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月日のたつのは早いもので、この「エンチョーDIYグランプリ」も今回で第20回
目を迎えました。私どもの提供しておりますテレビ番組「エンジョイDIY」も放送
開始から30年がたちジャンボエンチョーとともに皆様へDIYの楽しさをお伝え
してまいりました。振り返りますと長年さまざまことを継続することにより、驚く
べき発見があります。それが「エンチョーDIYグランプリ」です。回を重ねるたび、
皆様からご応募いただく作品のレベルが高くなる一方、DIYを楽しむ層が広
がって来ていると言うことです。住まいを補修改善することから暮らしを自分ら
しく楽しむカタチに変わってきました。それが応募いただく作品に反映されて
おります。本年も、全国各地から868作品もの数多くの作品が寄せられました。
主催者として大変感謝しております。ご応募頂きました作品の審査には、毎回
新しいアイデアや表現に出会う楽しみがある一方、数値化できないものを順位
付けするという難しさが同居しており、今年もその両面を味わいました。今回は
20回記念としてDIYを楽しむ層が広がってきたことを反映すべく、女性の方を 
対象に「DIY女子部門」、地域団体や学校などの方対象に「団体部門」も新設し、幅広
い方々から多くの作品をお寄せ頂きました。特に女性からの応募は年々増えてきて
おります。これにより今後の展開の大きなアイデアを頂きました。個々の皆様はもち
ろんのこと、DIY女子や地域の団体の皆様へのますますの発展のため私どもは全力
で支援させていただきます。

また、今年4月より私どもにとりまして、『創業75周年／ホームセンター開設40周
年』を向かえさせて頂きます。この40年目を機に皆様への感謝を「エンチョーDIY
グランプリ」をはじめ、様々な企業活動を通じ、DIYの楽しさ、素晴らしさをお伝えでき
るようより一層努力してまいりますので、変わらぬご理解、ご支援を心よりお願い
申します。

株式会社エンチョー
代表取締役社長　遠藤 健夫

第20回  エンチョーDIYグランプリ

審査委員

静岡県地域女性団体
連絡協議会 監事

秋山  珠美

日本家庭園芸普及協会  
グリーンアドバイザー

金尾  幸恵

常葉大学富士キャンパス
社会環境学部 教授

山田  辰美

（有）菅沼技研
DIYアドバイザー

菅沼  勝次

静岡県地球温暖化防止活動推進
センター  ゼネラルマネージャー

服部  乃利子

（有）キフリ
代表取締役

番匠  智香子

SATV「エンジョイDIY」
司会者

林  マヤ
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DIYグランプリ

製作のポイント
ままごとハウスは次男が誕生し長
年、妻と共にあたためてきた構想を
試行錯誤の上ようやく形にしたもの
です。なかなかイメージ通りにでき
ず苦労した部分もありましたが我が
家の息子たちだけでなく遊びにきた
子どもたちも見たとたん夢中になっ
て遊んでいる姿を見るのが至福の一
時です。ネジ8本外せば簡単に分解
できるような構造にしたのも大きな
ポイントです。組み立ても5分あれば
可能で強度の確保、組立易さ、持ち
運び易さ、デザインのバランスを取
るのが一番苦労しました。これなら
女性でも移動するのが簡単ですし、
必要に応じてパネルを組み替えるこ
ともでき、将来的に拡張することも
可能です。

製作のポイント
日常でありふれた
ティッシュですが、こ
んな所から取り出し
たら楽しいんじゃな
いかな～？って思い
ながら作りました。
スペアのティッシュ
が一つ入ってます。

作品名 あっかんべ　ティッシュ箱
製作者 澤木 歩斗 （11才・浜松市）

作品名 ままごとハウス　ちっちゃなカフェ
製作者 伊藤 誠教 （37才・磐田市）
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作品名 露天風呂パラダイス
製作者 武井 敦史 （45才・静岡市）

作品名 物置
製作者 福井 啓太 （35才・富士宮市）

作品名 太陽ソーラー付き　手造り合掌ミニハウス
製作者 伊　 耕喜 （71才・静岡市）

優秀賞 製作のポイント
現在我が子は2才なんですが、大
きくなるにつれ、おもちゃが増え、
本も増え、絵を描いたり、パズルを
したりと、いろいろ物も、やりたい
事も増えて仕方なくなったので、
作りました。本を読んだり、おも
ちゃで遊んだり、鏡をみたりと、収
納スペースもありと、この机一つ
でいろいろな事ができるように、
すぐ手にとれる位置に物が置いて
あるなどの仕様になっています。
壁面に置く事で暗くなりがちなの
で、上天井には、LEDの照明を忍
ばせて、常につけていても安心で
す。下の収納は、コロを付けて、出
したりしまったりできるようにし、
バックの板木も取りはずせるよう
にして、シンプルな長椅子にも変
化可能です。

作品名 我が子専用多機能机
製作者 山本 寿枝 （41才・浜松市）

製作のポイント
夫婦で、〝のんびりカヤック〟を始めました。「3万円と晴れた
日が7日あれば十分！」という、カヤック自作の本を見つけ、
その気になって製作を始めたのですが、とんでもなく大変
でした。エンチョーの資材売場で、ベニヤ板や角材を品定め
し、エアコンプレッサーやスプレーガンを購入し、真冬の物
置きで寒さにふるえながら、どうにか作り上げました。時々
本栖湖に行き楽しんでいます。

作品名 シーカヤック
製作者 桜田 全彦 （61才・静岡市）

ENCHO D IY  GRANDPRIX

一般工作部門

入 選入 選 入 選入 選 入 選入 選
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作品名 スマイルロッキング（発電機能付きロッキングチェア）
製作者 宮崎 政行 （66才・浜松市）

