
 

報道関係各位 

2021 年 12 月 9 日 

株式会社 LIXIL 

「LIXIL エクステリアコンテスト 2021」大賞は 
株式会社岡本ガーデンさま（大阪府）の“夫婦で寛げる庭” 
～応募総数 5,531 件のエクステリア施工作品の中から大賞作品を決定～ 

 

株式会社 LIXIL は、「LIXIL エクステリアコンテスト 2021」において、2021 年 5 月 21 日から 7 月 20 日ま

での期間に応募のあった 5,531 作品の中から、大賞を含む入賞作品 334 作品を決定しました。 

「LIXIL エクステリアコンテスト」は、エクステリアデザインのトレンドを発信する場として、当社のエク

ステリア製品を使用した施工実績写真を募集し、その中から優秀な作品を表彰するもので、今回で 44 回

目となります。 

 

「ファサード部門」、「ガーデン部門」、「まちな

み部門」、「エクステリアリフォーム部門」の 4

部門のうち、最高賞である『大賞』に輝いたの

は、株式会社岡本ガーデンさま（大阪府／エク

ステリアリフォーム部門）の作品。“子育てを

終えた夫婦がゆっくりと寛げる庭”をコンセ

プトに、狭小スペースを上手く活かし、頭上の

フレームやルーフと床のデザインの一体感を

出し、ふんだんな植栽をバランスよく組み合

わせることで、奥行きと心地よさを感じさせ

るエクステリアへと格上げした点において高

い評価となりました。 

 

 

また、「エクステリアと家族の幸せ部門」の『ニコニコ大賞』には、自由で開放的なリゾート風ガーデンで

とびっきりの笑顔が弾けるお子様と愛犬をとらえたカエデスタイル株式会社さま（福岡県）の作品を選定し

ました。さらに、今年新設した動画賞には、エクステリアの魅力を立体的に表現した 4 作品を選定しました。 

 

今回のコンテストの入賞作品は、当社ホームページ（https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/）でご覧

いただけます。また、2022 年発行の各種カタログや雑誌などでも紹介してまいります。 

 

■審査員長総評：古橋 宜昌氏 

1978 年にスタートしたこのコンテストは今年で 44 回目となりました。まだコロナの影響が続く中にも関

わらず、全国から 5,531 点ものご応募をいただき、誠にありがとうございました。 

最終審査によりこの中から金賞、銀賞、銅賞を 40 作品、ニコニコ大賞、ニコニコ賞を 11 作品の合計 51

作品を選出させていただきました。この数は応募総数の約 0.9％という非常に狭き門となります。選ばれ

た作品はどれも今後のエクステリアの方向性やトレンドを感じさせてくれる素晴らしいものであると確

信しております。 

今年の応募作品の特徴としましては、いわゆる大型物件は少なく規模の小さな作品が多かったようですが、

逆に言えばエンドユーザーにとって身近に感じられる、手の届くエクステリアが多かったので、自宅の規

模に置き換えてイメージがしやすく、色々な気づきを与えてくれる作品が多かったと感じます。これから

自宅のエクステリアを検討しようとしている方々にとって、このコンテストの受賞作品が良いヒントとな

れば幸いです。 

大賞作品 株式会社岡本ガーデンさま（大阪府） 

https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/


 

＜参考資料＞ 

■「LIXIL エクステリアコンテスト 2021」上位賞受賞作品 

 大賞作品「エクステリアリフォーム部門」 株式会社岡本ガーデンさま（大阪府） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

お子様が大きくなり、ゆっくりと寛げるお庭というコンセプトのもとにデザインしました。狭小地では

ありますが、それを活かし植栽をふんだんに使用し、G フレーム、G スクリーンで程よくプライバシー

を確保し、奥行き感が感じられるように工夫しております。テラス席に座ると、G ルーフでお隣からの

視線を止められており、ストレスなく寛いでいただけるようになっております。G スクリーンを使用し、

遠近感がしっかりと感じられ、さりげなく間取ることで広くなったような気がしております。プラス G

は広いスペースよりも、このような狭小地を最大限に活かせるものだと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 ニコニコ大賞作品「エクステリアと家族の幸せ部門」 カエデスタイル株式会社さま（福岡県） 

＜施主さまのコメント＞ 

 

