
 
報道関係各位 

2022 年 2 月 16 日 
株式会社 LIXIL 

“いい住まい、いい暮らし”について考える業界最大級の住宅施工例コンテスト 

「LIXIL メンバーズコンテスト2021」大賞作品決定 

新築部門は「風景と暮らす池畔の家」、リフォーム部門は「日野町の古民家」が大賞を受賞 

 

株式会社 LIXIL は、2019 年 7 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までの２年間に“いい住まい、いい暮らし”

をいかに実現しているかを審査基準とした、優れた施工物件を表彰する「LIXIL メンバーズコンテスト

2021」を開催し、大賞作品 2 作品ならびに入賞作品を決定しました。（応募総数 2,446 作品。新築部門：

1,364 作品 リフォーム部門：1,082 作品） 

※2022 年 2 月 3 日（木）にオンライン配信にて、公開審査会と表彰式を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「LIXIL メンバーズコンテスト」は、LIXIL のリフォーム FC である LIXIL リフォームショップと LIXIL

の VC である LIXIL リフォームネットの他、スーパーウォール工法取扱い加盟店、マドリエ・イエココ加

盟店など、全国 14,000 社以上（2022 年 1 月時点）の Good Living 友の会の会員を対象に、2012 年よ

り実施している業界最大級の住宅施工例コンテストです。 

コンテストは新築戸建て住宅を対象とする“新築部門”と、リフォーム住宅を対象とする“リフォーム部門”

の 2 部門で構成され、各部門ともに上位 3 作品を選出し、公開審査会により大賞作品を決定したほか、地

域性も踏まえた優秀な施工物件などを表彰しました。 

“新築部門”の「大賞」には、池の畔の恵まれた敷地条件をいかしながら周辺の環境に溶け込む上品なプロ

ポーションと植栽計画が評価され、株式会社暮らしの工房さま（新潟県上越市）が施工した「風景と暮ら

す池畔の家」が選ばれました。また“リフォーム部門”では、親から受け継いだ江戸期の礎石建て古民家を

施主の想いに寄り添い、培った熟練の大工技術を活かした丁寧な設計・施工が審査員から評価を得た有限

会社ネヌケンさま（滋賀県甲賀市）施工による「日野町の古民家」が「大賞」を受賞しました。 

LIXIL はメンバーズコンテストを通じて“いい住まい、いい暮らし”について考え、上質な暮らしや空間を

実現する住生活環境の提供を目指していきます。 

 

  

新築部門「大賞」受賞作「風景と暮らす池畔の家」 

株式会社暮らしの工房さま（新潟県上越市）施工 

リフォーム部門「大賞」受賞作「日野町の古民家」 

有限会社ネヌケンさま（滋賀県甲賀市）施工 



 

＜参考資料＞ 

■新築部門「大賞」受賞作品 

作品名：「風景と暮らす池畔の家」 

施工：株式会社暮らしの工房 

【審査評】 

大賞候補の 3 作品はいずれも特徴的な作品でありながら、屋内と屋外の繋がりや断熱性の確保などに高

い意識でもって取り組まれており、難しい審査となった。その中でも近年の工務店の設計力向上を象徴

するような総合的な設計力の高さが評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リフォーム部門「大賞」受賞作品 

