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磐田市西貝塚550-1

浜松市浜北区染地台5-7-8
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湖西市古見697-1

愛知県名古屋市緑区篠の風2-251
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DIY
グランプリ
作品集 主催／株式会社エンチョー　　

後援／静岡県地域女性団体連絡協議会、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、
　　　静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、あさひテレビ、静岡第一テレビ、メ～テレ（順不同）

つくる楽しさ
つくる喜び。
つくる楽しさ
つくる喜び。

● DIYグランプリ 全部門の中から選出した最も優れた作品

● 一般工作大賞 一般工作部門の中から選出した最も優れた作品

● ジュニア工作大賞 ジュニア工作部門の中から選出した最も優れた作品

● エコアイデア大賞 エコアイデア部門の中から選出した最も優れた作品

● ガーデニング大賞 ガーデニング部門の中から選出した最も優れた作品

● リフォーム大賞 リフォーム部門の中から選出した最も優れた作品

● テーマ大賞 テーマ部門の中から選出した最も優れた作品

【今年のテーマは「わが家の安全対策」】

テーマ：みんなが笑顔になるDIY



ENCHO DIY GRANDPRIX

DIYグランプリ

ENCHO DIY GRANDPRIX

一般工作部門

　皆様の暖かいご支援のお陰をもちまして「エンチョー

ＤＩＹグランプリ」は本年で18回目を迎えました。今回

の応募作品数は756作品に上り、ＤＩＹ愛好者の層の

厚さを力強く感じました。

　応募いただいた作品はどれも、皆さまの知恵と工夫

が一杯詰まった秀作揃いで、作られた方々の熱意が

強く伝わってきました。審査にあたりましては、いずれの

作品も甲乙つけがたく、例年通り非常にレベルの高い

選考となりました。

　今年の作品テーマ「みんなが笑顔になるＤＩＹ」の

通り、どの作品も見ている人の心をなごませ、ゆっくり

眺めていると自然に笑みがこぼれてきました。

また今年は、小振りながら細部にわたって様々な工夫

が施され、見る人の目をハッと驚かせる精巧な作品が

多かったのも印象に残りました。

　テーマ別にみますと、「わが家の安全対策」部門では、

防災意識の高まりを反映して、実用的かつアイデア

あふれる作品が沢山寄せられました。「ジュニア工作」

部門では、子どもらしい想像力豊かな作品が多く、個性

あふれる工夫に感心いたしました。

　これからも多くの方々にＤＩＹの楽しさを伝え、「創る

よろこび」を楽しんでいただける環境作りに努力して

まいります。皆さまの、ご理解とご支援を心よりお願い

申し上げます。

株式会社エンチョー
代表取締役社長　遠藤 健夫

第18回 エンチョーDIYグランプリ

審査委員

（有）菅沼技研
DIYアドバイザー

菅沼  勝次

静岡朝日テレビ
「エンジョイDIY」司会者

林  マヤ

静岡県地域女性団体
連絡協議会 監事

中嶋  幸子

日本家庭園芸普及協会
グリーンアドバイザー

金尾  幸恵

富士常葉大学
社会環境学部 教授

山田  辰美

静岡県地球温暖化防止活動
推進センター センター長

佐藤  博明

直接からだに触れる座面は木の温かみを感じら
れるように、小さなWood Blockをアイアンと一緒
に格子状に編み込んであります。お尻の丸みに添
わせるためにウェーブさせた座面は、前後どちら
からでも座れる背もたれのないベンチと、腰まで
ホールドするチェアーのふたつのかたちに変形す
ることができます。

Nagomiチェアー

金子  誠 （54才・浜松市）

制作ポイント

作品名

制作者

一般工作部門

PRIX

お気に入りのコーヒーカップを飾れ
るカップボードをさがしていたので
すが、なかなか好みのものが見つか
らなかったので作ることにしました。
それぞれの部屋に1つずつLED電球
をつけ、ディスプレイして楽しんでい
ます。お客様も｢どのカップで飲もう
かな｣と、楽しんでくれます。

ライティング
カップ ボード

小山  幹二（53才・御殿場市）

制作ポイント

制作者

大賞大賞

作品名

審査会風景

21
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ENCHO DIY GRANDPRIX
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ENCHO DIY GRANDPRIX

一般工作部門
ENCHO DIY GRANDPRIX

ENCHO DIY GRANDPRIX

ジュニア工作部門
ENCHO DIY GRANDPRIX

テーマ部門 「わが家の安全対策」
IX

線路に汽車を乗せて、鉄道
らしさをアピールしました。

制作ポイント

おもしろい扉が
いっぱい楽しいな！

隈倉  冴子
（59才・神奈川県藤沢市）

家の中の多目的キッズハウス
(4段ベット・勉強部屋)

