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株式会社タカショー

タカショーガーデン＆エクステリアライティングマイスター認定店
「第 7 回

の

コンテスト

結果発表

全国のライティングマイスター認定店を対象に開催の『第 7 回光の施工コンテスト』は、タカショ
ーガーデン＆エクステリアフェアの会場でのお客様の投票により、入賞作品が決定いたしました。
株式会社タカショー（本社：和歌山県海南市 代表取 叓社 高岡伸夫 ジャスダック 7590）は、全国
1739 店のライティングマイスター認定店を対象に、
で 7 回 となる「光の施工 コンテスト」を
タカショーガーデン＆エクステリアフェアの展示会場にて開催致しました。
応募頂いた作品の中から、一次審査を通過した 135 作品を展示、ご来場頂いたお客様による投票により、
グランプリ大賞 1 点、準グランプリ大賞 2 点、シリウスライティング フィスの叐
人卓の特厌賞 1
点、入賞 24 点の受賞作品を決定致しました。

●受賞作品
入賞作品、コンテストの詳細はライティングマイスターのウェブサイトでご覧頂けます。
URL： http://lightingmeister.takasho.jp

会社名： EARTH GARDEN 様 （大阪府）
作品名： 『ずっと眺めていたくなるライティング』

＜コメント＞
まるでリゾートホテルのエントランスのようなアプローチ。スロープ両サイドのステップの足元にＬＥＤバー×ガラスゴ
ロタを め匸み、幻想的な光で玄関まで いてくれます。上がっていく道中や上がり卲った時に えてくる景色を想 し、
思わず歩いてみたくなるようなファサード空間を演出しました。疲れて帰って来た時も幻想的な灯りで心も体も癒されま
す。道 く人も ち厙まり、 とれてしまうようなライティングになりました。

会社名： 渡辺建築株式会社（ IRODORI ） 様 （静岡県）
作品名： 『帰ってきたときにほっとする数秒間』
＜コメント＞
帰りが遅いご主人をはじめご家族皆様が帰ってきた
ときにほっとできるような玄関まわりにしました。日
中は季節の移ろいを感じ、夜は日中とは違った表情を
愉しんでいただける空間です。
「温泉に来たみたい！」
とき き遊びに来るお さんの んなお匟 がうれ
しいです。

会社名： アロウズ ガーデン デザイン 様 （
作品名： 『トータルライティング』

県）

＜コメント＞
静な卫 地の中で、 ときわ都会的に
を つ夜
の 。帰 する家族だけでなく、 灯の厮ない道を歩
く歩
にも勣心感を えています。却用した照明
具は実に 20 種類で 40 個以上ですが、ほぼ全てを電
球色に統一し、やさしい印象のライティングデザイン
に。ライトアップした木々が風に揺れ、動きのある幻
想的な雰囲気を楽しませてくれます。

会社名： ハンワホームズ株式会社 様 （大阪府）
作品名： 『夜の印象も楽しめる様に演出』
＜コメント＞
植栽を照らすアップライトの他、スリットフェンス用
格子材の灯り、凹凸のある壁面を照らすグランドライ
トの灯りと、夜の印象も楽しめる様にしっかりとライ
ティングの計画を提案しました。
＜叐 卓コメント＞
光が美しい数ある作品の中で、 （シルエット）で
せる
手 、 卟なライトアップ、 材を せるライティン
グが上手にバランスよく構成されている点を評価し
ました。

【24 点】

（都道府県順）

株式会社 光園 様
(勾海道)
『光がつくるグラデーション』

エクステリアモミの木 花巻店モデッロ 様
(岩手県)
『イタリアのパティ
癒しの庭』

株式会社 little bear garden 様
(福島県)
『光と風』

株式会社マツザキガーデン 様
(福島県)
『リゾートガーデン』

有限会社フィールド 様
(群馬県)
『建物と生きるモノトーンデザイン』

癒樹工房 さいたま支店 様
(埼玉県)
『都会の夜に灯るナイトレストラン』

有限会社 心工業 様
(埼玉県)
『くつろぎの空間「浴室の坪庭」
』

株式会社大興 様
(埼玉県)
『ファサードの灯り』

株式会社ボックスウッド 様
(千 県)
『 から感じる木 と灯り』

クローバーガーデン 八王子店 様
(東京都)
『和みのエクステリア』

三栄造園株式会社 様
(東京都)
『癒しのアウトドアリビングガーデン』

ワンガーデン／有限会社東海エクステリア 様
(岩手県)
『白亜を照らすナイトガーデン』

【24 点】

株式会社ＬＡＮＤ-ＨＡＧ 様
(神 川県)
『リゾートで過ごす癒しの空間』

エクステリア＆ガーデン
(富山県)

ＺＡＴ 様

（都道府県順）

Heavens Garden 様
(神 川県)
『lighting FLOOR」
』

勾

エクステリア株式会社 様
(石川県)

株式会社 Smile Garden 様
(神 川県)
『プロバンスモダン』

株式会社スタイル 様
(静岡県)
『リゾート空間』

『リビングとカフェスペースから眺められる
中庭』

『光あふれる!!!遊べる＆癒しのアウドドアリ
ビング』

京阪グリーン株式会社 様
(滋賀県)
『光の迎賓館』

株式会社 CML 様
(大阪府)
『つるバラでつくる、「夜の風景」を楽しむナイトガーデニング』

庭楽館/㈱富士川商事ヤシロ店 様
(兵庫県)
『幻想的な癒しの空間』

Smile Garden D’s 様
(兵庫県)
『家族憩いの空間』

株式会社エバーグリーンエクステリア 様
(岡山県)
『壁の中の光』

エクステリア工房清光園 様
(岡山県)
『現代風庭園』

●タカショーガーデン＆エクステリアフェアでの投票風景

●当社が目指す姿
ガーデニング・エクステリア用品に特化した当社が実現したいのは「ガーデンセラピー」による社会
貢献です。園
は認半 の匨 な にも 卵があると匟われ、
に い
をもたらすことは
学的に証明されています。ヨーロッパでは国が推奨する取り組みにもなっています。人間が本能的に持
つ「癒されたい」「リラックスしたい」という気持ちにお応えする商品を提供することで、人々の暮ら
しをより いものにしていきたいと卛えています。
「
をたのしむ」
「心をおだやかにしたい」といっ
た人間が遺伝子的に持っている部分にもアプローチできるような、ラインナップと対応 を勮みに、
様々なお客様の「ガーデンライフ」の充実に貢献します。
＜＜株式会社タカショー 会社概要＞＞
◆営業本部所在地：
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9 KDX

ノ匍ビル 2F

◆本社所在地：
〒642-0017 和歌山県海南市南
◆事業内容：
・環境エクステリア（インドア及びアウトドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発
・ガーデン用品の輸出入販売
・エクステリア商品のソフトウェア開発販売
・CAD,C.G.ソフトウェアの提供及び叀 業務

◆ホームページ：http://takasho.co.jp

【本コンテストに関するお問い合わせ先】
株式会社タカショー
ライティングマイスター事務局 岡本
電話：03-5244-5651
FAX：03-5244-5652
メールアドレス：tim@takasho.co.jp

