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コンテスト情報 

平成 27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 

２７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２７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 

作品を決定しました。平成２８年１月１８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 

・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「照明を活かしたユニークなインテリ

ア空間」） 

 

【審査委員（敬称略）】 

  ・山田智稔（相模女子大学名誉教授） 

  ・池田和修（インテリアデザイナー、（公社日本インテリアデザイナー協会副理事長） 

  ・河原武儀（ライティングコンサルタンツ、インテリアコーディネーター） 

・林 美和子（インテリアコーディネーター） 

  ・江口惠津子（インテリアコーディネーター） 

  

 ※審査会オブザーバー 

  ・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（インテリア産業協会会長） 

 

報 道 資 料 

報道関係者各位 

http://www.interior.or.jp/
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・募集期間：平成２７年１１月２日（月）～１１月２４日（火） 

・募集結果：応募総数２８３作品 

 

平成27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入賞作品一覧
■事例分野

受賞名 応募部門 作品タイトル 応募者(代表者） 所属先 都道府県

1 経済産業大臣賞 リフォーム部門 （集合住宅） 本に囲まれて暮らす家 花井　佳代 ㈱ハウジングネットワン 広島県

2 インテリア産業協会会長賞 リフォーム部門 （集合住宅） 夢のGarage Life 武田　克広 ㈱OKUTA 埼玉県

3 部門賞 新築部門（一戸建て） 羽束師の家 -物語の中に住まう- 水本　純央 ㈱ALTS DESIGN OFFICE 滋賀県

4 部門賞 リフォーム部門 （一戸建て） 猫と暮らす趣味室のある終の棲家 角谷　由美 ㈱平成建設 静岡県

5 部門賞 スタイリング部門 ACTIVE&ELEGANT 井上　さつき ㈱コスモスモア 東京都

6 優秀賞 新築部門（一戸建て） Layered house 廣田　悟 ㈱廣田悟建築設計事務所 東京都

7 優秀賞 リフォーム部門 （集合住宅） 長浜の家・建築ダイエット 酒井　善史 一級建築士事務所大野アトリエ 大阪府

8 優秀賞 スタイリング部門 MOROCCAN×Mix interior 小島　真子 ラフスタイル 埼玉県

9 特別審査員賞 リフォーム部門 （集合住宅） 伝統と革新「日本文化が中心」 亀井　寿子 ㈱Juju INTERIOR DESIGNS 愛知県

■課題分野

A部門：「私だけのインテリア空間」、B部門：「照明を活かしたユニークなインテリア空間」

受賞名 応募部門 作品タイトル 応募者氏名 所属先 都道府県

1 製造産業局長賞 A部門 FOREST Library 粟冠　友美 フリーランス 東京都

2 インテリア産業協会会長賞 A部門 TentBlock 永吉　佑吏子 スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府

3 部門賞 A部門 床の下の秘密の世界 池川　健太 東京藝術大学大学院 東京都

4 部門賞 B部門 陽だまりの場 長原　みずほ 穴吹デザイン専門学校 広島県

5 優秀賞 A部門 凸凹FACTORY 村上　公規 スペースデザインカレッジ東京校 東京都

6 優秀賞 B部門 主役にする灯り 東　大典 アイデザインホーム㈱ 広島県

7 特別審査員賞 A部門 Tracing the wind 蔡　暉 女子美術大学大学院 神奈川県

8 特別審査員賞 A部門 コブとヒカリと 佐藤　文美 北海道芸術デザイン専門学校 北海道

9 特別審査員賞 B部門 Infinity 王　恒博 中央工学校OSAKA 大阪府

 

 

 

■ キッチン空間アイデアコンテスト 

 

・コンセプト：「こんな人に、こんなキッチンを伝えたい」 

 

・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 
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【審査委員（敬称略）】 

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 （公益社団法人インテリア産業協会 会長） 

   谷 聡 （公益社団法人インテリア産業協会 ＫＳ資格普及啓蒙委員会委員長） 

・募集期間 ：平成２７年９月１日（火）～１０月３０日（金） 

・募集結果 ：応募総数３４３作品 

 

・受賞者 受賞作品一覧 

受賞名 応募テーマ 作品タイトル 応募者（代表者）

会長賞 B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 ワーキングママのためのランチタイムキッチン 堀木 紀代美

A．団らんキッチン空間 裾分けキッチン 木俣 洋子

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 小さな家の大きな食卓 永井 智樹

A．団らんキッチン空間 廃校のキッチン ～農村で生まれる新しいコミュニティーの空間～ 今泉 ひかり

A．団らんキッチン空間 キッチンを通じた一人暮らし支援 ～『心』と『体』の健康づくり～ 渡辺 ゆき乃

A．団らんキッチン空間 INFORMAL SPACE タン ブンチュウ

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 難民キャンプのトレーラーキッチン 十河 彰

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 私のキッチンスタジオ -味覚は視覚から- 渡辺 ひかり

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 みまもりキッチン 星川 知加子

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 Ｋ邸キッチン パーティーカウンター 歌 一洋

A．団らんキッチン空間 “本格” SHARE KITCHEN 寺元 力

A．団らんキッチン空間 Transaccess Kitchen　-家族の中心としてのキッチン- 森田 健太郎

A．団らんキッチン空間 集い・憩い 王 ブンイ

A．団らんキッチン空間 Kitchen in the Woods 桐村 さやか

A．団らんキッチン空間 レンタルから広がるキッチン 田口 湖都

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 水脈の回る塀 川口 将史

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 どこでもキッチン -屋台型移動式キッチンの可能性- 川名 恵祐

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 子供たちのための朝食キッチン 熊谷 友貴穂

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 ワンコインキッチン！～NO MORE！廃棄食材！～ 磯野 由奈

B．人に優しい空間・地球に優しいキッチン空間 廃校活用 まちの給食キッチン 竹重 小夜子

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 LE　PASSAGE　ちょっと寄り道 川瀬 孝治

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 みんな一緒に、ここから始まる 鈴木 貴晴

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 棲家のKITCHEN 和田 浩一

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 庭と縁側と奥のあるキッチン 梯 誠

C．暮らしが変わったキッチンリフォーム空間 光の中で食を楽しむ 栗原 昌美

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

 

 

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 （上位賞受賞作品画像や前回の受賞作品などもご覧いただけます） 

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

 

 

●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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