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ハワイのステージング取材から学ぶお洒落なインテリア術【ダイニング＆バスルーム編】
2019.06.05

ステージングとは、不動産物件の価値をより高く見せるために家具などをスタイリングする演出法のこと。生活空間をイメージできる家具やイ
ンテリアを配置し、より魅力的な空間に仕上げます。今回、ハワイを中心に活動する人気インテリアデザイナー山室美和さんが手掛けるステー
ジング作業に同行させていただき、素敵な部屋作りのヒントを考えてみました。

毎日の掃除や整理整頓がサボりがちな食卓周りやバスルーム、洗面台。頻繁に使う場所だからこそ、きちんと整えれば１日が気分よく過ごせます。

ホームステージングとは、その部屋の良さが伝わりやすいように演出すること。前回は、リビングを素敵に見せるヒントをお伝えしましたが、
今回はダイニングとバスルームの演出法を、学んでいきます。

サンディエゴ州立大学でインテリアデザイン科を卒業し、現在はハワ
イをベースに活躍するインテリアデザイナーの山室さん。クリエイテ
ィブなアイデアで、ハワイのインテリア業界に新しい風を吹き込みま
す。
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【ダイニング編】
生活を楽しんでいるイメージを
醸し出せる飾り付けのアイデア

取材した季節柄、クリスマスやホリデーシーズンを意識したテーブルメイクでした。

◆アイデア①
高低差のある小物をテーブルに
置くだけで華やいだ雰囲気に

アメリカでは比較的リーズナブルに手に入るインテリアアクセサリー。旅行の際に買い集めるのも楽しそうですね。キャンドル
もたくさんの種類が揃っています。

「食卓を、素敵なカフェやレストランのように見せるテーブルメイクのコツはなんといっても高さを作ること」(山室さん 以下同)。アメリカで
は結婚式のパーティでもお花や置物に高さがあればあるほど豪華と考えられていて、昔から裕福な家の食卓には、置物に高さがあるのが定番で
す。ランチョンマットの上に素敵なお皿やナプキンを並べるのももちろんいいですが、お料理の邪魔になるなど心配せずに高さのあるキャンド
ルや花瓶などを配置すると、華やいだ雰囲気に！「形や高さは統一せず、ランダムなほうがリズミカルで窮屈さを感じさせずに飾れますよ」



◆アイデア②
イタリア料理の食材や道具を飾って
豊かな生活のイメージを表現する

このウッドボードはまな板としてだけでなくサービングトレーとしても使用可能。アメリカでは最近、こうした汎用性の高いボ
ード／トレーが流行しています。

「アメリカでは、パスタやオリーブオイルなどイタリア料理を作る食材やキッチングッズを上手に飾っている家が多いです。豊かな食生活をし
ている印象を簡単に醸し出せるテクニックですね」。イタリアの食文化に対する憧れは、アメリカでも日本でも同じなのかもしれませんね。毎
日イタリアン料理を作らなくても、目につく場所にイタリア料理の食材や道具をさりげなく置くだけで、「素敵なキッチンのお家だな」という
印象を与えてくれますよ。

【バスルーム編】
お洒落な“スパ”を手本にして
センスの良いリラックス空間に

取材した物件のゲスト用バスルーム。



◆アイデア①
スパの定番アイテムであるランの花、

キャンドル、タオルを並べる。

真っ白であまりにも無機質だったゲスト用のバスルーム。「大げさにならない程度に心地よいスパの雰囲気を演出したかったので、アメリカで
のスパの定番アイテムであるランの花とキャンドル、そしてタオルを添えました。タオルもくるっと巻いて重ねておくだけでスパの雰囲気が出
せます。ランは造花ですが、十分ラグジュアリーさを演出できます。ちなみに壁には、水がはねても問題ないガラスのアートを飾りました」

◆アイデア②
バスタブにトレーをのせて

優雅でゆったりとした雰囲気を作る

木製のバスタブトレー。長さはバスタブの大きさにより調節可能。

こちらはメインのバスルーム。「思いっきりスパを感じる雰囲気にしたかったので、バスタブトレーを用意しました。これを置くと一気にバス
タブがお洒落に見えます。本やタブレットを置いてバスタブに浸かりながら時間を過ごすのもいいですし、可愛いせっけんなどを置けばちょっ
とした収納スペースにもなります。素材は、海外のスパで用いられることの多い木製がおすすめ。簡単にバスルームをスパのように演出できる
アイテムです」



