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Ｎｅｗｓ  Ｒｅｌｅａｓｅ      令和３年１月 21 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 

令和２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、令和２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」の二つのコンテ

ストを実施し、選考の結果、次のとおり受賞作品を決定しました。 

なお、本年度の表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受賞者を含め無観客での開催

とし、令和３年１月 21 日にオンライン（YouTube Live）にて配信いたしました。 

 

■ 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト 

●募集期間：令和２年９月 10 日～10 月 15 日 

●募  集：【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）の３部門 

【課題分野】Ａ部門「SDGs とインテリア空間」 

Ｂ部門「ニューノーマルにおけるリビング空間」の２部門 

●審査委員（順不同 敬称略） 

山田 智稔 ［相模女子大学名誉教授］、 

丹羽 浩之 ［（公社）日本インテリアデザイナー協会理事長］ 

林  柳江 ［インテリアコーディネーター］  

濱中 恵理 ［インテリアコーディネーター］ 

河内 英美子 ［インテリアコーディネーター］ 

●オブザーバー（順不同 敬称略） 

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］ 

●募集結果：応募総数 225 作品 

 

報 道 資 料 

報道関係者各位 
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令和 2 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 ※敬称略  

■事例分野 

受賞名 応募部門 タイトル 
名前 

※代表者 
所属 都道府県 

経済産業大臣賞 リフォーム部門 like a workation 庭本 卓実 一級建築士事務所 Long Life Tools 東京都 

会長賞 新築部門 焼杉のほくら 
相川 直子※ 

佐藤 勤 
相川佐藤建築設計事務所 東京都 

部門最優秀賞 リフォーム部門 
皮膜の増築 -和座

敷を和モダンに 
保科 章 

保科章建築設計室 一級建築士事務

所 
東京都 

部門最優秀賞 新築部門 A model 
石本 輝旭※ 

鈴木 美和 

株式会社 CURIOUS design workers 

一級建築士事務所 
愛知県 

部門最優秀賞 スタイリング部門 My favorite is... 

財茂 仁美※ 

宗片 亮 

小泉 康剛 

株式会社 OKUTA 埼玉県 

部門優秀賞 新築部門 植物と暮らす家 北村 泰之 - 大阪府 

部門優秀賞 リフォーム部門 Laugh away 石亀 奈津美 ヤマサハウス株式会社 鹿児島県 

部門優秀賞 スタイリング部門 ECLECTIC LIVING 平田 貴子 - 岡山県 

特別審査員賞 リフォーム部門 列柱の家 
鈴木 淳平※ 

森安 洋幸 
HIGASHIYAMA STUDIO 東京都 

特別審査員賞 スタイリング部門 しょうじのあな 山田 寛 一級建築士事務所 LoHA 福井県 

■課題分野 

受賞名 応募部門 タイトル 
名前 

※代表者 
所属 都道府県 

製造産業局長賞 B 部門 tuji 星野 学人 スペースデザインカレッジ東京校 東京都 

会長賞 A 部門 方丈の三荘 江上 史恭 FUMI EGAMI ARCHITECTｓ 福岡県 

部門最優秀賞 A 部門 雨を迎えるガラスの傘 鈴木 滉一 神戸大学大学院 兵庫県 

部門最優秀賞 B 部門 PentaLiving 松尾 勇弥 スペースデザインカレッジ東京校 東京都 

部門優秀賞 A 部門 風の木漏れ日 笹本 佳史 greap 株式会社 東京都 

部門優秀賞 B 部門 ミツバッチ リビング 渡辺 治美※ 

受川 とも子 

渡辺 恵子 

- 北海道 

特別審査員賞 B 部門 ASOVING 穴沢 成路郎 スペースデザインカレッジ東京校 東京都 

特別審査員賞 A 部門 俺の Atelier 笠谷 幸司 スペースデザインカレッジ東京校 東京都 

特別審査員賞 A 部門 roka 久利 侑大 専門学校 穴吹デザインカレッジ 香川県 
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■ キッチン空間アイデアコンテスト 

●募集期間：令和２年８月１日～９月 30 日 

●募  集：【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（順不同 敬称略） 

委員長 上野 義雪［上野研究室 主宰］ 

西田 恭子［西田設計住生活研究所 所長］ 

赤堀 博美［赤堀料理学園 校長］ 

渋谷 忠彦［公社)インテリア産業協会 会長］ 

小泉 祐一［(公社)インテリア産業協会ＫＳ資格普及啓発委員会委員長］ 

●募集結果：応募総数 182 作品 

 ※入賞作品一覧は次ページに掲載 
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令和 2 年度キッチン空間アイデアコンテスト入賞作品一覧   ※敬称略、順不同 

賞 
部

門 
タイトル 名前 所属 都道府県 

会長賞 B まちの おしゃべり とおりにわ 大塚 典子 いたや木材有限会社 大阪府 

最優秀賞 A ｊｏｇｇｅｒ’ｓｋｉｔｃｈｅｎ 時枝 晴子 スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府 

最優秀賞 B 暮らしと好みに合わせたキッチン 花井 佳代 株式会社ハウジングネットワン 広島県 

優秀賞 A 磯の食卓 望月 柚 佐々木 媛都 日本大学、東京都市大学 神奈川県 

優秀賞 A NEW スタイル サポートキッチン 西村 利華 スペースデザインカレッジ京都校 京都府 

優秀賞 A FUNKITCHENTRUCK 岩藤 めぐみ スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府 

優秀賞 A #誰かと繋がる日替わりキッチン 鈴木 滉一 神戸大学 大学院 兵庫県 

優秀賞 B 茶の間キッチン 桑原 陽子   小山 征吾 株式会社 OKUTA 埼玉県 

優秀賞 B 4.5ｍのテーブル 島 綾子 416 アーキテクツ 大阪府 

奨励賞 A キッチン×美術館 
桃園太輔   島田美月 

山﨑愛那夢 
茨城大学 茨城県 

奨励賞 A ひみつキッチン 西村 泰   西村 香菜 
ニシムラデザイン総合研究所 

二級建築士事務所 
千葉県 

奨励賞 A 狭小住居に優しいキッチン 笹本 佳史 greap 株式会社 東京都 

奨励賞 A hatake_kitchen 島田 祐輔 apgm* 東京都 

奨励賞 A 森のキッチンハウス 関沢 伸太郎 合同会社 SaGAS 東京都 

奨励賞 A TABERU TRAVEL 野中 翼 日建工科専門学校 浜松校 静岡県 

奨励賞 A 二つの顔の食育棟がある小学校 大矢 かおり スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府 

奨励賞 A 晩酌が 10 倍楽しくなるキッチン 兒玉 悠伽 スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府 

奨励賞 A つながるキッチン 永田 梓 スペースデザインカレッジ大阪校 大阪府 

奨励賞 A NONSPACE・TOUCH 上野 春花 スペースデザインカレッジ大阪校 兵庫県 

奨励賞 B 昭和の台所 津籠 和歌子  中込 智章 株式会社 OKUTA 埼玉県 

奨励賞 B おいしい暮らし 河辺 近 ken-ken inc., 神奈川県 

奨励賞 B 止揚する家 廣田 真治 － 新潟県 

奨励賞 B 動線の中心となる回遊式キッチン 畠山 武史  宮城 真理奈 株式会社クレールアーキラボ  沖縄県 

 

 

▼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） 

https://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 

 

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

