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Ｎｅｗｓ  Ｒｅｌｅａｓｅ      平 成 31 年 1 月 23 日  
 

公益社団法人 インテリア産業協会 
東京都新宿区新宿 3-2-1 

京王新宿 321 ビル 8 階 

 

コンテスト情報 

平成 30 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 30 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 30 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 31 年 1 月 23 日に京王プラザホテル（東京都新宿区）にて表彰式を 

開催しました。 

 

■ 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  （一戸建て、集合住宅） 

・リフォーム部門  （一戸建て、集合住宅） 

・スタイリング部門（居室や部分的なシーン） 

【課題分野】 

・Ａ部門「照明が映える、私だけのインテリア空間」 

・Ｂ部門「椅子が主役の、ユニークなリビング空間」 

 

【審査委員（敬称略）】 

審査委員 山田 智稔 （相模女子大学名誉教授） 

審査委員 丹羽 浩之 （（公社）日本インテリアデザイナー協会理事長、 

              インテリアデザイナー） 

審査委員 山中 敏裕 （（一社）日本ライティングコーディネート協会副会長） 

審査委員 荒井 詩万 （インテリアコーディネーター） 

審査委員 成田 真由美 （インテリアコーディネーター） 

報 道 資 料 

報道関係者各位 
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※審査会オブザーバー 

縄田 俊之（経済産業省製造産業局生活製品課住宅産業室長） 

渋谷 忠彦（（公社）インテリア産業協会会長） 

 

・募集期間：平成 30 年 11 月 2 日～11 月 15 日 

・募集結果：応募総数 361 作品 

 

平成 30 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 タイトル お名前 勤務先・学校名 都道府県

経済産業大臣賞
事例分野
新築

田浦の週末住宅 尾越　竜子 RON DESIGN 愛媛県

会長賞
事例分野
新築

色と光が戯れる家 河本ぼあら 建築設計ぼあら 岡山県

部門賞
事例分野
新築

Scale Out 石本　輝旭
株式会社CURIOUS design workers
一級建築士事務所 

愛知県

部門賞
事例分野
リフォーム

和の意匠と暮らすリノベーション 辻　千春
株式会社ハルインテリアディレク
ションズ

東京都

部門賞
事例分野
スタイリング

上質なFABRIC&COLOR 末次　矢代ゐ Boite de bijou 愛知県

優秀賞
事例分野
新築

NEWSTANDARDLIFE 杉　智子 株式会社cedarstyle 福岡県

優秀賞
事例分野
リフォーム

古の数寄屋を現代の北欧モダンに 角谷　由美 株式会社平成建設 静岡県

優秀賞
事例分野
スタイリング

Comfort Library 武元　美恵子 ONEデザインズ株式会社 大阪府

特別審査員賞
事例分野
リフォーム

要壁（かなめかべ）のある家 日浦　茂雄 － 奈良県

■課題分野
受賞名 応募部門 タイトル お名前 勤務先・学校名 都道府県
製造産業局長賞 課題分野B #空と語るCHAIR 原　将貴 スペースデザインカレッジ東京校 東京都
会長賞 課題分野A kumi"ko"bako 村上　裕香 スペースデザインカレッジ東京校 埼玉県
部門賞 課題分野A LightingTime 新田　悠菜 スペースデザインカレッジ東京校 埼玉県
部門賞 課題分野B Cirving 奈　須美幸 スペースデザインカレッジ東京校 埼玉県
優秀賞 課題分野A 水の美しさを体験する湖畔の別荘 山田　麻子 株式会社三栄建築設計 東京都
優秀賞 課題分野B gathered Living 斉藤　美沙 スペースデザインカレッジ東京校 東京都
特別審査員賞 課題分野A 揺らぎ 磯部　瑛莉 トライデントデザイン専門学校 愛知県

特別審査員賞 課題分野B イドコロのあるイス
イドコロ
（代表　小金澤将達）

工学院大学 東京都
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■ 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・優しいキッチン空間 

Ｂ：暮らしが変わるキッチン空間 

 

【審査委員（敬称略）】 

審査委員長  上野 義雪 上野研究室 主宰 

審査委員   赤堀 博美 赤堀料理学園 校長 

西田 恭子 西田設計住生活研究所 所長 

渋谷 忠彦 （公社）インテリア産業協会 会長 

中島 宏文 （公社）インテリア産業協会 ＫＳ資格普及啓発委員会委員長 

 

・募集期間 ：平成 30 年 8 月 20 日～10 月 31 日 

・募集結果 ：応募総数 253 作品 

 

・受賞者 受賞作品一覧  

 (次ページに記載) 
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平成 30 年度キッチン空間アイデアコンテスト入賞作品一覧 

受賞名
応募部門
（A/B）

タイトル グループ名 勤務先・学校名 都道府県

会長賞 B 保育所にも「暮らし」があるから 大塚謙太郎
ちびっこ計画・大塚謙太郎
一級建築士事務所

大阪府

A LAUNDRY KITCHEN 時田信一 柳沼　愛子
スペースデザインカレッジ
東京校

東京都

B 地域を育むセカンドキッチン 永田賢一郎 YONG architecture studio 神奈川県
A キッチン×薬局 今×小×齋 小嶋悠祐 今井菜摘 齋藤芳徳 茨城大学 茨城県
A 独身社会人のための週末キッチン 園×植×齋 園田大輝 植木実紅 齋藤芳徳 茨城大学 茨城県

A そうだ、アーケード行こう。 谷口　ちひろ
スペースデザインカレッジ
東京校

埼玉県

A 環をつくる傘 澤智己 京都府立大学大学院 京都府

B オフィスの顔＋団らん＝キッチン 徳永　康治 株式会社澤村 滋賀県

A coin cooking 潮田  薫
スペースデザインカレッジ
東京校

埼玉県

A 野菜畑のなないろキッチン 金川 由希
スペースデザインカレッジ
東京校

埼玉県

A 未来へ受け継がれる懐かしい味 嶋田 涼葉 中央工学校 東京都

A 電動キッチン自転車 藤尾菜々子
スペースデザインカレッジ
東京校

東京都

A JUBAKO 重なる箱のキッチン 高木　潤
TAKAGICAPERAN タカギカペ
ラン

静岡県

A 保育園キッチン 藤原志帆 名古屋芸術大学 愛知県

A Cooking  Express 西脇　直美
スペースデザインカレッジ
京都校

京都府

A マチノダイドコロ 米澤　政人 京都府立大学大学院 京都府
A 通り土間で繋がる3世帯の食卓 北岡佳奈 京都府立大学 大阪府

B 食卓をかこむ住まい 田中　伸明
Atelier N
（アトリエ　エヌ）

群馬県

B ミニプライベートバーへようこそ 池内　剛 池内　彩子 池内建築図案室 長野県

B 家族が囲う「スクエアキッチン」 宮城　真一 平塚 貴史
株式会社SYNC
 ( SYNC-FURNITURE)

福岡県

B 居場所が見渡せるキッチン空間 畠山武史
株式会社クレールアーキ
ラボ

沖縄県

部門賞

優秀賞

奨励賞

お名前

 

 

（順不同） 

 

 

▼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 

 

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

