中部デザイン協会 会員紹介（個人）
Web・ビジュアル・アプリ・映像

グラフィック・イラストレーション

インテリア・照明・空間・ディスプレイ

建築・商環境・サイン

内田 健介

Web・ビジュアル・アプリ

k-uchida@koci.jp

青山 茂

グラフィックデザイナー

aoyama@jagda.org

雨宮 勇

㈲アスポ

isami＠sugiyama-u.ac.jp

黒木 通裕

設備設計、施工管理業

kuroki@proudtec.com

髙久 綾

Web・グラフィック

http://s-graphics.jp

いだ ゆみ

イラストレーター

www.puchi-neko.com

カトリーヌ
(加藤ひろみ)

インテリアデザイン&コーディネート

hiro-design-color.jp

髙橋 敏郎

建築・インテリア・家具・照明・玩具

mackintosi@
tg.commufa.jp

鳥居 直充

Web・イラスト

http://www.nao-design.net

伊藤 栄章

イラストレーター

http://spinning60.com

加藤 礼子

創作人形制作／インテリアシーン演出

house.c.reiko@gmail.com

杉本 充

壁画（モザイク、フレスコ等）

sugimoto481923@
yahoo.co.jp

坂野 弘

ホームページ制作

decojapan.com

小川 雅美

イラスト・アートワーク

dali@ma.ctk.ne.jp

金 昌郁

インテリア、家具、遊具、クラフト

kim6135@nuas.ac.jp

平井 充

商業施設等のプロデューサー

hpc@ab.em-net.ne.jp

松森 健

企業動画・住宅写真・販促物デザイン

https://tmdesign.jp

梶原 大輔

グラフィックデザイナー

drittodesign@gmail.com

瀬戸 壽司

各種デザイン＆LED照明計画と開発

hseto108@gmail.com

山口ゆずみ

設計・インテリア・まちづくり

yuzumi.yamaguchi@
nifty.com

河合 幸代

イラストレーター・デザイナー

http:// hirogarikoubou.com/

多田 雅美

展示会デザイン設計、内装デザイン

design oﬃce style

渡邊 潤一

建築設計・施工

watanabe9069@
yahoo.co.jp

佐藤 幹雄

広告物や会社案内などの企画・制作

www.create-ex.com

戸谷 勉

(株)ビートソニック代表取締役

http://www.beatsonic.co.jp

サノ エミコ

イラストレーション

emiko1017-doggebag.
jimdo.com

戸谷 守雄

家具デザイン・プロトタイプ作成

remode@nifty.com

周 瑞剛

グラフィックデザイン・漢字の研究

zrgsheji@gmail.com

水谷 基生

㈱インテリア工房水谷

kagu@ﬁne.ocn.ne.jp

鬼頭 正信

金属造形・道具開発・教育

m.kitoh@mac.com

田中 温子

イラストレーター・画家

atsuko.t2do@gmail.com

水野 真人

店舗・ディスプレイ・サイン・パース

ism̲design@me.com

坪井 治泰

総合デザイン 企業間事業接続調整

http://www.algomedes.jp

西村 知弘

プロダクト・教育・画家

nisimura-tomo@
amail.plala.or.jp

前野 節

画家・イラストレーター・絵画講師

www.kinusaiga.com

牧 芳彦

木彫

woodowl@hotmail.co.jp

ミシマ ミユキ

画廊・ライター＆プランナー

http://gallery-so.jimdo.com

プランナー・プロデューサー
石原 敏嗣
枝川 英夫
小山 圭子

コンサルタント・新事業企画
B２Bリブランディング

s̲ishihara@
mx5.suisui-w.ne.jp
adamasanjo@icliod.com

デザイン LUNA・グラフィック＆内装

090 - 3581 - 0423

藤本 修司

ブランディング

s-fujimoto@
csvpartners.co.jp

歩原 令珂

美容全般・各種講師活動

rtst0411@me.com

森本 健

デザインプロモーション企画

kenmori@mti.biglobe.ne.jp

ジュエリー・ファッション

種田 祥子

イラスト・照明デザイン（屋内外） shoko.taneda@gmail.com

森竹 正晃

アクリルディスプレイ・照明・サイン

morinet@aioros.ocn.ne.jp

西尾 香美

イラストレーター

http://www.quminishio.com

若松 寿

照明・板金・配線設計

h-n-waka@katch.ne.jp

丹羽 幸子

布のイラスト・パッケージデザイン

https://suns-niwa.com

箕浦 有見子

