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- 私を感じるインテリア -
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なんでも情報が揃う世の中になりました。

誰もがなんでもできる

誰もが同じになれる

その中で

何か私らしさをみつけること

自分を感じること

それが今を生きている実感にかわります

アイデンティティ

自分を大事に

自分らしいしあわせなこと

まずは日々の暮らしを自分らしくすること

リラックスした自分

いごこちがいい、良く眠れる部屋

自分らしい部屋

まずは部屋を変えてみることで

自分を感じる近道があると考えました

部屋を変えることは心のタイミングです

今そのときなのかもしれません

同じ目線の専門家たちのアドバイスが

自分を感じる部屋づくりのお手伝いをします

部屋づくりを通して

自分らしい生き方を考えるプロジェクト

『feel me』誕生します。



feel me
- 私を感じるインテリア -

about
『feel me』それは、自分を感じること。

快適を感じる心は、いつも自分の中にあります。

すべらかな肌触りや 鼻腔をつくやわらかな香り、美しい色ゆきに触れたとき

表情がほころぶのは、心地よさを感じている証。

思わずこぼれた笑みを自覚するとき

しあわせな気分はさらなるものになるでしょう。

「今 わたし、しあわせだ！」

自分を感じる瞬間です。

スペックや機能を大切にしながら、自分自身の感覚に寄り添うインテリア。

それぞれの中にある心地よさを、ひとつずつ集めるように具現化すれば

住まいの快適は、もっともっと大きなものになるはず。

機能を超えた感覚の世界へ。

ほかの誰でもない、唯一無二のあなたが " 心地よさ " を覚えること。

あなただけの“感じる”  空間づくりを、『feel me』がお手伝いします。



feel me - 私を感じるインテリア -

私たちの目は、約800万～ 1000万色を見分けると言われています。

こうした世に溢れている色には多くの心理効果がありますが、

そのひとつに、暖かさや冷たさを感じる「温度感覚」というものがあります。

中でも、赤、オレンジ、黄色など暖かさを感じる色は「暖色系」、

青緑、青、青紫などの冷たく感じる色は「寒色系」と呼ばれています。

暖色系はアドレナリンが分泌されることで交感神経が刺激を受け

「興奮や情熱」といった効果を。

また、寒色系はアドレナリンの分泌を抑え、副交感神経が働き

「落ち着きや冷静」といった効果を促す心理効果があります。

このように、日常生活の中では無意識に接していますが、

色にはそれぞれ特有のイメージや意味、不思議な働きがあり、

私たちの暮らしや心理、感覚を常に左右していると言っても

過言ではありません。

人はなぜ、色に左右されるのか？

色の使い方や配色ひとつで、ライフスタイルを快適にすることも、

不快してしまうこともあるのです。

それほど色は私たちと深い関わりがあり、心理に大きな影響を及ぼしています。

『feel me』では、人と色彩心理の密接な関係を意識して活用することで、

快適なライフスタイルをご提案致します。

赤を感じさせる波長

赤以外の
波長を吸収

可視光線

脳

赤い
光 源

赤を感じさせる
波長のみ反射

りんごはなぜ赤い?

