
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 LIXILは、「LIXILエクステリアコンテスト 2019」において、2019 年 5 月 8 日から 7 月 22日

までの期間に応募のあった 6,687作品の中から、大賞を含む入賞作品 348作品を決定しました。 

「LIXILエクステリアコンテスト」は、エクステリアの設計・施工技術の向上を図るとともに、入賞作

品を施工事例として多くの方々に活用していただくことを目的に、LIXILのエクステリア商品を採用いた

だいた全国の販売施工業者さまやお施主さまからエクステリアの施工写真やエクステリアでの笑顔あ

ふれる生活を表現した写真を募集し、特に優れた作品に対して表彰するものです。 

最高賞である『大賞』には、「ファサード部門」、「自然浴エクステリア部門」、「まちなみ部門」、「エク

ステリアリフォーム部門」があり、それぞれの金賞作品のうち、街並みと馴染み繊細で美しく設計さ

れたデザインが高い評価となった有限会社田主丸緑地建設さま（福岡県／ファサード部門）の作品を選

出しました。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、明るく開放的なガーデ

ンルーム「ココマ」の中で、楽しむ家族の笑顔をとらえた株式会社 GARDEN四季さま（新潟県）の作品

を選定しました。さらに、特別賞として発売 5周年を迎えたエクステリアライト「美彩」を魅力的に演

出している作品に「美彩ベストプラン賞」、宅配ポストが魅力的な作品に「宅配ポスト賞」などを選出し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のコンテストの入賞作品は、12月 11日より当社ホームページ（ http://www.lixil-extcontest.com/ ）

に掲載し、2020年発行の各種カタログや雑誌などでも紹介します。 

 

 

 

 

 

大賞作品 有限会社田主丸緑地建設さま（福岡県） 

報道関係各位 

応募総数６，６８７件のエクステリア施工作品の中から 

「ＬＩＸＩＬエクステリアコンテスト２０１９」大賞作品を決定 

～有限会社田主丸緑地建設さま（福岡県）の作品が受賞～ 

2019年 12月 11日 
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＜参考資料＞ 

■「LIXIL エクステリアコンテスト 2019」上位賞受賞作品 
１．大賞作品 

 有限会社田主丸緑地建設さま（福岡県） 

＜審査員のコメント／古橋 宜昌＞ 

南側に道路がある敷地に建てられた大きな住宅ですが、道路と建物の間のスペースが狭く道路から

室内が丸見えになってしまうことが懸念されるケースです。しかし、建物のボリューム感にも負けな

い、存在感のあるウォールとそれらを柔らかく繋ぐ高木のバランスが美しく、エクステリアと建物が

一体になったような作品となっています。単に壁で隠すのではなく、足元に低く積まれた自然石積み

や、アルミの格子を組み合わせて魅せる工夫も満載です。壁の内側にはカーポート SC をテラス屋根

としてデザインされた空間があり、雨の日でも楽しめる、プライバシーが守られた静寂なテラススペ

ースが創られています。ガーデンファニチャーはもちろんですが小物や照明にもこだわりをもってデ

ザインされたことが伝わってきます。ファサードにおいても光の出方にこだわった照明が複数配置さ

れており、美しい夜の表情を見せてくれています。駐車場ゲートと一体化したエントランスまわりも、

フレーム効果により、より一層玄関周りを美しく見せているのもこの作品の大きな特徴となっていま

す。 

＜受賞店さまのコメント＞ 

セミクローズスタイルでカースペースを有する事と建築、並びに街並みとリンクするエクステリア

デザインがお施主様のご要望でした。大型のデザインタイルの美しさと当社オリジナル商品で魅せる

美しいアプローチは、デザイナーズパーツと自然石を融合させる事によりシンプル且つ重厚感をだし

ました。一つのオブジェとなるカースペースとデザイナーズパーツを組み合わせた美しい水平ライン

を演出し、建築とグランドラインを一体化させました。グレー、ブラックで建築に安定感を与え、石

積みやグリーンフローで街並みに馴染ませると共にエクステリアのこれからの可能性をテーマに佇ま

いを追求しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用商品】デザイナーズパーツ、アルメッシュフェンス、カーポート SC、美彩 
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２．ニコニコ大賞作品 「エクステリアと家族の幸せ部門」 

 株式会社 GARDEN四季さま（新潟県） 

＜施主さまのコメント＞ 

ガーデンルームは建物の中にいるのに外の空気が感じられて、そこにいるだけでとてもリラックス

できます。ガーデンルームに続く部屋のカーテンや窓も開けていることが多くなり、以前よりも部屋

全体に日の光が入り明るくなりました。寒い日や雨の日も出られるので、これまであまり使えていな

かったウッドデッキで過ごす時間がとても増えました。 

 

【採用商品】ココマ 

 

 

３．エクシオールベストプラン賞作品  

 グランド工房 久留米店さま（福岡県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

ガーデンルームと手入れいらずのお庭を希望でした。ココマの前面フルフィックスを採用し、植栽

とライト入れることで、お庭とガーデンルームを分断せず、中からもお庭を楽しめつつ、人工芝で遊

ぶお子さんも見える作りに。道路からの目隠しと、全体の空間を繋ぐために、プラス Gの Gスクリー

ンとフレームを採用することで、お庭全体に一体感を演出しています。 

 

【採用商品】ココマ、プラス G（Gスクリーン・G フレーム） 

 

 

４．金賞作品 「自然浴エクスエリア部門」 

 有限会社創園社さま（群馬県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

建物の設計と外構のプランを並行して進めたので、理想の庭づくりに成功しました。 

お庭一面にタイルを張り、雑草に悩まされないメンテナンスしやすいお庭にしました。 

緑鮮やかな植栽や、新鮮な空気を感じることで普段のコーヒーも格別な味わいとなることでしょう。 

 
【採用商品】プラス G（Gルーフ） 
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５．金賞作品 「まちなみ部門」 

