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コンテスト結果発表

ＴＯＴＯ・ＤＡＩＫＥＮ・ＹＫＫ ＡＰ ３社共同開催

「ＴＤＹリモデル(※)スマイル作品コンテスト 2019」
ｓ
入賞作品決定
～十人十家、夢をかなえるリモデル提案～
ＴＯＴＯ、ＤＡＩＫＥＮ、ＹＫＫ ＡＰ（以下、ＴＤＹ）は、「ＴＤＹリモデルスマイル作品コンテスト 2019」において
多数の応募のなかから、このたび入賞作品を決定しましたのでお知らせします。
このコンテストは、家族構成・ライフスタイルに合わせた空間へのリモデル、憧れの暮らしをかなえるリ
モデルなど、さまざまなお客様の要望を満たした作品を継続して紹介することにより、リモデル需要の活
性化を推進する活動です。ＴＤＹの商品を採用したリモデル事例を、｢テーマ別部門｣「部位別部門｣の 2 部
門で募集しました。応募作品の中から「全国最優秀賞」、「ＴＤＹ総合リモデル賞」と、各部門の最優秀賞、
優秀賞、審査員奨励賞などを選出し、合計 85 点の入賞作品を決定しました。
ＴＤＹでは、人それぞれが想い描くライフスタイルに寄り添った、夢をかなえるリモデルを提案しており、
10 人いれば 10 通りのくらしの想いがあることから、“十人十家”というコンセプトテーマを掲げています。
今回のコンテストでは、様々な暮らしの想いが詰まった作品が多数寄せられました。
なお入賞作品は、2 月 26 日からＴＤＹリフォーム情報サイト「https://re-model.jp/tdy/contest」でもご覧
いただけます。
（※）リフォームを通して新しい生活スタイルを約束すること。それが、TOTO、DAIKEN、YKK APの提案する「リモデル」です。
単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、お客様の期待以上の新しい生活スタイルをお約束します。

全国最優秀賞（十人十家のリモデル）
作品タイトル： 「古民家リモデルの処方箋！」
株式会社 創造工舎 （フラン真美ヶ丘店） （奈良県橿原市）
K 邸（築 66 年／戸建住宅）

◆ リモデルのポイント
お施主様の生活スタイルに寄り添って古民家をリモデル。南側の
和室2間と縁側部分をLDKにしました。梁や差し鴨居を活かし、天
井は現して古色塗装で仕上げ、床の黒色のコルクタイルで新旧の
バランスとメリハリを演出。建具や箪笥、解体材料の再利用などコ
スト面にも配慮しました。

◆ 審査員からのメッセージ
構造や建具などの古民家の魅力を引き出し、色使いと直線的なデ
ザインの相乗効果で、ダイナミックな中に凛とした美しさを感じる空
間になりました。造作のキッチンカウンターや、壁に設けた小さな
障子窓など配慮ある工夫も秀逸です。
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ＴＤＹ総合リモデル賞
作品タイトル：「～つかずはなれず～ 心地よい夫婦の距離感」
株式会社 サンビック （埼玉県さいたま市）
N 邸（築 24 年／マンション）

◆ リモデルのポイント

◆ 審査員の講評

ご夫婦の程よい距離感をテーマに、小上がりの畳、小下が
りのリビング、ワークスペースなど“居場所”を作り、高さを
変えることで互いの目線がズレるように配慮しました。気配
は感じながらも、干渉しすぎない空間としました。

同じ空間にいても高さを変えて距離感を保つという発
想が見事です。ワークスペースの本棚に多孔ボードを
採用して通風を確保したり、LDK から一直線に移動で
きる動線など、生活のしやすさも細部まで考えられてい
ます。

