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人の心をワクワクさせる
「光の庭」の施工例
人の心をワクワクさせる
「光の庭」の施工例

Lighting Meister Photo Selection

光の施工例
コンテスト

Vol.11
ライティングマイスター WEB へログイン後、

施工写真の投稿フォームより簡単にご応募できます。
〈 詳しくは応募手順をご覧ください。 〉

ライティングマイスター 検索

応 募 要 項

応 募 手 順

入 賞 特 典

ライティングマイスター
WEBサイトにて「ログイン」

ログイン後
「施工写真の投稿」を選ぶ

投稿フォームにて写真を投稿

step１ step2 step3

施工写真の
投稿

写真の添付と
コメントの入力
をして投稿

コンテストへの応募と同時にマイスターWEBへUPされ、お店のPRに！
グランプリ（1点）、準グランプリ（2点）、特別賞（1点）、入賞（15点程度）に賞品を贈呈します。

応
募
は
カ
ン
タ
ン
！

ライティングマイスター事務局 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F 〒101-0062　株式会社タカショー東京支店

TEL.03-5244-5650　FAX.03-5244-5652

［１現場、写真５枚まで添付可能］

送信された写真は、事務局でホームページに登録をします。登録が完了次第、メールにてお知らせいたします。

ログイン

ログインID、パスワードをお忘れの場合、ご不明な点などございましたら事務局までお気軽にお問い合わせください。

業界紙と
ホームページに掲載

オリジナル販促品を
プレゼント

オリジナル表彰状
&賞金授与

コンテストセレクト集を
プレゼント

受賞作品は業界誌やライティングマイスタ
ーHPの特設ページに掲載します。

オリジナル販促品を制作し、プレゼントします。
※グランプリ・準グランプリ・特別賞対象

（内容は変更する場合があります。）

オリジナル表彰状と、賞金を授与いたします。 応募者全員にコンテストセレクト集をプレ
ゼント。

特典 1 特典 2 特典 3 特典 4

応募者
全員

TAKASHO

LIGHTING MEISTER
第4回光の施工例コンテスト

グランプリ大賞
□□□□□□□□ 殿
貴社は第4回ライティングマイスター認定店

光の施工例コンテストに於いて

頭書の通り優秀な成績を修められました

よってその栄誉を称えここに表彰します

平成25年８月３１日 株式会社タカショー
代表取締役社長

高岡  伸夫

賞
金

入賞者全員
入賞者全員

応募写真について
●タカショーのライト製品を1点以上使用したものに限ります。
　展示会の施工現場は対象となりません。
●「タカショー庭空間施工コンテスト」やその他のコンテストと併用して応募できます。
●これまでの「光の施工例コンテスト」に応募されていない作品に限ります。
●1件の施工現場につき5枚までの写真を投稿できます。
　夜の写真と併せて昼の写真も投稿可能です。
●画像形式はJPEGで、画像サイズは縮小しないようお願いします。
●一社あたりの応募点数に制限はありません。

応募期間
～2021年9月17日（金）

審査方法
タカショー光の施工例コンテスト運営委員会にて一次審査を実施、
通過作品を10月7日、8日開催のタカショーガーデン＆エクステリアフェア会場内にて
社名を伏せた形で発表（掲載）し、ご来場者様の投票にて入賞作品を決定。
入賞作品の中から、社内選考にてグランプリ作品、準グランプリ作品を決定いたします。

結果の発表方法
●11月1日(月) 「プロの庭照明」
●その他、タカショーホームページ、ニュースリリース、業界誌等で発表します。

応募作品の扱いについて
●ご応募の際は、あらかじめその旨をお施主様にご説明のうえ、必ずご了承をいただいてください。
●ご応募いただいた施工写真の版権は当社に帰属するものとし、データ等は返却いたしません。
●施工写真は当社カタログやホームページ、展示会などに掲載・活用させていただく場合があります。



光に浮かぶパーゴラ
ケント・ハウス株式会社［北海道］

お子様と遊べるガーデンスペースは開放感
いっぱいに　癒樹工房 千葉支店［千葉県］
お子様と遊べるガーデンスペースは開放感
いっぱいに　癒樹工房 千葉支店［千葉県］

帰ってくるのが楽しみなアプローチ
株式会社パインズガーデン［千葉県］
帰ってくるのが楽しみなアプローチ
株式会社パインズガーデン［千葉県］

ナチュラル・シャドーライティング
クレアカーサ［千葉県］

和と洋の庭
有限会社フィールド［群馬県］

マイスターの皆様のWEBサイトは、
多くの応募で、さらに進化を続けます！

「ガーデン ライティング」のワードで検索サイトのトッ
プページにランクイン！ 庭にライトを入れてみたいと
考えているエンドユーザーに向けて、お店の作品を
発信するチャンスが高まります。