参考『COLOR WORKS～色の力を伝えたい～ 』 



feel me - 私を感じるインテリア -

ここ近年、睡眠をより良いものとするために、骨格あったサイズや質感にした

My枕や柔らかい羽毛布団を購入する方が増加するなど、

睡眠に対してのスペックや意識が高まっています。

しかし『ベッドルームの色』という目線で見てみると、どうでしょう？

心地よい眠りに導いてくれる色、一日の疲れを癒してくれる色、

朝ハッピーな気持ちで目覚めることができる色…

そんな心や身体が求めている色を取り入れている住まいは少なく、

残念ながら、まだまだ意識が低いのが現状です。

さて、色が時間感覚をも左右させるのをご存知でしょうか。

これは、暖色や寒色がもっている身体の生理的な影響力によるもの。

暖色系は血圧が上昇させるため、心や身体を興奮状態に導き、

エネルギー代謝が盛んになります。

ファーストフード店ではよく赤やオレンジが使われていますが、

それは時間の経過を早く感じさせるため。

50分の滞在時間を1時間もいたように思わせることもできます。

反対に寒色系は、副交感神経への作用によって血圧や体温が低下し、

呼吸や脈拍を落ち着かせます。

すると、エネルギー代謝が抑えられ、時間をゆっくり感じさせることもできます。

ベッドルームで決まる幸せ力

このような効果は、人をリラックスさせるので、

快適なベッドルームの色彩に向いている色と言えます。

人は眠っている間でも、色の影響を受けています。

眠りにつく前の、本当の自分に戻れるひと時。

疲れを癒し、元気を取り戻す寝室で、幸せ力を確実にアップさせます。



feel me - 私を感じるインテリア -

feel me の部屋をつくるもの

空間を構成するのは、壁面や天井、床などのベースと、

ファブリックや家具、照明器具などのインテリアアイテム、

そして香りや音楽などの見えないインテリア。それぞれ

に機能としての役割と、演出としての役割があり、その

すべてで私たちの心地よさが決まります。

上質な素材を整え、考え抜かれたテクニックが駆使され

た空間では、それに相応しい時間が育まれるということ

も大きなメリットです。

特に意識をしていなくても、常に

視界の先にある壁面。壁面を彩

ることは、想像以上のインテリ

ア効果を生み出します。

壁面

部屋を占める面積の大きさから、演

出次第でインテリアの雰囲気をがら

りと変えるパーツ。外部からの自然

光や視線の調整、温度調節といった

機能も考慮して。

ウィンドウトリートメント

フローリングとは異なるニュア

ンスを生み出してくれる。ラグ

を使用してのゾーニングは、ゆ

るく仕切る動線計画にも最適。

ラグ・カーペット

ファブリック

クッションカバーやテーブルク

ロスなど、気軽にチェンジでき

るファブリックは、季節や気分、

シーンに合わせてのバリエー

ションを用意したい。

生活音はもちろん、あえて流す

音楽は住まう人の嗜好や背景を

感じさせるもの。ひとりの時間、

家族との時間、ゲストの有無に

応じて使い分けたい。

音

家具

空間を演出する主役といえば、や

はり家具。手軽に買い替えられる

パーツではないので、家具はベー

シックにアレンジを楽しむのも。

目を閉じても自然に感じてしまう、

いわば“逃げられない”パーツ。アロマ

テラピーの考え方を採り入れ、精神

的な効果を狙うのも。

香り

灯り

部屋の広さや用途に合わせた明る

さを確保することと同時に、演出

法や照明器具の組み合わせで、目

的に応じた心地よい空間作りを。



feel me が出来ること

● ペンキ販売

● 壁紙販売

● ラグ販売

● カーテン販売

● 他ツール関係販売

● 施工

● ワークショップ

● カラーサポート

● インテリアコーディネート

● スペースの企画・デザイン提案

● マーケティングアイテム提案

● 店舗ディスプレイ

● スタッフ育成

● イベント・ワークショップ企画

● カラーマーケティング

● 商品企画

● コラボレーション企画

● 販売促進サポート

モ ノ

コ ト

カスタマー 御 社feel me



ポイントコーディネートコース

アクセントクロス

・6～８帖の壁一面（約 15 平米未満）

・F&B クロス３本まで 

・ラグ（1.5mＸ2.0m）

・ カーテン一式（Ｗ2000ＸＨ2500）

壁紙 ＋ 工事パッケージ 

491,000円合 計

150,000 円
130,000 円
211,000 円

280,000 円
515,000 円
500,000 円
347,000 円

フルコーディネートコース

1,642,000円合 計

feel me price list

アクセントクロス+その周囲の壁３面分 +ペイント

壁紙 ＋ ペイント ＋ 工事パッケージ 

・6 ～８帖の壁一面（約 15 平米未満
・F&B クロス３本まで 
・ペイント缶（2.5L / 15㎡ 塗装可能）
・カーペット敷き込み（15㎡）
・カーテン装飾タッセル一式（Ｗ2000ＸＨ2500）
・ベッドカバー・リネン・クッション一式

