
セミナー実績一覧

2012年6月21日 神奈川・横浜

サロネーゼ倶楽部®

2012年6月16日 埼玉・さいたま

三井不動産レジデンシャル㈱

2012年6月16日 埼玉・さいたま

三井不動産レジデンシャル㈱

2012年5月13日 埼玉県・さいたま
三井不動産レジデンシャル㈱

2012年5月12日 神奈川・横浜
横浜ホームコレクション

2012年5月4日 埼玉県・さいたま
三井不動産レジデンシャル㈱

2012年5月3日 神奈川・横浜
横浜ホームコレクション
埼玉・さいたま
三井不動産レジデンシャル㈱
埼玉県・富士見
ハウスフォーラムふじみ野
東京・世田谷区
住商建物(株)

2012年1月28日 東京・国分寺
三井不動産レジデンシャル㈱

2011年11月26日 神奈川・横浜
ハウスクエア横浜

2011年10月16日 神奈川・横浜
横浜ホームコレクション

2011年10月22日 東京・国分寺

三井不動産レジデンシャル㈱

千葉・幕張

(株)スウェーデンハウス千葉支店

東京・国分寺

三井不動産レジデンシャル(株)

東京・国分寺

三井不動産レジデンシャル(株)

神奈川・横浜

横浜ホームコレクション
　
東京・新宿

（社）インテリア産業協会
関東甲信越支部

東京・新宿
パナホーム(株)

神奈川・横浜
横浜ホームコレクション
千葉・新浦安
アットホームデザイン
東京・目黒
三井ホームリモデリング

東京・新宿

新宿未来創造財団
【レガス新宿】神奈川・横浜

横浜ホームコレクション

【パークタワー滝野川】
日頃のギモンを解決!!『リセット収納®』セミナー クローゼット編

【パークタワー滝野川】
日頃のギモンを解決!!『リセット収納®』セミナー

【パークシティ南浦和】
日頃のお悩みをスッキリ解消!!収納セミナー

2012年2月26日 【クラッシィハウス世田谷公園】
マンション収納ポイントセミナー

収納力がアップする
子ども部屋づくりセミナー

【パークシティ南浦和】
日頃のお悩みをスッキリ解消!!収納セミナー

2012年3月25日 お部屋のイメージチェンジを成功させる
インテリア＆カラーコーディネートの秘訣

【パナホーム カサートサロン】
お部屋を素敵にセンスアップする『リセットインテリア®』

収納力がアップする
子ども部屋づくりセミナー

2011年4月29日 【パークシティ南浦和】
インテリアとカラーコーディネートの秘訣

2010年12月4日
日頃の悩みがスッキリ片付く収納

2010年11月20日
インテリアとカラーコーディネートの秘訣

2011年1月29日
整理収納アドバイザー　2級認定講座

2010年12月5日
日頃の悩みがスッキリ片付く収納術

2011年2月19日
スッキリ片づく収納セミナー

2011年2月12日
衣替えシーズンに備えるクローゼット収納セミナー

【パークシティ国分寺】
新居でシンプルに暮らす「人生リセット収納™」セミナー

2011年4月21日

【インテリアコーディネーター新人研修】
「“資格”と“個性”を活かす！」～思い描く仕事をするためには～

2011年6月25日 【パークシティ国分寺】新居でリセットインテリア™！
センスアップするインテリア＆カラーの選び方

2011年5月29日
新居でシンプルに暮らす「人生リセット収納™」セミナー

【パークシティ国分寺】
新居でシンプルに暮らす「人生リセット収納™」セミナー

これさえ聞けば大掃除もラクチン！
今年のうちにスッキリ片付く「リセット収納™」セミナー

あなたのお部屋をセンスアップ！
インテリアとカラーコーディネートの秘訣

2011年7月31日 　「人生リセット収納™」でスッキリ暮らす！
究極のシンプルセミナー

2011年5月1日
豊かな人生をはじめよう！究極のシンプル収納術
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千葉・新浦安
アットホームデザイン
埼玉・大宮

三井ホーム(株)

北関東営業本部千葉・新浦安

アットホームデザイン

東京・新宿

(社)インテリア産業協会
関東甲信越支部東京・新宿
日本フリーランス
インテリアコーディネーター協会

忙しいママのための 千葉・新浦安

『こうすればいんだ！ラク＆楽　お片付け・収納体験セミナー』 浦安子育て応援メッセ

【ルネリバーズタワー東大島】 東京・江東

リバウンドしない収納セミナー 総合地所(株)

『お部屋＆頭の中がスッキリ！ 東京・目黒

『日ごろの悩みが“スッキリ”片付く収納術セミナー』 スタジオNagomi

収納のプロ「整理収納アドバイザー認定講師」が語る 東京・目黒

『日ごろの悩みが“スッキリ”片付く収納術セミナー』 三井ホームリモデリング(株)