一時的なコンテストとは違い、当WEBサイトにて受
賞作品として紹介され続けます。作品を応募した施
工店紹介ページも用意されており、受賞歴が表示さ
れ、お店のPRにもつながります。

「facebook(フェイスブック)」「Instagram(インスタグ
ラム)」「Pinterest(ピンタレスト)」など、あらゆるSNS
に配信し世界中に拡散。興味をもつエンドユーザー
に届けます。

検索サイトの
トップページに
ランクイン！

サイトでいつまでも
PRし続ける
受賞歴と作品！

あらゆるSNSへの配信で
世界中に拡散し、エンド
ユーザーに届けます！

ガーデン ライティング 検索

以下のワードで検索

Google

YAHOO!

トップページ
に

ランクイン！
ひと目で分か

る

受賞歴でPR 施工店紹介
ページ

作品ページ

エンドユー
ザー

に届く！

Growing garden　株式会社little bear garden[福島県]Growing garden　株式会社little bear garden[福島県]

リゾートホテルのエントランスのようなアプローチ
株式会社ボックスウッド［茨城県］
リゾートホテルのエントランスのようなアプローチ
株式会社ボックスウッド［茨城県］

月と太陽をモチーフにした癒しのホームリゾート
癒樹工房 埼玉支店［埼玉県］
月と太陽をモチーフにした癒しのホームリゾート
癒樹工房 埼玉支店［埼玉県］

人を導く光のライン
パーチェフル/GRAZIE MILLE［滋賀県］

グランプリ大賞 準グランプリ大賞

戸恒浩人氏  特別賞戸恒浩人氏  特別賞

入賞入賞

応募するだ
けでお店の

PR につな
がります！

国内最大級の庭照明サイトに
ご応募・掲載しませんか？

庭照明・
庭仕事なら
マイスターに！

今
年
も
、タ
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ー
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施工例が集まるほど
エンドユーザーの
注目も集まります！

6000名
会員数

以上

光のアプローチ
中部建商株式会社［静岡県］
光のアプローチ
中部建商株式会社［静岡県］

湧き水と緑と灯りのある外空間
渡辺建築株式会社（IRODORI）［静岡県］

シンプルでさりげない配置
株式会社 クラシコ［岩手県］

パーゴラとデッキテラスのドッグガーデン
株式会社 Heal The Garden［神奈川県］

光のアプローチ
グリーン環境メンテナンス株式会社［大阪府］

非日常が日常に～Resort at home～
アロウズ ガーデン デザイン［長野県］

品格のある門構え
植光造園［奈良県］

リゾートガーデン、ガーデンセラピー
Garden studio 庭楽館［兵庫県］

サークルとライン
株式会社エフ［石川県］

贅沢な時間が流れるプライベートリゾート
株式会社ひまわりライフ®［兵庫県］

プライベートガーデンをアジアンに
株式会社風知蒼［神奈川県］

暖かな光が家族を出迎える家
株式会社ワンストーン［千葉県］

ぬくもりとおもてなしの心を再現したライティング
有限会社ソーケンサービス／マイ・パティオ［静岡県］

プライベートガーデンを楽しむための外構の
大胆リフォーム　D’s Garden［愛知県］

東京スカイツリーの照
明を手がけた世界に誇
る照明デザイナー
戸恒浩人氏より
特別賞を選出。

皆様の自信の作品をWEBサイトに応募・掲載しませんか？ ライ
ティングマイスターの皆様が応募・掲載した施工例写真は現在
1500件以上。庭の照明に特化した施工例サイトとしては、国内
最大級のサイトです。全国のマイスターの皆さまの作品を1つの
場所に集めることで、エンドユーザーへ向けた発信拠点として
の機能を高め、さらに進化を続けます！

皆様の自信の作品をWEBサイトに応募・掲載しませんか？ ライ
ティングマイスターの皆様が応募・掲載した施工例写真は現在
1500件以上。庭の照明に特化した施工例サイトとしては、国内
最大級のサイトです。全国のマイスターの皆さまの作品を1つの
場所に集めることで、エンドユーザーへ向けた発信拠点として
の機能を高め、さらに進化を続けます！

投票風景

GRAND PRIZE SECOND PRIZE

P R I Z E

SPECIAL PRIZE1500件
以上

現在の掲載施工例

光の施工例コンテストVol.10の受賞作品

癒しの空間をライティングでより魅力的な大人の
空間に　株式会社ベストエクステリア［岐阜県］

水盤リゾートガーデン
株式会社ハヤマホーム［兵庫県］


