
ジェルコ リフォームコンテスト2020 デザイン部門 入賞作品 42作品

 応募作品 合計 428点
No 会社名 設計 施工管理 タイトル 邸名 所在地

1 有限会社徹
トオ

庚
コウ

ハウジング

建築設計事務所 くうかんの森プランニング

建築設計事務所 くうかんの森プラン

ニング 川瀬かおり 有限会社徹庚ハウジング 三浦
ミウラ

徹
トオル

～還暦を機に庭付き一戸建てへ～亡き施

主からの継承・再生への決意
H様邸 北海道

2 東京ガスリノベーション株式会社 山内 京子 宮内
ミヤウチ

 督
マサ

令
ヨシ リビングを町の図書館に N様邸 神奈川県

3 ホームテック株式会社 entrie 鈴木
スズキ

 栄弥
エミ

澤
サワ

 雄太
ユウタ 土間に光がそそぐ家 T様邸 東京都

戸建
4 株式会社カスケホーム 西山 智絵 福島 芳樹 暮らしを穏やかに、ひとやすみ M様邸 岡山県

マンション
5 株式会社OKUTA LOHAS studio  デザインチーム 猫と陽だまり～生家リノベーション～ T様邸 埼玉県

リビングダイニング
6 株式会社オノヤ 大谷 真史 想い出と過ごす家 車塚仁悦様邸 宮城県

キッチン
7 株式会社マイホームデザイン 関根 幹夫・稲井 和彦 ⾧谷川 直也

まるでカフェのような憧れの対面キッチ

ンへリフォーム N様邸 宮城県

サニタリー
8 株式会社OKUTA LOHAS studio  デザインチーム

ENGAWA～猫と私の理想のランドリー

空間～ A様邸 神奈川県

個室
9 株式会社育暮家ハイホームス 寺坂 麿

終の居場所は「こころの健康リフォーム」で

誕生 杉山様邸 静岡県

外まわり
10 株式会社近畿ハイム・テック千里 テック千里 設計チーム

昔年のお城（砦）風をイメージした門構

え K様邸 大阪府

玄関・ホール
11 株式会社土屋ホームトピア 安永 千晶 田代 大祐 思い出の回廊～地域の歴史と祭りの交差点～ N・T様邸 北海道

戸建
12 株式会社フレッシュハウス 樋田明夫・鈴木新吾 ゴロゴロ空間・今日は早く家に帰ろう H様邸 東京都

戸建
13

株式会社ドクターリフォーム・サンセイ 佐藤 弘人 吉澤 孝之 『姉妹の実家』結んで暮らして H様邸 栃木県

戸建
14 株式会社カスケホーム 山田 真司 黒田 昭夫 ディテールで織りなす心地良い空間 Y様邸 岡山県

戸建
15

アイシン開発株式会社「アイシンリブラン」 足立 拓哉
無駄に広くて使いにくい→適切区画で使

いやすい T様邸 愛知県

戸建
16 株式会社土屋ホームトピア 本居 優美 武藤 宏光

パブリックエリアとパーソナルエリアの

有る家 Y様邸 北海道

マンション
17 株式会社マエダハウジング 立迫 ひとみ 正木 陽

木のぬくもりとコレクションに囲まれる

空間 F様邸 広島県

マンション
18 株式会社スタイル工房 於保 誠之 山口 展明 眺望を活かした家族のくつろぎ空間 U様邸 神奈川県

マンション
19 株式会社ゆめや 梶本 聖子

人も物も自分の居場所を持とう!!''物が片

付き、居心地の良い住まいへ'' K様邸 兵庫県

マンション
20 東京ガスリノベーション株式会社 村岡 絵麻紀 家族「一人」でもホッとできる家 S様邸 東京都

マンション
21 アイ・エス・ガステム株式会社 品川 正俊 松浦 ありさ

Camp Home ～就寝分離・食寝一体

～ S様邸 千葉県

リビングダイニング
22 株式会社マエダハウジング 沖野 久美 坂内 大暉

被災を乗り越えて～亡き父と共に暮らす

家～ K様邸 広島県

リビングダイニング
23 株式会社松元建設 米田 健志 家族の時間 Y様邸 宮崎県

リビングダイニング
24 株式会社リビング春日井 L-Styleデザインチーム

減築で叶った、陽の光降り注ぐあったか

リビング H.S様邸 愛知県

リビングダイニング
25 株式会社リビング春日井 L-Styleデザインチーム

外側の部屋ばかりを使う暮らし、改善！

家族が集まる快適な暮らし K様邸 愛知県

キッチン