ママもキッズも大満足!「ウチ流」を見つける 東京・世田谷

「ママのキッチン・収納」&「キッズ収納」計画大作戦
(株)INAX

東京・豊洲

ドレスファイル・オンライン
クローゼット

×アットホームデザイン

千葉・新浦安
アットホームデザイン
東京・新宿
(社)インテリア産業協会
関東甲信越支部
神奈川・横浜
横浜ホームコレクション

神奈川・海老名
積水ハウス㈱

パナホームオープニングフェア住まいづくりセミナー
東京・世田谷

『忙しママの生活リセット講座』 パナホーム株式会社
実践心理学（ＮＬＰ）×実践行動学（収納） 東京・銀座
いらないコト・モノに気付き、手放すことで アットホームデザイン×

手に入れる理想の自分の引き出し方 Prima Human Support

東京・新宿
(社)インテリア産業協会
関東甲信越支部

【司会】海原純子氏講演会　今出来ることから始めよう！ 千葉・新浦安
自分らしくできるためのメッセージ 浦安市企画政策課女性プラザ
収納のプロが教える我が家のプランづくり総集編： 神奈川・みなとみらい
今日からできる楽＆ラク収納術 横浜ホームコレクション
収納のプロが教える我が家のプランづくりＶＯＬ３： 神奈川・みなとみらい
家族のライフスタイルに合ったリビング＆収納とは？ 横浜ホームコレクション

東京・秋葉原
コイズミ照明(株)

お金をかけなくてもできる！私スタイルの照明講座

2010年2月14日

2010年2月14日

2009年11月23日

2009年11月10日

2010年3月14日

2010年2月26日

2010年2月18日
【営業スキルアップ研修】
ビジネスチャンスにつなげる収納の解決・提案方法

2010年4月25日
インテリアスタイルから考える住宅会社選び

2010年4月15日
お部屋が素敵に変身！インテリアカラーの選び方

これならできる！リバウンドしないクローゼット収納術！

2010年6月26日
整理収納アドバイザー　2級認定講座

2010年6月1日
【営業スキルアップ研修】
ビジネスチャンスにつなげる収納の解決・提案方法

2010年9月8日

2010年8月28日

2010年7月3日

2010年10月1日
【提案スキルアップ研修】インテリアコーディネーター対象：収納研修
（整理収納アドバイザー2級認定講座　導入）

2010年9月25日

2010年9月19・
20日

2010年10月13日
整理収納アドバイザー　2級認定講座

2010年10月7日 【営業スキルアップ研修】
ビジネスチャンスにつなげる収納の解決・提案方法

2010年11月10日
整理収納アドバイザー　2級認定講座

2010年10月24日
日ごろの悩みをすっきり解決！「住まいの収納術講座」

2010年7月31日
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東京・四谷
(株)レッスン×アットホームデザイン

収納のプロが教える我が家のプランづくりＶＯＬ２： 神奈川・みなとみらい
親も子も満足のいく子ども部屋＆収納とは？ 横浜ホームコレクション
収納のプロが教える我が家のプランづくりＶＯＬ１： 神奈川・みなとみらい
自分に合ったキッチン＆収納スタイルとは？ 横浜ホームコレクション

東京・赤坂
(株)サンゲツ
神奈川・海老名
住友林業(株)

主婦目線で考える室内の動線計画Ｐａｒｔ２： 神奈川・海老名
リビング・ダイニング編
リビングを中心とした各部屋への動線計画とは？

住友林業(株)

主婦目線で考える室内の動線計画Ｐａｒｔ１： 神奈川・海老名
キッチン・ユーティリティ編
忙しママのための効率的な家事動線とは？

住友林業(株)

コレならできる！ワードローブの仕組みづくり 東京・田町

ファッションコーディネート×クローゼット収納術
(社)パーソナルコーディネーター
協会
神奈川・みなとみらい
横浜サロネーゼ倶楽部×

水谷建設(株)

2009年3月28・
16日

日常使いのテーブルコーディネート
千葉・新浦安

2009年2月16・
2日
2009年3月14日
2009年1月31・
19日

インテリアのカラーコーディネート
千葉・新浦安

神奈川・みなとみらい
横浜サロネーゼ倶楽部×

三菱地所ホーム(株)

神奈川・みなとみらい
横浜ホームコレクション

2008年3月23日
暮らしが変わる！私にぴったりなラクラク収納術

効果的なディスプレイテクニック

2009年6月26日

2009年10月31日

千葉・新浦安

2008年10月23日
「私スタイルを楽しむインテリアコーディネート講座

2009年4月25日

2009年9月27日

2009年9月12日 私のセンスを咲かせる
カーテン・ファブリックコーディネート講座

2009年8月7日 インテリア・照明計画：
照明の種類と用途に合わせた照明の選び方

2009年7月10日

インテリア×行動科学で分かる「私」の活かし方

2009年10月18日

2009年2月17日
春のインテリアから考える整理収納講座
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