAPAN 実行委員会 （WIW）  wiwjapan.org

サポート International Federation of Interior Architects/Designers （IFI） 
 www.ifiworld.org （国際インテリアアーキテクト/デザイナー団体連合）

お問い合わせ 公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 （JID）
 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー7階　
 Tel 03-5322-6560　Fax 03-5322-6559　E-mail head@jid.or.jp

後援 経済産業省　旭川市　神戸市　名古屋市　イタリア大使館　スペイン大使館経済商務部

 公益社団法人インテリア産業協会　公益社団法人日本建築家協会　

 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会　公益社団法人日本クラフトデザイン協会

 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会　公益社団法人日本サインデザイン協会

 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会　公益社団法人日本パッケージデザイン協会

 公益社団法人商業施設技術団体連合会　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環境デザイン協会　一般社団法人日本インテリアプランナー協会

 一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会　一般社団法人日本インテリアファブリックス協会

 一般社団法人日本建築材料協会　株式会社国際デザインセンター



地域ネットワークイベント開催期間 
2018/5/25 Fri-5/31 Thu

世界共通テーマ 
Design Without Borders

ワールドインテリアウィーク ご挨拶

素敵なインテリアで日常暮らすことは、いつも私達が思う夢の世界です。今、日本の多くの場所

で、暮らしを再考しようとする動きがあります。古民家再生や地域産業の活性化、そして、それら

をグローバル視点で捉える日本のデザインの立ち上げが始まろうとしています。欧米やアジアを

中心に世界の国々の暮らしは、利便性だけでなく、それぞれの地域や家庭、そして一人一人の個性

を日常生活で表現するのが一般的になっています。特にアジアの国々のインテリアブームと関連

産業とデザインの発展は、目覚ましいものがあります。ワールドインテリアウィークは、その時勢を

見据えて、世界にその絆を拡げています。振り返って、その起源は1963年に北欧を中心とする

インテリア協会が非営利団体としてデンマークから始まり、今ではアジアを含めて世界中の国々

がIFIメンバーとして活動しています。日本は、1977年にアジア地域から初めてデザイナー団体と

して加入。そして、改めて2016年より、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会、公益財団法人

