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Ｎｅｗｓ  Ｒｅｌｅａｓｅ      令和 4 年 1 月 20 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３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：檜木田 敦）は、令和３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、リアルでの実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の再拡

大により、ウェブ会議システム（Zoom）によるオンライン表彰式に変更し、開催いたしました。 

 

■ 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト 

・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「新しい生活様式とリビングのインテリア」 

・Ｂ部門「IoT とインテリア」 

【審査委員（敬称略）】 

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 

河内 英美子 インテリアコーディネーター 

松本 佳津  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 

 

 

報 道 資 料 

報道関係者各位 
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※審査会オブザーバー 

原田 富雄 （経済産業省 製造産業局 生活製品課 住宅産業室長） 

檜木田 敦 （（公社）インテリア産業協会 会長） 

冨田 順三 （（公社）インテリア産業協会副会長） 

 

・募集期間：令和３年 9 月 10 日～10 月 15 日 

・募集結果：応募総数 179 作品 

 

令和３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 部門 タイトル 氏名 所属 都道府県

経済産業大臣賞 新築 6つの庭がある家 川西　敦史 川西敦史建築設計事務所 兵庫県

インテリア産業協会会長賞 リフォーム 型式認定住宅のリノベーション 島　綾子 416アーキテクツ 大阪府

部門最優秀賞 新築 ワークライフバカンスを愉しむ家 田口　裕二 TAG設計室 京都府

部門最優秀賞 リフォーム 風景を加工する家 重松　英幸 フリーランス 東京都

部門最優秀賞 スタイリング モダニズムアートと暮らす
幕内　貞幸

横山　智広
株式会社OKUTA　LOHAS studio 東京都

部門優秀賞 新築 奥行と陰影がつくる多様な居場所 鈴木　崇真 鈴木崇真建築設計事務所 愛知県

部門優秀賞 リフォーム １つの空間で立体的に暮らす 矢田　朝士 ATELIER-ASH 京都府

部門優秀賞 スタイリング 30年振りに時を愉しむ世界へ… 寺田　由実 Design interieur Terada Yumi 東京都

特別審査員賞 スタイリング マチュアな大人のインテリア 安藤　眞代 studio Ma 大阪府
 

 

■課題分野 

受賞名 部門 タイトル 氏名 所属 都道府県

製造産業局長賞 Ａ「新しい生活様式とリビングのインテリア」 No Border 出山　裕美 スペースデザインカレッジ　東京校 千葉県

インテリア産業協会会長賞 Ａ「新しい生活様式とリビングのインテリア」 RE:ver living 小田　栞里 スペースデザインカレッジ　大阪校 大阪府

部門最優秀賞 Ａ「新しい生活様式とリビングのインテリア」 色と光のアンビエンス
藤代　舞

髙塚　玲菜
東京電機大学大学院 神奈川県

部門最優秀賞 Ｂ「IoTとインテリア」 merihari 菅原　茶美 千葉工業大学 東京都

部門優秀賞 Ａ「新しい生活様式とリビングのインテリア」 おうちじかん
中野　菜穂子

飯島　知賀子
アコールプラス一級建築士事務所 東京都

部門優秀賞 Ｂ「IoTとインテリア」 Enrich Flower 松土　佳樹 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「新しい生活様式とリビングのインテリア」 共生の器 原口　拓也 神戸大学大学院 兵庫県

特別審査員賞 Ｂ「IoTとインテリア」 めぐるクローゼット 谷中　萌 スペースデザインカレッジ　東京校 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 

小林 正樹 （公社）インテリア産業協会 ＫＳ資格普及啓発委員会 委員長 

檜木田 敦  （公社）インテリア産業協会 会長 

 

・募集期間 ：令和３年 8 月 1 日～9 月 30 日 

・募集結果 ：応募総数 148 作品 

 

・受賞者 受賞作品一覧  

 (次ページに記載) 
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令和３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 

受賞名 タイトル 名前 所属 都道府県

インテリア産業協会会長賞・Bテーマ 小さい家の大きなキッチン
小滝 健司

高藤 万葉
TOASt一級建築士事務所 東京都

部門最優秀賞・Aテーマ 食品ロス削減×ふれあいキッチン

大嶋 恭子

田中 かずさ

齋藤 芳徳

茨城大学 茨城県

部門最優秀賞・Bテーマ 緑の中で料理する…そして食す 石上 芳弘 YIA イシウエヨシヒロ建築設計事務所 大阪府

アンチエイジング・キッチン 長村 真希 スペースデザインカレッジ 東京校 東京都

とれいんキッチン 篠部 有花 スペースデザインカレッジ 大阪校 兵庫県

発酵＆グラノーラKitchen 本郷 真理子 スペースデザインカレッジ 大阪校 兵庫県

みんなの駅キッチン

藤田 彩那

齋藤 芳徳

木村 優花

茨城大学 茨城県

部門優秀賞・Bテーマ Aimon/エモン 山本 ちなつ Atelier G.R.J. 京都府

めぐるキッチン 浜口 理恵 スペースデザインカレッジ 東京校 東京都

Cooking　Tour 志村 恵美 スペースデザインカレッジ 東京校 神奈川県

Tasty Stage
小田 貴彦

鈴木 圭佑
株式会社高橋茂弥建築設計事務所・北嶋工業株式会社 静岡県

キッチンは友達 久保 結菜 浜松日建工科専門学校 静岡県

右使い　左使い 山本 実穂 椙山女学園大学 愛知県

避難所TOMMOROWキッチン 二之湯 真理子 スペースデザインカレッジ 京都校 京都府

Connect kitchen 奥平 菜摘 スペースデザインカレッジ 大阪校 大阪府

Kajihave（カジハブ） 原田 彩花 スペースデザインカレッジ 大阪校 大阪府

キッチンから始まる団らん母屋 宮沢 雅美 スペースデザインカレッジ 大阪校 大阪府

空きコマクッキング 山本 有里菜 京都府立大学 大阪府

炎・円・縁〜えんが紡ぐえん〜 大石 慎太朗 神戸大学大学院 兵庫県

山を眺め、光を呼び込むキッチン 安藤 祐介 安藤祐介建築空間研究所 東京都

探求する場所 佐々木 達郎 株式会社佐々木達郎建築設計事務所 東京都

庭と暮らす食卓

東郷 由紀

矢崎 一

賀島 太郎

株式会社OKUTA　LOHAS studio 東京都

夫婦の絆を紡ぐキッチン 平野 永子 HRNアーキテクツ 大阪府

部門優秀賞・Aテーマ

奨励賞・Aテーマ

奨励賞・Bテーマ

 

 

▼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 

 