インテリアコーディネイター・絵画

yminoula@gmail.com

野々山ちさと

イラスト・デザイン・クラフト

kiroglam3@s4.dion.ne.jp

早野 篤子

PENT MOUSE／グラフィック

www.facebook.com
/pentmouse

荒川 芳秋

ジュエリーデザイナー・大学客員教授

arakawa.y@shore.ocn.ne.jp

伊藤 陽子

服飾研究・ファッションデザイン教育

yok@quartz.ocn.ne.jp

牧野 功

あーとすぺっく／イラスト・模型

http://artspec.jp

門田 梨沙

オーダー/ファッションアクセサリー

risaconscious@gmail.com

山川 眞輝

グラフィックデザイン全般

note@info.email.ne.jp

長谷川 昌之

彫金業・機械設計非常勤講師

hasegawa@alto.ocn.ne.jp

古川 カズコ

アトリエスピカ・アクセサリー

spica@orchid.plala.or.jp

教育機関・開発・研究

クラフト・工芸

プロダクト・インダストリアル

渡邊 陽子

一木 友善

スチール家具製作・デザイン・設計

haradayousetu@
sage.ocn.ne.jp

伊藤 千加志

家具・什器・インテリア

chikashi̲i@yahoo.co.jp

宇賀 敏夫

インテリア家具全般、特に公共用椅子

uga@ac.auone-net.jp

江藤 太郎

精密/情報/医療/生活用品デザイン

http://www.zodesign.net

奥田 祐

ホシザキ株式会社

xperia.yu2012@gmail.com

安藤 栄子

陶磁器デザイン・ボタニカルアート

atelier-ando
@xk9.so-net.ne.jp

伊藤 智子

フェルト・糸曼荼羅・パステル

tomo1102495@gmail.com

勝﨑 芳雄

モノづくりからまちづくり

k-yoshio@ma.medias.ne.jp

安藤 誠一郎

グラフィック・サイン・ディスプレイ

www.kdps.ac.jp

加藤 克俊

短大教員(造形科目）

k-kato@sozo.ac.jp

川原 啓嗣

ユニバーサルデザイン（様々な分野）

www.kidstudio.co.jp

植田 哲哉

陶磁器デザイン・釉薬

uedat@js8.so-net.ne.jp

佐藤 千恵

陶芸・教育機関でインダストリアル 等

chieppe2@hotmail.co.jp

ブラザー工業株式会社

yuzo.fukunaga@
brother.co.jp

杉野 直也

彫刻・絵画

naoya.sugino@gmail.com

杉山 ひとみ

陶磁器デコレーター

hitomi̲s.arterosa
@swan.ocn.ne.jp

福永 祐三
舟橋 辰朗

プロダクト・クラフト・伝統産業支援

フナハシ モノコトデザイン

鈴木 光太

プロダクトデザイナー、名古屋造形大学准教授

k-suzuki@nzu.ac.jp

細川 修

プロダクト

nxjbh403@ybb.ne.jp

松森 且洋

車・バイク等

matsumode21@gmail.com

医療計測器・福祉用品・家具・刃物

takimoto@
sugiyama-u.ac.jp

堀 真紀子

金属工芸

丸井 とも子

ファブリック商品・キャラクター

marui.t1181@gmail.com

滝本 成人

-

長谷川 恵子

陶磁器製品デザイン 等

peakhase@gmail.com

水野 誠子

ジュエリー

atdseiko@crest.ocn.ne.jp

三輪 日出雄

クルマ

guzzimiwa@
na.commufa.jp

森 理恵

愛知産業大学講師

taga@asu.ac.jp

宮本 美代子

人形造形

m-doll@mx3.tees.ne.jp

森 彬子

テキスタイルデザイン、織物設計

textileym@gmail.com

熊倉 知己

公立小学校教諭

tomomi100378@
yahoo.co.jp

山本 富樹

木工・和風照明

eisin-akari.com

和田 眞爾

デザイン、商品開発コンサルテイング

wada22@ma.ctk.ne.jp

堀江 忠史

-
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その他

（有）岸田誠和堂・印刷業

www.kishida-seiwado.com

※掲載は全会員ではありません。

掲載ご希望の法人・個人会員です。
（2019年4月現在

法人会員25社／個人会員152人／サークル会員12人）

中部デザイン協会 ホームページ

https://www.cda.ne.jp/

中部デザイン協会 WEB ギャラリー

http://cda-gallery.com/

中部デザイン協会 Facebook

http://facebook.com/

-
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