  （セミダブルベッド／クッション 450 角 ×2）

★ 上記は目安の金額となっております。工事の内容によって金額が前後するため、
　 必ずお見積もりのご依頼をお願いいたします。



圧倒的な品揃えを誇るドイツの JAB 社をはじめ、オランダ、フランス、アメリカなど欧米トップ

ブランドのファブリックと、カーペット、インテリアアクセサリーを取り揃えています。六本木

ショールームでは1000点を超える縫製サンプルを展示。ファブリックのセレクトからカーテン

の仕立て方など、専門スタッフがきめ細かくお手伝いいたします。

feel me company

カラーワークス ナショナルインテリア

日本の文化が根付く“東神田”という東京のソーホーともいえる場所で、街の人々と解け合い

ながら、さまざまなフィールドの人達と混じり合いながら、いろいろな色を発信していきます。

ペンキの販売の他、内外装のカラーコーディネートなど専門のスタッフが色選びや、ペイントの

ノウハウなどさまざまな事をトータルにサポートします。 

取扱商品

カラーワークス   パレットショールーム
〒101-0031　東京都千代田区東神田1-14-2   

 10時-18時 /日曜・祝日休み   Fax 03 - 3864 -3375　　

Tel 03 - 3864 -0810      　

アクセス：都営新宿線 馬喰横山駅（出口２）

                  ＪＲ総武線 馬喰町駅（出口２）

本社 / ファクトリー＆ショールーム　
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40   Tel  046-278-3029

ショールーム

 H I P ,  漆喰 ,  KAKERU PAINT ,  MAGNET PAINT,  D C ペイント

HIP / 1488色  / インテリア水性ペイント

漆喰 samurai colors /  7色 / 100%の天然材料で出来た漆喰

Wood Natural  Garden / 8色  / 自然にこだわったステイン      

KAKERU PAIN T / 塗装部にチョークで書くことができるペイント

MAGNET PAINT / 塗装部にマグネットがくっつくペイント

FARROW & BALL  /　132色  / 

　英国王室御用達のゼロVO C 塗料・壁紙  

D Cペイント / 1320色   /  D.I.Y向けの水性ペイント 

www.colorworks.co.jp

取扱商品

〒106-0032　 東京都港区六本木3-16-35 イースト六本木ビル2階

月～土：11時-18時   日・祝：11時-17時

Tel 03-3589-8400   Fa x 03-3589-8401

　　

アクセス：

　東京メトロ 日比谷線、都営 大江戸線  六本木駅（３、5番出口 徒歩7分）

　東京メトロ 南北線  六本木一丁目駅（2番出口 徒歩5分）

ショールーム

JAB / ドイツ / インテリアファブリック

SOLEIL BLEU / ドイツ / インテリアファブリック

CHIVASSO / オランダ / インテリアファブリック

CARLUCCI / オランダ / インテリアファブリック

STROHEIM / アメリカ / インテリアファブリック

S.Harris / アメリカ / インテリアファブリック

Vervain / アメリカ / インテリアファブリック

Boussac / フランス / インテリアファブリック

JAB FLOORING / ドイツ / カーペット

HOULES / フランス / インテリアアクセサリー

www.nt-interior.com



一般住宅から企業、 店舗まで、 空間の色や商品の提案・アドバイス

に幅広く活躍するカラーデザイナー。色に関する知識とスキルを駆

使し、カラーマーケティング、マーチャンダイジング、プランニングや

セミナーなどを行う。色彩を研究・分析する米国カラーマーケティング

グループの日本人唯一のボードメンバーでもあり、カラーワークス

のオリジナルペイント「Hip」グッドデザイン賞受賞 の色の開発も担当。

著書に『COLOR WORKS ～色の力を伝えたい～』 『色を楽しむ、色と暮らす 

インテリアペイント』『COLORFUL LIVING 美しい色と暮らす』など。

秋山 千恵美

カラーワークス代表 カラーデザイナー

feel me member's

Chiemi Akiyama

色で豊かな暮らしを提案するカラーワー

クスで営業・ディレクションにかかわる。

個人邸から商業施設まで環境に優しい塗

料とクロスの提案・販売を行う。

六本木ショールームでお客様のファブ

リック選びのサポートとショールーム

ディスプレイを担当。一般住宅から公

共施設まで幅広い物件に携わる。

編集者としてインテリア、ライフスタイル、

住宅関連の企画に多く携わる。また、ルナ

アロマセラピスト、フェイシャルヨガインスト

ラクターとして、五感に寄り添うここちよい

暮らしのアドバイスを行っている。

渋谷・宇田川カフェなどを運営するレコード会社

「LD&K」においてLiving  Records Tokyo*プロ

デューサーとして「生活と音楽」をテーマに活動。

様々な企業とのコラボレーションCDの製作や

アーティストやプロジェクトをプロデュース。

新井 美佐子
カラーワークス

カラーワークス シニアマネージャー

Misako Arai 小澤 裕子
ナショナルインテリア

ショールームスタッフ

Hiroko Ozawa 宮下 菜歩
soretona 代表

Naho Miyashita 谷口 周平
生活と音楽プロデューサー

Shuhei Taniguchi