審査員
西岡麻里子氏 （一級建築士・アトリエ楽 一級建築士事務所主宰）
竜口隆三氏 （西日本工業大学研究センター客員教授・博士（人間環境デザイン学））

応募作品にみるリモデル作品の傾向（審査員の講評）
年々、着実にレベルアップが感じられるTDYリモデルスマイル作品コンテストですが、今回はそれが明確に
表れたコンテストとなりました。全体的なプランニングの傾向としては、インテリア性やデザイン性の高い作品が
増加。古民家風、北欧風、ナチュラルテイストなど、お施主様の要望をセンス良くまとめたテクニックが目を引き
ました。お子さんと楽しく暮らすためのアイデアや、高齢者が安心して生活できる配慮など、家族のライフスタイ
ルに合った、遊び心やオリジナリティーある工夫が施された作品もあり、昨年と比べると、より自由な発想で空
間づくりをしている作品が多く見られました。実例シートにおいては、写真や誌面のレイアウト、文章のまとめ方
まで、レベルの向上が顕著に感じられました。今回、テーマ別部門には「家族の想いを動かすリモデル」を新設。
リモデルに踏み切る決め手となったアプローチや提案など、お施主様をリモデルに導いた過程を評価のポイン
トとしました。それだけに、リモデルのプランニング力、実例シートのプレゼンテーション力ともに優れた作品が
多く寄せられ、全国最優秀賞もこの部門に応募された作品から選出されました。
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テーマ別部門 最優秀賞
部門

作品タイトル

応募店名

家族構成・
年齢変化に伴う
リモデル

「マイペース二世帯
スタイル」

（株）サンプロ
サンプロリフォーム

憧れの暮らしを
かなえるリモデル

「見せる収納で
“男前”な我が家」

(株)マエダハウジング
五日市店

快適な暮らし
実現のための
リモデル

「住み心地の良い
和モダンな家」

（株）リビング春日井

【新テーマ】
家族の想いを
動かすリモデル

「リフォームの道のり
から将来の夢へ」

喜多ハウジング（株）
小松店

応募作品

部位別部門 最優秀賞
部門

作品タイトル

応募店名

キッチン・
リビング

「男子チューボーに
入るべし！」

神戸三晃
設備工業（株）
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応募作品

部門

作品タイトル

応募店名

バス・洗面所

「一人になれる時間を
下さい bathtime
please !」

（株）ゆい・リビング

トイレ（住宅）

「green&New York Style !」

（株）河原工房

窓・玄関・
外まわり

「そよ風と太陽をお家に」

（株）スタイル工房

自由空間

「ICOU ～憩う～」

喜多ハウジング（株）
金沢店

4

応募作品

ＴＤＹリモデルスマイル作品コンテスト募集部門 （募集期間：2019 年 8 月 1 日（木）～10 月 31 日（木））
■ 全国最優秀賞

1 作品

（賞状、賞金 10 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

1 作品

（賞状、賞金 8 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

（十人十家のリモデル）
■ ＴＤＹ総合リモデル賞

■ テーマ別部門 （4 テーマ）
最優秀賞

各テーマ 1 作品

（賞状、賞金 5 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

優秀賞

各テーマ 3 作品

（賞状、賞金 3 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

審査員奨励賞

各テーマ 5 作品

（賞状、賞金 1 万円＋作品パネル）

マンション特別賞

各テーマ 1 作品

（賞状、賞金 1 万円＋作品パネル）

最優秀賞

各テーマ 1 作品

（賞状、賞金 5 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

優秀賞

各テーマ 2 作品

（賞状、賞金 3 万円＋作品パネル＋表彰式ご招待）

審査員奨励賞

各テーマ 6 作品

（賞状、賞金 1 万円＋作品パネル）

■ 部位別部門（5 テーマ）

■ ＷＥＢエントリー特別賞

6 作品

（賞状、賞金 1 万円）

■ その他の賞
ブロック別部門 優秀賞

15 作品 （賞状、賞金 3 万円＋作品パネル）

ブロック別部門 奨励賞

約 130 作品 （賞状）

ﾘﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾞ店会部門 全国賞（＊）

10 店会

ﾘﾓﾃﾞﾙｸﾗﾌﾞ店会部門 ブロック別優秀賞（＊）

13 店会 （賞状、賞金 5 万円）

(賞状、賞金 3～10 万円)

（＊）：リモデルクラブ店会とは、各地のリモデルクラブ店有志で結成されたネットワークです。
各々が情報交換・相互研鑽をすることで地域のお客様に選ばれるお店づくり、売上拡大をめざして
います。全国の店会の中で優秀な成績を収めた上位 10 店会と、13 ブロック別に各 1 店会を表彰します。
（注）表彰式ご招待はリモデルクラブ店のみ対象です。

以 上

※ここに掲載されている情報は発表時のものであり、ご覧になられている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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