 小野建株式会社さま（大分県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 
FY-1L型 特注M合掌仕様に、地元名産品の日田杉（木材）をデザインとして付けられた仕様で

す。施工調整には苦労しましたが、駅舎とマッチングしたデザインで日田市の玄関口としてランドマ
ークになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【採用商品】フラットヤード FY型 

 

 

６．金賞作品 「エクステリアリフォーム部門」 

 株式会社ベストエクステリアさま（岐阜県） 

＜受賞店さまのコメント＞ 

年数の経った数寄屋門を中心とした和風の門周りを、現代的和モダンな門周りへイメージを変えま

した。プラス G の柱・屋根・スクリーンの配置は機能的にも外観的にも工夫しています。カラーは、

天井材を建物の外壁に、柱・梁・スクリーンを建物の柱・梁にそれぞれ合わせ、門扉・フェンスの木

目はそれらを繋ぐラスティックオークを選択し、調和を取っています。開き門扉 AAやフェンス AAの

リアルな落ち着いた木目は、和風建築のテイストに馴染んでいます。冬は手前に植えた落葉樹を枝の

みでも魅せ、また夜は構造物や緑の陰影も楽しめます。 

 

リフォーム前 

  リフォーム後 
 
【採用商品】開き門扉 AA、フェンス AA、デザイナーズパーツ、プラス G（G スクリーン・G ルーフ）、美彩、スピーネ、エクスポス

ト 

 

 

■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」、「自然浴エクステリア部門」、「まちなみ部門」、「エクステリアリフ

ォーム部門」）の金賞作品から選ばれた作品です。 

 

表彰 店名 所在地 

大賞 有限会社田主丸緑地建設 福岡県 
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A：ファサード部門 

表彰 店名 所在地 

銀賞 エクステリア正田建材 有限会社 EXSHO LIVING GARDEN 群馬県 

センスオブリゾート株式会社 岐阜県 

D's Casa×D's Garden 愛知県 

株式会社 neutral 愛知県 

Momohanaya 広島県 

銅賞 有限会社アークふくしま 埼玉県 

株式会社癒樹工房 埼玉県 

グランドマム株式会社 東京都 

株式会社ガーデンポット 愛知県 

株式会社岡本ガーデン 大阪府 

ハンワホ－ムズ株式会社 大阪府 

株式会社清光園 岡山県 

株式会社ベストホーム 岡山県 

Momohanaya 広島県 

株式会社橘埼玉県 徳島県 

 

B：自然浴エクステリア部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 有限会社創園社 群馬県 

銀賞 株式会社グリーンケア 宮城県 

株式会社エコ.グリーン設計 埼玉県 

garden house assiette 愛知県 

銅賞 外部空間デザイン・グラン株式会社 大阪府 

Assemble Garden 兵庫県 

三晃システム株式会社 徳島県 

株式会社スリーウッド 愛媛県 

シャイニーガーデン 株式会社 二光 福岡県 

 

C：まちなみ部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 小野建株式会社 大分県 

銀賞 株式会社リバーフォレスト 福井県 

銅賞 株式会社タカサワマテリアル 長野県 

AJEX 株式会社 東京都 

 

D：エクステリアリフォーム部門 

表彰 店名 所在地 

金賞 株式会社ベストエクステリア 岐阜県 

銀賞 有限会社日新ホームサービス 埼玉県 

株式会社山翠園 京都府 

カエデスタイル株式会社 福岡県 

銅賞 グリーンステージ 福井県 

オールグリーン 清州店 愛知県 

D's Casa×D's Garden 愛知県 

株式会社リーフ 大阪県 

たかはし造園 愛媛県 
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エクシオールベストプラン賞 

表彰 店名 所在地 

エクシオール 

ベストプラン賞 

グランド工房久留米店 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 株式会社 GARDEN 四季 新潟県 

ニコニコ賞 欧州の庭さき EGSY 埼玉県 

株式会社庭遊館 岐阜県 

外部空間デザイン・グラン株式会社 大阪府 

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

アウテリアタイガー株式会社 熊本県 

 

特別賞：美彩ベストプラン賞、宅配ポスト賞 

表彰 店名 所在地 

美彩ベストプラン賞 ライト造園株式会社 兵庫県 

宅配ポスト賞 

 

東京セキスイハイム株式会社 埼玉支店 埼玉県 

株式会社徳永工業 埼玉県 

ポラスガーデンヒルズ株式会社 千葉県 

株式会社本森園 東京都 

株式会社 neutral 愛知県 

株式会社岡本ガーデン 大阪府 

株式会社ベストホーム 岡山県 

Momohanaya  広島県 

シャイニーガーデン 株式会社 二光 福岡県 

自然浴工房 佐賀県 

 

■開催概要 
「LIXILエクステリアコンテスト 2019」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。 

・2019年 5月 8日発表プレスリリース：「LIXILエクステリアコンテスト 2019」開催 

https://newsrelease.lixil.co.jp/news/pdf/2019050801.pdf 

 

 

 

■LIXILについて 
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75,000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。 

LIXILなどのブランドを展開する、株式会社LIXILグループ（証券コード: 5938）は、2019年3月期に1兆8,326

億円の連結売上高を計上しています。 

 

LIXILについて：www.lixil.com/jp、https://www.facebook.com/lixilcorporation/ 

https://newsrelease.lixil.co.jp/news/pdf/2019050801.pdf
http://www.lixil.com/jp
https://www.facebook.com/lixilcorporation/