26 株式会社タナカ住建 石丸 貴浩 野口 智明 我が家のパーフェクトディスタンスキッチン T様邸 広島県

キッチン
27 株式会社OKUTA LOHAS studio  デザインチーム キッチン KATARAI N様邸 神奈川県

サニタリー
28 株式会社アレックス 坂野 隆一 宮崎 雄二

デットスペースも活かしたオートクチュール

サニタリー J様邸 東京都 

個室
29 ホームテック株式会社  entrie 北島 一広 齋藤 一輝 こころほどいて K様邸 東京都

個室
30 喜多ハウジング株式会社 キタデザインチーム 玄関の位置変更で同居のお悩み解決 Y.W様邸 石川県

個室
31 ホームテック株式会社 entrie 鈴木 栄弥 坂本 光昭

青空で繋がる、それぞれの居ドコロと遊

びゴコロ K様邸 東京都

新人賞 32 有限会社トウケンホーム 岩室 美由紀 坂本 淳 親子で楽しむシンプルライフ N様邸 東京都

新人賞 33 株式会社green建築工房 田坂 涼 田坂 涼 隠し部屋のある家 黒崎様邸 大阪府

新人賞 34 株式会社筑豊住建 宮田 望 田中 重利
和室二間をガレージへ～これからの人生

を楽しむ古民家リノベーション～ Y様邸 福岡県

新人賞 35 もりた住機設備株式会社 藤田 宗矩 藤田 宗矩 生まれ変わってお出迎え 堤 正人様邸 佐賀県

ワークスペース賞 36 株式会社フレッシュハウス 鈴木 新吾・樋田 明夫 築50年、家族の幸せの時間 U様邸 神奈川県

着実賞 37 株式会社サンプロ サンプロ DESIGN WORKS 減築リノベ～建替えＮＧの救世主～ N様邸 ⾧野県

Barn Reborn賞 38 株式会社カスケホーム 小川 未沙紀 森永 基史 Barn Reborn１ T様邸 岡山県

チャレンジライフ賞 39 株式会社CONYJAPAN 塚本 碧 再出発～Change my Life A様邸 神奈川県

エシカル賞 40 株式会社ドクターリフォーム・サンセイ 佐藤 弘人 坂田 成道
『住み継げば、エシカルじゃない？』～

新婚夫婦セルフリノベで再生 S様邸 栃木県

スモールスペース賞 41 株式会社OKUTA LOHAS studio  デザインチーム
共稼ぎ子育て世帯に嬉しい～ミマモル・

ツナガル書庫inリビング～ O様邸 千葉県

終活賞 42 喜多ハウジング株式会社 キタデザインチーム ５０代から始める終活 T.T様邸 石川県

後援：国土交通省／経済産業省

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター／一般社団法人住宅リフォーム推進協議会／公益社団法人インテリア産業協会

／一般社団法人マンションリフォーム推進協議会／キッチン・バス工業会／一般社団法人リノベーション協議会

塩ビ工業・環境協会／一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人マンション計画修繕施工協会

／日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／一般社団法人ベターライフリフォーム協会／一般社団法人日本塗装工業会／

一般社団法人リフォームパートナー協議会／一般社団法人全建総連リフォーム協会／一般社団法人住生活リフォーム推進協会／一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会

協賛：三協アルミ／株式会社シップ／ジャパン建材株式会社／株式会社ソーゴー／大建工業株式会社／大和ハウス工業株式会社／ＴＯＴＯ株式会社／株式会社ノーリツ／株式会社ＬＩＸＩＬ／リリカラ株式会社
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優
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2020/10/14

賞名

全国最優秀賞

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理

支援センター理事⾧賞

一般社団法人住宅ﾘﾌｫｰﾑ推進協議会

会⾧賞