作品名：「日野町の古民家」 

施工：有限会社ネヌケン 

【審査評】 

既存住宅の端正なプロポーションを崩すことなく再生させた設計力と、それを実現した熟練の技術が評

価された。古民家再生では田の字型のプランを取り払い大きな居住空間とすることが多い中で、施主の

想いに寄り添いあえて田の字型のプランを残しただけでなく、さらに次の世代にも受け継いでいって欲

しいという願いを込めて、プロとして家族の成長に合わせた間取りの可変性や活用方法も提案されてい

る点が結果へとつながったと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■審査員総評 

新築だけでなくリフォームにおいても住宅の断熱性向上や、屋外空間までも含めた魅力的な設計提案の事例

が全体的に増えてきたように思う。一方で中古買取再販物件の増加や、単身者・恒例の親子または夫婦に対

する提案も見られ、コロナ禍がもたらしたライフスタイルや嗜好性の変化もあいまって、多様化するニーズ

に対し真摯に取り組む工務店の努力が感じられた。脱炭素に向けた取り組みが加速する中、住宅の高性能化

への取り組みを進めつつ、資材の高騰や職人不足への対応など難しい局面が続くと思われる。その中でも固

定観念を取り払った”突き抜けた”提案がこのコンテストでより多く見られるよう、奮闘を期待したい。 

リフォーム後                            リフォーム前 



 

■「LIXIL メンバーズコンテスト2021」上位入賞作品一覧 

・新築部門 

敬称略 

 

・リフォーム部門 

敬称略 

 

 

 

 

賞名 会社名 作品名

大賞 有限会社 ネヌケン 日野町の古民家

株式会社 アルティザン建築工房 景色を切り取ったピクチャーウィンドウの家

松代建設工業 株式会社 まつけんのリフォーム 祖父母の想いを継ぐ和モダンの家（K様邸）

LIXILリフォームショップ 竹内建設／竹内建設 株式会社 季節を感じる家・・・ K様邸

クラシタス 株式会社 モダン古民家の決定版 S様邸

株式会社 林藤ハウジング 大地に還る家

ミライエ建築工房 受け継ぐ家

LIXILリフォームショップ 松本建設／有限会社 松本建設 S様邸

株式会社 フォレストホーム S様邸

LIXILリフォームショップ アース／株式会社 アース 敷地13坪で叶えた築43年減築リノベ

スペースアップ 横浜店 2Fリビングで叶ったのびのび子育て空間

瀧口建設 株式会社 築65年をZEH仕様で快適に一新したリセット住宅

LIXILリフォームショップ ユニテ／株式会社 ユニテ N様邸リノベーション

LIXILリフォームショップ 一吉／一吉工業 株式会社 回遊動線のある間取りにした築50年の旧家

株式会社 上江工務店 K様邸

株式会社 アラカーサ K様邸

LIXILリフォームショップ クサネン／株式会社 クサネン 実家を住み継いで　リノベーション

株式会社 ＳＡＦＥ T様邸

株式会社 うずくぼ工房 Y様邸改修

LIXILリフォームショップ 村田工務店／有限会社 村田工務店 築120年古民家再生　継ぐ想い　I様邸

準大賞

地域最優秀賞

賞名 会社名 作品名

大賞 株式会社 暮らしの工房 風景と暮らす池畔の家

株式会社 バウハウス 広がる空と眺望を楽しむ家

にわとや／有限会社 モリタ 月灯りの庭いえ

有限会社 設計工房  アーキトレーヴ ゼロエネ健康住宅「空気がうまい家」Ｎ様邸

有限会社 西尾工務店 六供町の家

株式会社 柴木材店 暮らしを楽しむ家

LIXILリフォームショップ 小出工務店／株式会社 小出工務店 M様邸新築工事

株式会社 豊田工務店 KURIHASHI  BOX  1

株式会社 住工房スタイル 包み込むフラット平屋

明友建設 株式会社 アウトドアリビングの家

LIXILリフォームショップ 山下建設／山下建設 株式会社 おうち時間を楽しむ　MY STYLEの家

LIXILリフォームショップ 阿部建設／阿部建設 株式会社 斜めに開く庭の家

LIXILリフォームショップ SHOEI／正栄産業 株式会社 M様邸

株式会社 タイコーアーキテクト L字型の家

株式会社 山本建築工房 K様邸

ヤマダホーム 株式会社 A様邸

Livearth 堤の家

株式会社 テトラワークス 駅家の家

株式会社 建匠 『非日常』が日常になるお家

LIXILリフォームショップ ベルハウジング／株式会社 ベルハウジング 故郷を残し住み継がれる家

準大賞

地域最優秀賞



 