大賞大賞

静岡新聞社賞静岡新聞社賞 静岡朝日テレビ賞静岡朝日テレビ賞

制作者

安部川  宏行
（42才・神奈川県平塚市）

制作者作品名

　　　　　どこでもこたつ
ニックネーム｢ＫＯ・ＴＡ・Ⅱ｣

鈴木  雅人（12才・静岡市）

作品名

制作者

ちりとり

児島  大和（9才・浜松市）

作品名

制作者

夢の家ドリームハウス

中島  萌美路・ひなた（9才・7才・静岡市）

作品名

制作者

もっきん

稲葉  早紀（7才・静岡市）

作品名

制作者

わが家の安全対策
幸福を呼ぶ鳥居

飯尾  勇治（60才・富士市）

作品名

制作者

つっぱりガーディアン（守護者）

石木  孝弘（48才・富士宮市）

作品名

制作者

家具やしめ隊の取り組み

家具固定ボランティアグループ家具やしめ隊

作品名

制作者

2連水車

鈴木  徳二（57才・浜松市）

作品名

制作者

銀河鉄道

長谷川  朝陽（11才・静岡市）

作品名

制作者

食器棚

渡邊  将和（38才・袋井市）

作品名

制作者

和室用パソコン机

土屋  豊（65才・愛知県豊橋市）

作品名

制作者

ドールベビーカー

川口  美之（58才・富士宮市）

作品名

制作者

神社模型

谷米  正雄・妙子（59才・56才・静岡市）

作品名

制作者

戦闘機、アメリカ軍 ムスタング

堀  文雄（67才・富士宮市）

作品名

制作者

らせん収納棚

鈴木  正明（63才・島田市）

作品名

制作者

木製燈籠 兼 収納箱

藁科  泰弘（44才・藤枝市）

作品名

制作者

　♪咲いた～咲いた～
スリッパの花が～♪・スタンド

倉澤  松弘（51才・静岡市）

作品名

制作者

作品名

洋服タンスの上の空きスペースに普段使用しないスーツケースや
衣装ケースを収納できるように落下防止のための補助具を製作し
ました。補助具はアジャスターでタンスと天井をしっかり固定。タン
スと天井の間に補助具を3個入れ、補助具と補助具の間に棒を通す
ことで収納物が飛び出さないようにしました。タンスの上の空きス
ペースを埋めることでタンス自体の転倒防止にも役立ちます。

たんすの上の補助

井島  淑隆（51才・浜松市）

作品名

制作者

大賞大賞

制作ポイント

静岡新聞社賞静岡新聞社賞

43
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ENCHO DIY GRANDPRIX

エコアイデア部門

ENCHO DIY GRANDPRIX

リフォーム部門

ENCHO DIY GRAND ENCHO DIY GRANDPRIX

ガーデニング部門
DPRIX

今、東日本大震災による原発事故で電力不足なので、電気のい
らない生活に役立つものをつくることを目標にしました。風の
抵抗が少ない羽の形や、たくさんの風を送れる角度を考えまし
た。チェーンも自然の温かさをイメージし、木だけで1つ1つ丁
寧に組んでいきました。使わない時はオブジェとしても楽しめ
ます。この手動扇風機を回す人たちが花のように明るい笑顔に
なってくれたらいいなという思いを込めて作りました。

市販のバーゴラをホームセンターやネットで探しましたが、思ったものが無い為、パイン材と鉄筋を
使い自分で作りました。作成方法はつる薔薇用に、パイン材を加工し穴を開け鉄筋を打ち込みまし
た。各部分を別々に作り、設置場所で組み立てました。（天井面×1、横面×2、裏面×1）その他に飾り
として、風見鶏と十字架を取り付けました。塗装は水性ガーデニング用ウォルナット使用。道はレンガ
を引き詰めています。アーチと棚は入り口の物と同じ方法で作成しました。制作時期には時期的に
花があまり有りませんが、春には薔薇と花水木、クリーピングタイム等の花が咲きます。まだ制作途
中ですので、また考えて増設します。

Before

After

After

After

After

Ｆｌｏｗｅｒ Ｗｉｎｄ

都築  絵美利（17才・静岡市）
制作者

作品名

うちの庭(裏庭のバーゴラとアーチ)

加藤  章行（51才・浜松市）
制作者

作品名

アマゾンジャラの屋外水栓

吉田 龍矢（48才・藤枝市）
制作者

作品名

作品名

ペンキは楽しい魔法だ！！

太田 みおり（36才・島田市）
制作者

オシャレで便利な雨水タンク置台

岡本  達也（49才・袋井市）

作品名

制作者

ごきげんいかがな扉

田上  正枝・浩（44才・沼津市）

作品名

制作者

Ｌｏｕ ｃａｆｅ（ロウカフェ）

勝又  道男（42才・御殿場市）

作品名

制作者

ぬくもり

濱道  知（61才・沼津市）

作品名

制作者

大賞大賞 大賞大賞

大賞大賞

制作ポイント

静岡朝日テレビ賞静岡朝日テレビ賞静静静静静岡岡岡岡朝朝日日日 賞賞賞賞静岡朝日テレビ賞静静静静静静岡岡岡岡岡岡岡岡朝朝朝朝朝朝日日日日テテテテテテテレレレレレレビビビビビビビビ賞賞賞賞賞静岡朝日テレビ賞