バスタブ周りにタオルを置くスペースがなかったので、バスタブトレーと同じ木製のタオルハンガーを設置。贅沢なバス空間に
仕上がりました。

◆アイデア③
ディフューザーはスティックを

交差して入れると洗練された印象が

ティッシュボックスとソープディスペンサーの間に置けばアクセントに。シャワー前にジュエリーを外して入れておくジュエリ
ーボックスも用意。

バスルームに素敵な香りをもたらしてくれるスティックタイプのディフューザー。「スティックを無造作に置くのではなく、×字にして飾るとシ
ャープで洗練された印象になります。デザイン性の高いボトルのディフューザーを置けば、さらにラグジュアリーな雰囲気が演出できます」。
アメリカだとPottery Barn, Crate& Barrel, West Elmといったお店でも素敵なディフューザーが豊富に揃っているそう。この×字アイデアは、す
ぐに実践できますね。



ゲスト用のトイレにも同じディフューザーを置いて統一感を。他の小物を飾らなくてもディフューザーがあると雰囲気たっぷ
り。

・・・・・・

いかがでしたか？ キッチンやバスルームは、１日のうちで意外と長い時間を過ごす大切な場所。素敵なインテリアに囲まれていれば、毎日を
楽しく心地よく過ごせそうです。リビング編でも、参考になるたくさんのアイデアを紹介しています。併せてご覧ください。

インテリアデザイナー 山室美和 Muro Designs

住宅、ホテル、飲食店など幅広い分野の空間を手掛けるインテリアデザインスタジオをカリフォルニアとハワイで運営。千葉県出身、カリフ
ォルニア州のサンディエゴ州立大学インテリアデザイン学科を卒業後、LAのファッションブランドForever21のインテリアデザインで店舗内装
を担当し、ハリウッドセレブの住宅内装にアシスタントデザイナーとして従事。ニューヨークでは現代美術家、村上隆のスタジオ改装プロジ
ェクトに参画。現在はハワイベース。

＊ホームステージャーは、物件の売却のためにどれだけお部屋を魅力的に演出できるかがポイント。インテリアデザイナーの仕事と掛け持ち
している方がほとんどで、山室さんもどちらも両立させています。

Muro Designs ハワイオフィス
720 Iwilei Rd., #336, Honolulu, HI 96817
Tel.808-222-6106

www.murodesigns.com 
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顔の肝斑が多い人の共通点は
「洗顔直後にあることをして
いない」

Sponsored

みちょぱも愛用！赤く痛々し
いニキビもこれだけで消え
る！？

Sponsored

【悲報】歯科医「息がくさい
人の共通点、実はあれが原因
なんです」

Sponsored

関連記事
探す時間も楽しい！【インテリアパーツ】のこだわり満載“海外風”リノベ

最新インテリアトレンド「洗練グレー」の取り入れ方をイタリアブランドから学ぶ！

【食卓があか抜けるカトラリー】スタイリストのおすすめ３ブランド

ハワイのステージング取材で見えてきた【リビングを素敵に見せる】６つのアイデア
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RECOMMEND
いま読んでほしい、おすすめをピックアップ

 お風呂 ちょっとした蘊蓄 リラックス 健康知識 入浴法 冷え性

実はそれNG！入浴科学者が指摘する「お風呂の入り方」６つの間違い

暮らしのヒント
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 Makuake あると安心 ウイルス対策 クラウドファンディング 空気清浄機 花粉対策 除菌グッズ 風邪予防

マスクだけじゃ心配。だから【カード型空気清浄器】が気になる！

 カニカマ レシピ 専門家のおすすめ 時短料理 食材

カニカマハナコさん直伝！簡単で超おいしい「カニカマ時短料理」５品

 便利グッズ 除菌 除菌グッズ 風邪予防

最近増えてきた簡単「空間除菌」で自宅の風邪＆インフル予防

人気記事ランキング
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