特に気に入っているところは屋根付きのテラスと水盤。屋根があることで日中は日差しを遮ることがで

き、夜はライトアップすることで明るくオシャレな空間を作ることができるので、昼夜問わずお庭を一

つの「部屋」として楽しめています。壁泉の位置や大きさなどもこだわっていただき、流れる水の音が

本当に癒しになっています。愛犬はドッグランとして喜んで走り回っていますし、子どもが大きくなっ

たらお庭で BBQ やプール遊び、ガーデニングなどをやってみたいですね。カエデスタイルさんのおか

げで理想が形になりとても満足しています。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用製品】デッキDS、プラスG（Gスクリーン、Gフレーム、Gルーフ）  

Gフレーム 

Gルーフ テラスタイプ 

【採用製品】デザイナーズパーツ、プラスG（Gフレーム、Gルーフ）、床タイル、美彩 

※施工前画像 



 
 金賞作品「ファサード部門」 株式会社スタジオ・クレドさま（愛知県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

新築から数年経過したリフォーム案件です。雨の日も玄関から濡れずに車へ乗りたいとのご希望でした
ので、プラス G とプラス G のカールーフをご提案させていただきました。物置や自転車など生活感の
あるものは G スクリーンで目隠しをし、品格のあるエントランスに仕上がりました。お施主様と共に設
置の高さや照明の配置なども考え抜き、心から満足していただけたので嬉しく思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金賞作品「ガーデン部門」 株式会社深田土建「エクステリア工房」（埼玉県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

コロナ禍により家で過ごす時間が増えたのでお庭を活用したいとのご要望をいただきました。G フレー
ムとＧスクリーンで空間を創造しました。新作の外付けの格子も駆使し、植栽、ライトアップでお庭で
過ごす時間を楽しんでいただけそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金賞作品「まちなみ部門」 株式会社中央住宅 マインドスクエア事業部さま（埼玉県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

今回の公園計画は市への寄贈が前提であり、デザインとともに検査に関わる照明に大いに苦心いたしました。
特にこだわったのが夜間照明で、美彩の 60W トランスを 3 代フルに使用し、この後建築する分譲地に使用
する美彩をシンボリックに配置しました。また、正面が病院という立地のため多くの人が憩いの場として安
らげるパーゴラを設けましたが、新商品の 150 角のモジュールがこの公園の大きさにぴったりのスケール
でした。アーチを作ることで印象も大きく変わり、ここをくぐることで住民の安らぎのスペースとなること
を目的としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用製品】プラスG（Gスクリーン、Gフレーム、Gルーフ） 

【採用製品】デザイナーズレール、プラスG（Gスクリーン、Gフレーム、Gルーフ）、美彩 

【採用製品】プラスG（Gウォール、Gスクリーン、Gフレーム）、アーキレール、スリットライン、美彩 



 

■受賞作品一覧（敬称略） 
※受賞作品の並び順は、都道府県および五十音順で掲載しています。 

※大賞は 4 部門（「ファサード部門」、「ガーデン部門」、「まちなみ部門」、「エクステリアリフォーム部

門」）の金賞作品から、「エクステリアリフォーム部門」の作品が選ばれました。 

 

表彰 店名 所在地 

大賞 株式会社岡本ガーデン 大阪府 

 

A：ファサード部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 株式会社スタジオ・クレド 愛知県 

銀賞 住友林業緑化株式会社 宮城県 

L-design L.I.M Inc. 愛知県 

株式会社タケウチ 熊本県 

銅賞 有限会社アークふくしま 埼玉県 

株式会社 DESIGN CODE 長野県 

株式会社 SOTOKARA 静岡県 

株式会社日出山 愛知県 

株式会社グローヴアーツ 大阪府 

株式会社ハシグチガーデン 奈良県 

有限会社エクスガーデン川本 愛媛県 

株式会社ティーズデザイン 福岡県 

 

B：ガーデン部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 株式会社深田土建「エクステリア工房」 埼玉県 