昨年に続き、アマゾンジャラを
使った作品です。ガーデニング
が大好きな妻が、もっとガーデ
ニングが楽しく便利に出来る様、
リフォームしました。

制作ポイント

Before

Before

Before

屋根の上の癒し空間

外木  英則（58才・富士市）

作品名

制作者

竹灯籠

斉藤  勝江（61才・富士市）

作品名

制作者

雨の日は傘、晴れたらソーラークッキング

宮崎  政行（64才・浜松市）

作品名

制作者

花壇

星野  由美子（42才・静岡市）

作品名

制作者

フラワートピアリー

櫻井  紀美子（43才・三島市）

作品名

制作者

秋の気配の寄せ植え

惟村  真由美（52才・富士宮市）

作品名

制作者

レンガベンチのある庭

大杉  岳司（33才・磐田市）

作品名

制作者

樹陰と花の庭

安藤  祐貴子（63才・富士市）

作品名

制作者

 My ちっちゃいガーデン

蔦井  裕美 （32才・東京都）

作品名

制作者

塩田川のチューリップ（街、花いっぱい運動）

高部地区連合自治会

作品名

制作者

制作ポイント
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ENCHO DIY GRANDPRIX

エコアイデア部門

ENCHO DIY GRANDPRIX

リフォーム部門

ENCHO DIY GRAND ENCHO DIY GRANDPRIX

ガーデニング部門
DPRIX
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ジャンボエンチョー富士店

ジャンボエンチョー富士西店

ジャンボエンチョー富士宮店

ジャンボエンチョー御殿場店

ジャンボエンチョー沼津店

ジャンボエンチョー静岡店

ジャンボエンチョー下川原店

ジャンボエンチョー清水店

ジャンボエンチョー清水鳥坂店

ジャンボエンチョー藤枝店

ジャンボエンチョー吉田店

ジャンボエンチョー相良店

ジャンボエンチョー菊川店

ジャンボエンチョー掛川店

ジャンボエンチョー磐田店

ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店

ジャンボエンチョー浜松店

ジャンボエンチョー浜松南店

ジャンボエンチョー湖西店

ジャンボエンチョー鳴海店

ジャンボエンチョー蟹江店

ジャンボエンチョー高蔵寺店

ジャンボエンチョー岡崎店

ジャンボエンチョー豊橋神野店

ジャンボエンチョー白井店

ホームアシスト

ホームアシスト清水駒越店

富士市永田北町4-5

富士市松岡592

富士宮市万野原新田3736-1

御殿場市新橋755-1

沼津市下香貫前原1481-2

静岡市駿河区大和2-3-25

静岡市駿河区下川原2-4-45

静岡市清水区袖師町1455

静岡市清水区鳥坂860

藤枝市築地1-7-30

榛原郡吉田町片岡3718-1

牧之原市波津3-11

菊川市土橋306

掛川市大池2849

磐田市西貝塚550-1

浜松市浜北区染地台5-7-8

浜松市中区高丘東5-1-26

浜松市南区新橋町398

湖西市古見697-1

愛知県名古屋市緑区篠の風2-251

愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヰノ割16-5

愛知県春日井市中央台1-1-2

愛知県岡崎市大平町薮下28-1

愛知県豊橋市神野新田町字口ノ割188-1

千葉県白井市冨士137-2

駿東郡清水町玉川61-2

静岡市清水区駒越北町8-1

0120-956-861

0120-956-870

0120-956-871

0120-956-881

0120-956-862

0120-956-863

0120-094-800

0120-956-867

0120-956-885

0120-956-880

0120-956-866

0120-956-865

0120-956-876

0120-956-864

0120-956-884

0120-500-734

0120-917-026

0120-956-875

0120-956-877

0120-956-869

0120-956-874

0120-956-882

0120-956-883

0120-500-198

0120-956-873

0120-956-878

0120-500-163

DIY
グランプリ
作品集 主催／株式会社エンチョー　　

後援／静岡県地域女性団体連絡協議会、静岡県地球温暖化防止活動推進センター、
　　　静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、あさひテレビ、静岡第一テレビ、メ～テレ（順不同）

つくる楽しさ
つくる喜び。
つくる楽しさ
つくる喜び。

● DIYグランプリ 全部門の中から選出した最も優れた作品

● 一般工作大賞 一般工作部門の中から選出した最も優れた作品

● ジュニア工作大賞 ジュニア工作部門の中から選出した最も優れた作品

● エコアイデア大賞 エコアイデア部門の中から選出した最も優れた作品

● ガーデニング大賞 ガーデニング部門の中から選出した最も優れた作品

● リフォーム大賞 リフォーム部門の中から選出した最も優れた作品

● テーマ大賞 テーマ部門の中から選出した最も優れた作品

【今年のテーマは「わが家の安全対策」】

テーマ：みんなが笑顔になるDIY


