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コンテスト情報 

平成２６年度 

「住まいのインテリアコーディネーションコンテスト」 

「キッチン空間アイデアコンテスト」 

実施結果について 

公益社団法人インテリア産業協会（所在地：東京都新宿区、会長：渋谷 忠彦）は、平成２６年度「住まいのイ

ンテリアコーディネーションコンテスト」と平成２６年度「キッチン空間アイデアコンテスト」の２つのコンテス

トを実施し、選考の結果以下の通り受賞者を決定しました。平成２７年１月１９日に京王プラザホテル（東京都新

宿区）にて表彰式が行われました。 

 

■ 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト 

・受付期間：平成２６年１１月７日（金）～１１月２１日（金）必着  

・応募テーマ 

◇事例分野 (新築部門、リフォーム部門、スタイリング部門) 

◇課題分野（Ａ部門「私だけのインテリア空間」、Ｂ部門「素材を活かしたユニークなインテリア空間」） 

・審査委員 

山田 智稔 （相模女子大学名誉教授） 

  小野 由記子（インテリアデザイナー、（一社）日本ケアリングデザイン代表理事） 

    河原 武儀  （ライティングコンサルタンツ） 

    江口 惠津子（インテリアコーディネーター、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会会長） 

    河内英美子 （インテリアコーディネーター、栃木インテリアコーディネーター協会会長） 

   ・オブザーバー 

寺家 克昌  (経済産業省 製造産業局 住宅産業窯業建材課長)  

渋谷 忠彦 （(公社)インテリア産業協会 会長） 

・募集結果     応募総数３４１作品 

 

・受賞者 受賞作品一覧 

■事例部門 

受賞名 部門 作品タイトル 氏名

経済産業大臣賞 リフォーム部門（一戸建て） 三原の家 ～茶室のある離れ～ 川内　茂覚・上木　浩二・石橋　謙司
インテリア産業協会

会長賞
リフォーム部門（一戸建て） Colors　カラーで分ける住まい 大和田　恵・澤田　亮・杉浦　慶

新築部門（一戸建て） 中庭を囲む群像的なインテリア 中西　ひろむ
リフォーム部門（集合住宅） Charlotte 飯沼　朋子
スタイリング部門 猫とアートと音楽と。 飯沼　朋子
新築部門（一戸建て） 軒下の家 三宅　正浩
リフォーム部門（一戸建て） フラワーアレンジメントな家 上木　浩二・石橋　謙司
リフォーム部門（集合住宅） 住まいの余白 中原　日吉
スタイリング部門 日常の雅　MIYABI 武田　克広・石丸　暁子・須江　誠一

特別審査員賞 新築部門（一戸建て） ～ゆらぎ～水を感じる空間 桜本 将樹

部門賞

優秀賞

 

■課題分野 

受賞名 部門 作品タイトル 氏名

製造産業局長賞 A部門「私だけのインテリア空間」 château／シャトー 白男川　崇
インテリア産業協会

会長賞
A部門「私だけのインテリア空間」 ライトミュージアムハウス 平野　翔太・神村　拓人

A部門「私だけのインテリア空間」 クラインの壺のように 池田　秀幸
B部門「素材を活かしたユニークなイ
ンテリア空間」

縦にごろごろする待合の間 東　大典

A部門「私だけのインテリア空間」 20年後のひみつきち 山崎　梓
A部門「私だけのインテリア空間」 プロターギナスカーテン 新斗米　和美
A部門「私だけのインテリア空間」 三余書庫 鵜ノ澤　江莉加
A部門「私だけのインテリア空間」 wa to sekai 得能　玲奈
B部門「素材を活かしたユニークなイ
ンテリア空間」

Pinecones奏楽 吉井　千惠子

部門賞

優秀賞

特別審査員賞

 

報 道 資 料 

報道関係者各位 
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■ キッチン空間アイデアコンテスト 

・受付期間 ：平成２６年１０月１日（水）～１０月３１日（金）必着 

・コンセプト：「こんな人に、こんなキッチンを伝えたい」…暮らしが生き生きと豊かで楽しくなるキッチン

を、伝えたい相手に明確に提案する。 

・テーマ  ：Ａ：団らんキッチン空間 

Ｂ：人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 

Ｃ：暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 

・審査委員 

審査委員長 上野 義雪  （千葉工業大学 教授） 

審査委員   樋口 惠美子 （キッチン・バス工業会 キッチン技術専門委員会委員） 

       西田 恭子  （三井のリフォーム住生活研究所 所長） 

       渋谷 忠彦   （(公社)インテリア産業協会 会長） 

   江藤 祐子  （(公社)インテリア産業協会 ＫＳ資格普及啓蒙委員会委員長） 

・募集結果 ：応募総数３００作品 

 

・受賞者 受賞作品一覧 

テーマ 受賞名 作品タイトル 氏名

A．団らんキッチン空間
インテリア産業協会

会長賞
ガーデンキッチンがあるオフィス
～育てる×作る×食べる＝団らん～

伊藤　恵

TOMARIGI 河添　甚
BOX -家族とともに増える箱- 明庭　久留実
世界family kitchen 小林　優花
おもてなしキッチン 石濱　祥子
お手伝いキッチン 藤本　もも子
隅におけない台所 片岡　大輔
道の駅ッチン 渡辺　雅世
みんなでつなぐキッチンエレベーター 日野　雄介・石井　陽のグループ
multi kitchen 市川　晋太郎
エコなコドモのコの字型　FARM Kitchen 鳥越　美咲
それなら欲しいキッチン 布目　和也
発電するキッチン 六車　友宏
女子力ＵＰキッチン 清野　仁美
キッチン兼テーブル 橋浦　健太

つながるキッチン
中山　めぐみ・長岡　早紀・齊藤　芳徳
のグループ

くるくるキッチン 西井　裕香
うちのうち 國分　大輔

３世代５人家族のコアキッチン
小山　公一郎・毛利　隆之・中野　恵の
グループ

KITCHENを開放する空間 鶴　晃平

一緒に住もうよ 2世帯 KITCHEN
大和田　恵・井上　卓也・杉浦　慶の
グループ

回遊スタイルキッチンへの中古リノベーション
桑原　陽子・澤田　亮・小山　和幸・
幕内　貞幸のグループ

築59年古民家のキッチンリフォーム 西村　寛史

オリエンタルキッチンは母の子育て目線で
澤村　夏子・幕内　貞幸・根岸　真命
のグループ

C．暮らしが変わった
   キッチンリフォーム
   空間（実施例）

B．人に優しい空間・地球
　 に優しいキッチン空間

奨励賞

A．団らんキッチン空間

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞

優秀賞

 

 

協会ＷＥＢサイト              で情報を公開しております。 

 

▼コンテスト総合ページ （前回の受賞作品などもご覧いただけます） 

http://www.interior.or.jp/contest/ 
 

▼上位賞受賞作品画像：1 月 19 日より下記からダウンロード頂けます。 

http://www.interior.or.jp/jiia/h26contest.pdf 
 

 

●本リリースに関する報道陣の皆さまからのお問い合わせ先 
 

公益社団法人インテリア産業協会 コンテスト担当  

電話：03-5379-8600 FAX：03-5379-8605 
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