・各部門 

敬称略 

 

■応募要項  

１．応募資格  

「LIXIL リフォームショップ」「LIXIL リフォームネット」「スーパーウォール工法取扱い加盟店」、 「マ

ドリエ」・「イエココ」加盟店などいずれかの会員（GoodLiving 友の会 会員）であること  

 

２．対象作品  

・会員さまが設計または施工した物件であること。  

・主たる目的が住居であること。（店舗併用住宅含む） ※施設や店舗、モデルハウス不可  

・2019 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日までに完成し、引渡しが完了した物件であること。  

・応募に際し、お施主さまのご了承を得、「利用規約」に同意した物件であること。  

・LIXIL 商品を使用していること。  

・エコロジー賞にも応募する作品は住環境・地球環境に配慮するための設計・施工手法について、具体 

的な提案・実施内容を示すこと。  

・プレゼンテーション賞にも応募する作品は、実際にお施主さまに対して提案されたプレゼンテーショ 

ン資料を添付すること。  

・新築部門は戸建て住宅であること。（リフォーム部門はマンション等も可）  

 

 

 

 

賞名 会社名 作品名

株式会社 藤城建設 NOPPORO PLOT

株式会社 ＯＫＵＴＡ A様邸

株式会社 ファンデザインワークス 光の中での省エネでスマートな暮らし

株式会社 古田工務店 狭小地パッシブシティーH様邸

LIXILリフォームショップ 木村工務店／株式会社 木村工務店 家族の笑顔あふれるずっといたくなるお家

株式会社 小田原工務店 S様邸

LIXILリフォームショップ 協和建工／株式会社 協和建工 お家時間を楽しむ中庭のある家

株式会社 ウオハシ 築151年古民家を趣ある二世帯住宅に

十一屋工務店 魚屋の家

be RIS1NG 合同会社 ビルトインガレージの家

須藤建設 株式会社／SUDO ホーム MAのある家

LIXILリフォームショップ 森住建／株式会社 森住建 関のいえ

株式会社 ユーロプランニング 子供が喜ぶ楽しいおうち

株式会社 ナサホーム 梅田店 K様邸

LIXILリフォームショップ タナベ 野洲店／株式会社 タナベエナジー U様邸

有限会社 建人 Y様邸 SUTEKI-HIRAYA

道北振興 株式会社 N様邸

株式会社 エイダイハウジング
C様邸 ZERO-CUBE+BOX NY.STYLE（EIDAI

HOUSING ORIGINAL PLAN）

辰巳開発グループ ボタニカルガーデンハウス

西脇建設 株式会社 T様邸「海辺で心地よく暮らす家」

LIXILリフォームショップ 岡村工務店／株式会社 岡村工務店 防火地域に立つ木造耐火建築物の黒の家

渡辺建築 株式会社 家族が毎日の暮らしを楽しむ家

有限会社 根上建築 N様邸

株式会社 PASSIVE DESIGN COME HOME RCダブル断熱パッシブデザインの家

ディティール賞

エコロジー賞



 

3．審査委員  

審査委員長： 伊礼 智氏（伊礼智設計室 代表取締役）  

審査委員： 前 真之氏（東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授）  

審査委員： 古橋 宜昌氏（エクステリア&ガーデンアカデミー校 校長）  

審査委員： 木藤 阿由子氏（エクスナレッジ「建築知識ビルダーズ」編集長）  

 

4．新築部門／リフォーム部門 各賞  

大賞（2 件）    30 万円・楯  

準大賞（4 件）    10 万円・楯  

地域最優秀賞（34 件）   5 万円・楯  

ディティール賞（18 件）  5 万円・楯  

エコロジー賞（6 件）   5 万円・楯  

プレゼンテーション賞（2 件）  3 万円・楯  

地域優秀賞（34 件）   2 万円・楯  

地域特別賞（34 件）   楯  

敢闘賞（900 件程度）   楯  

※審査によっては該当なしの賞もあります。 

 

 

 

 

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 