銀賞 株式会社アロウズガーデンデザイン 長野県 

カエデスタイル株式会社 福岡県 

グランド工房 久留米店 福岡県 

銅賞 株式会社ジーランド 宮城県 

株式会社はる 福島県 

東京セキスイハイム株式会社 埼玉支店 埼玉県 

株式会社ベストガーデン 東京都 

有限会社豊勝硝子店 愛知県 

株式会社グローヴアーツ 大阪府 

株式会社タケウチ 熊本県 

ガーデン光房 一ツ葉店 宮崎県 

 

C：まちなみ部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 株式会社中央住宅 マインドスクエア事業部 埼玉県 

銀賞 株式会社中央住宅 戸建分譲設計本部 設計一部 埼玉県 

銅賞 積水ハウス株式会社 埼玉南支店 埼玉県 

株式会社リバーフォレスト 福井県 

 

 

 

 

 



 

D：エクステリアリフォーム部門 

表彰 店名 所在地 

銀賞 TIERRA MAGICA 岐阜県 

Raise 工房 大阪府 

グランド工房 筑紫野店 福岡県 

銅賞 株式会社叶屋 福島県 

大矢建工株式会社 千葉県 

有限会社佐藤硝子センター 岐阜県 

PLACE COLOR 静岡県 

柴垣グリーンテック株式会社 愛知県 

株式会社タクミテーブル 愛知県 

カエデスタイル株式会社 福岡県 

有限会社 TS テクノ 福岡県 

E：エクステリアと家族の幸せ部門 

表彰 店名 所在地 

ニコニコ大賞 カエデスタイル株式会社 福岡県 

ニコニコ賞 窓庭館 株式会社トヨタトーヨー住器 群馬県 

エク navi（有限会社野路工業） 千葉県 

ポラスガーデンヒルズ株式会社 千葉県 

株式会社三栄建築設計 神奈川県 

有限会社新光園                                        ※2 作品受賞 新潟県 

カエデスタイル株式会社                                ※2 作品受賞 福岡県 

シャイニーガーデン 株式会社二光                       ※2 作品受賞 福岡県 

特別賞：動画賞、NEW プラス G 賞、Best Compact Design 賞 

表彰 店名 所在地 

動画賞 株式会社ガーデン倶楽部                               ※動画はこちら 栃木県 

株式会社 DESIGN CODE                                ※動画はこちら 長野県 

株式会社清光園                                       ※動画はこちら 岡山県 

シャイニーガーデン 株式会社二光                      ※動画はこちら 福岡県 

NEW プラス G 賞 有限会社 groom 茨城県 

カレンフジ株式会社 静岡県 

株式会社ハシグチガーデン 奈良県 

Best Compact Design 賞 

 

株式会社ベストガーデン 東京都 

有限会社ガーデンクリエイト 兵庫県 

グランド工房 西福岡店 福岡県 

 

■開催概要 
「LIXIL エクステリアコンテスト 2021」の開催概要につきましては、下記ホームページよりご確認下さい。 

https://www.biz-lixil.com/contest/exterior/ 

・2020 年 5 月 18 日発表プレスリリース：「LIXIL エクステリアコンテスト 2021」開催 

https://www.lixil.com/jp/news/pdf/2021051001.pdf 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社 LIXIL（http://www.lixil.com/jp/） 

本社：東京都江東区大島 2-1-1 LIXIL WING ビル 

広報 酒井（TEL：070-5598-6061） 

※このリリースは、LIXILホームページ（ URL: https://www.lixil.co.jp/ ）でも発表しています。 

https://youtu.be/r-CC85xbwyI
https://youtu.be/92ctPXdS_To
https://youtu.be/WvVPP9Z1dS8
https://youtu.be/hHjS5mdJFPc
https://www.lixil.com/jp/news/pdf/2021051001.pdf


 

About LIXIL 

LIXIL は、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、

お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。

ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEM をはじめとする数々の製品ブランドを通して、

世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約 55,000 人の従業員を擁

し、世界 150 カ国以上で事業を展開する LIXIL は、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で 10 億人以

上の人びとの暮らしを支えています。 

株式会社 LIXIL（証券コード: 5938）は、2021 年 3 月期に 1 兆 3,783 億円の連結売上高を計上しています。 

LIXIL グローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/ 

LIXIL Facebook（グローバル向け）：https://ja-jp.facebook.com/lixilglobal/ 

LIXIL Facebook（日本国内向け）：https://www.facebook.com/lixilcorporation 