日本デザイン振興会共々、このワールドインテリアウィークを本格的に日本に定着させようと動き

出しました。これまでの衣・食・住が、住・食・衣に変わるかもしれません。日常の暮らしは、生活文化や

産業経済、そして何よりも思いやりを育てる土壌であると思います。

IFIが推奨している「World Interiors Day」を受けて、IFI のメンバーであるJIDとJDPは、この

活動を支援すると共に日本ではさらに拡張させ毎年５月最終土曜日を含めた1週間を、インテリア

デザインと暮らしを考える週として「World Interiors Week in JAPAN」と称し広範囲な運動

を展開します。インテリアデザインが、社会、文化、私たちの将来の生活環境に果たす役割について、

皆様と共に積極的に理解を深める運動です。会期は、5月25日（金）-5月31日（木）です。

IFI とは 

The International Federation of Interior Architects / Designers （IFI : 国際インテリア

アーキテクト/デザイナー団体連合）は参加国110カ国における国際的なデザインコミュ二ティで

会員総数27万人のインテリアデザイナー国際団体連合、国連からも認められる国際組織です。

また、UNESCOの認証を得て世界50ヶ国以上の都市を目標に 「IFI インテリア宣言」の承認を行い、

同宣言の理念を共有し、実行することを目指しIFI「World Interiors Day」を推奨しています。

IFI「World Interiors Day」は、共通のテーマを掲げ、住まいと環境その暮らしについて世界中

で考える日として、毎年5月最終土曜日に世界同時イベントを実施しています。

インテリアショップ・インテリアショールーム 参加募集　

World Interiors Week 2018 in JAPAN は、
世界と共有する全国運動

World Interiors Week in JAPAN Message

WIW実行委員長
前JID理事長

喜多俊之

WIW Chairman of the Executive Committee
former president of JID

Toshiyuki Kita

あなたがつくる・つたえるワールドインテリアウィーク2018

Living surrounded by beautiful interiors every day is... always our dream. Today, a trend 
of reconsidering lifestyles can be seen in many places in Japan. Renewal of old 
Japanese-style houses, regional industry revitalization, and Japanese design creation 
from a global point of view are being initiated. In addition to convenience in life, an 
expression of individuality of each region, family, and person in everyday life is becoming 
more common worldwide – particularly in Europe, the U.S., and Asia. Specifically, the 
interior boom and the development of interior-related industry and design in Asian coun-
tries are notable.World Interiors Week goes with the times, expanding its network all over 
the world. It originated in Denmark in 1963, when a North-European centered, nonprofit 
interior association was founded. Today, countries from all over the world, including Asia, 
are participating as IFI members. Japan joined IFI in 1977, as the first Asian designer orga-
nization. In 2016, in cooperation with the Japan Interior Architects/Designers’ Associa-
tion and Japan Institute of Design Promotion, an effort to fully entrench the World Interi-
ors Week in Japan was begun. This may lead to an increased importance of housing, with 
an equal or even greater importance as food and clothing.  I believe that everyday life is 
the foundation to foster lifestyles, an industrial economy, and above all, humanity.

この度、より多くの人達に素敵な暮らし、インテリアを体験して頂くために、

「ワールドインテリアウィーク2018」のネットワークイベントとして、インテリア

ショップ及びショールームをつなぐイベントを募集いたします。

今年度は、東京、大阪、神戸、名古屋などにネットワークを拡げ、あなたの街の

デザインストリートを紹介します。

ワールドインテリアウィークは、毎年5月最終土曜日に世界中で開催する、

World Interiors Day「インテリアを考える日」と連動して行い、日本では

さらに拡張させ、ウィークイベントとして国内各地においても、様々な企画をデザ

イン愛好家の方 と々共に行ないます。

掲げるテーマは世界共通 「Design Without Borders」(領域を超えたデザ

インへ)です。今回のテーマを展開させ、インテリアショップやショールームを紹介

するイベントは、生活者の「暮らしが素敵になる」出会いの場になることでしょう。 

(公式 WEB サイト www. wiwjapan.org)

World Interiors Week 
2018 in JAPAN 参加店募集

豊かな暮らしづくりのために私たちと共に活動しませんか。ぜひご参加の申し込みをお待ちしています。

企画参加者へのサポート

デザインイベントを通じて豊かな暮らしへの取り組

みを生活者の方々にアッピールする事ができます。

1.  公式ロゴマークを提供します。

 事業の主催者は（ポスター、パンフレット、ウェブ

 サイト、サイン、ボード、バナー、出版物など）

 「World Interiors Week 2018 in JAPAN」

 の名称および公式ロゴマークを広報物に

 使用することができます。

2. 事業は、公式WEBサイト（wiwjapan.org）

 に告知されます。

3. 「World Interiors Week 2018 in JAPAN」

 公式ポスターを1枚提供します。

企画参加について

下記のような活動を期待しています

・販売拠点におけるデザイン訴求イベント　・雑誌等による「特集」の展開

・デザイナーによる主婦・こどもを対象としたワークショップ　・公開講座セミナーの開催 など

参加の企画等についてはお気軽にご相談ください。詳しい情報は、公式WEBサイト（wiwjapan.org）をご覧ください。

「World Interiors Week 2018 in JAPAN」の趣旨に賛同された方ならどなたでも企画

参加のエントリーができます。テーマが明記されたポスターを掲げて開催しましょう。

エントリー募集期間 2018/3/1 Thu-5/10 Thu

イベント開催期間 2018/5/25 Fri-5/31 Thu

members
Expert

建築家・デザイナー
専門家・団体
企業SR・専門店

Local 
Government

全国的な
組織・団体

（街・市・都道府県）

Announcement

SNS・メディア
出版誌・紙媒体

General public

一般市民
デザイン愛好家

Education

デザイン教育機関
大学・専門学校

JAPAN

110カ国

ネットワークイメージ

世界中のIFI membersと共にテーマをシェアして
インテリアデザインと暮らしを考える週に企画参加をしましょう

東京ミッドタウン・デザインハブを主要会場とし全国規模でのイベントを開催します。

会期中、デザイナー、建築家、企業、全国的な組織・団体、地方自治体、

デザイン愛好家等により東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡を拠点に国内各地にて

さまざまなイベントを開催します。

メイン会場　 東京ミッドタウン

 デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

5/25 Fr i ワールドインテリアトレンドレポート

5/26 Sat 「WORLD INTERIORS DAY」国際デザインシンポジウム

5/27 Sun ミニレクチャー + 上映会