作品名 楠のキックトライク
製作者 藤田 稔 （53才・袋井市）

作品名 ドラム式発電
製作者 鈴木 正明 （66才・島田市）

作品名 ガーデンハウス
製作者 中西 章夫 （58才・裾野市）

作品名 リビングマルチボード
製作者 武田 成弘 （51才・静岡市）

作品名 親子ロッキングチェアー
製作者 中村 隆司 （53才・裾野市）

ENCHO D IY  GRANDPRIX

リフォーム部門

作品名 リサイクルトイレ
製作者 今川 定彦 （52才・静岡市）

作品名 トイレカウンターとトイレ手洗台
製作者 河野 正則 （61才・焼津市）

作品名 清楽荘手考舎独楽庵（カーポート上
ウッドデッキと瞑想小屋）

製作者 小林 清司 （62才・岡崎市）

製作のポイント
低予算で雰囲気ある店を！限られた資金で
美容室を建てようとプレハブ購入までは
良かったのですが、内装工事見積り（漆と
木に拘り）に唖然、ならば自作してしまおう
と。素人で知識が無かったのでエンチョー
通いで材料とにらめっこ。店員の方を始
め、リフォーム店、塗装店、土建業の皆様に
注意点、コツなどを教えて頂きながらここ
まで出来上がりました。プレハブ設置、水
道、配線以外、デザイン・照明・排管に至る
まですべて家族で作り上げました。作品名 美容室内装 気持ち良い空間

製作者 増田 邦彦 （54才・藤枝市）

優秀賞

入 選入 選 入 選入 選 入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選
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作品名 ようこそ！
製作者 鈴木 大介 （36才・藤枝市）

作品名 すてきな指定席（手作りの椅子と
種やさし芽でふやした花々）

製作者 平野 広子 （49才・浜松市）

作品名 和風庭園
製作者 中野 弘 （72才・三島市）
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ガーデニング部門

作品名 最高の絶景
製作者 塩川 孝 （62才・富士宮市）

作品名 タイルテーブル
製作者 山本 千鶴子 （54才・浜松市）

作品名 ゴージャス花
製作者 岡本 麻里 （40才・浜松市）

作品名 紙芝居劇場
製作者 片井 萌

 （19才・静岡市）

ENCHO D IY  GRANDPRIX

女子部門

優秀賞

優秀賞

製作のポイント
北海道を旅した時、層雲峡の銀河の滝、流星の滝に
感動しました。その感激をいつも見たいことから我
が庭の一角に制作しました、滝はコンクリートで固
め彫刻し苔を貼り付け滝はペンキで演出し前面に
水車、風車、ログハウス等設置しリアルにしました。

製作のポイント
幼稚園の先生を目指して勉強し
ているので、何か子供に楽しんで
もらえるものはないかと思い、こ
の紙芝居の劇場箱と拍子木を作っ
てみました。初めてクギを打つの
でまっすぐ打てず反対側に出てし
まったりやり直しもたくさんありま
したが、エンチョーの人に相談に
のってもらい、楽しく作ることがで
きました。扉を閉めるためにキリ
ンを使ったところがポイントです。
先日これを使って紙芝居を読んだ
ところ、子供たちがとても喜んで
くれて、また子供たちが笑ってくれ
るような作品を作ってみたいと思
いました。

製作のポイント
姫系家具が好きなのですが、欲し
いサイズが見つけられず家に材料
が余っていたので作ることにしま
した。底面にはコロコロをつけて
部屋を移動できるようにしてあり
ます。コロコロは見えると安っぽ
くなってしまうのでカットした板で
隠してあります。トリマーとモール
ディングを使用してデコラティブ
なテレビボードが完成しました。

優秀賞

作品名 姫系☆テレビボード
製作者 山田 美穂子 （45才・静岡市）

入 選入 選 入 選入 選 入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選
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団体部門

最高の絶景

作品名 手づくり東屋（あずまや）
製作者 田原水車の里愛護会 

（磐田市）

作品名 かぶとむしリラックス箱
製作者 串田 元樹 （7才・富士宮市）

作品名 おじいちゃんのくすりばこ
製作者 山崎 蓮真 （8才・富士市）

作品名 みんな なかよし すんえんの森
製作者 藤枝特別支援学校 駿遠分教室 （島田市）

製作のポイント
学校近くの栗畑でもらった
枝や台風で折れたけやきの
枝、木の皮を使って、みんな
で、ふくろうや動物を作りま
した。のこぎりやペンチを使
い、部品を作る子、材料を探
しに行く子などみんなで協
力して仕上げました。それぞ
れ考えながら、ホットボンド
で部品をくっつけ、作品が出
来上がりました。

エンジョイDIY賞エンジョイDIY賞エンジョイDIY賞

ENCHO D IY  GRANDPRIX

ジュニア部門

作品名 カレンダーラック
製作者 志良以 禮 （7才・長泉町）

作品名 小さくて可愛い、素敵なお家
製作者 長谷川 京美 （10才・静岡市）

作品名 分別ちょ金箱
製作者 渡辺 純那 （10才・富士市）

製作のポイント
チャリ（自転車）＋カフェ＝チャリカフェ　乗らなくなった一台の自転車、これを使っ
てみんなを楽しませる、何かワクワクするようなモノをつくることができないか？
そんな疑問に、ものづくりが大好きな仲間が集まり製作委員会を立ち上げました。
材料はジャンボエンチョーで購入したものと、要らなくなった廃材だけ。DIYでどこ
まで作れるかに挑戦し、休日を利用して約3ヶ月で完成しました。
自転車をこいでコーヒー豆を挽く→手動ポンプで給水→コンロで湯沸し→ドリップ
まで、移動カフェに必要なことが一台で出来ます。

作品名 Charry Café ーチャリカフェー 製作者 チャリカフェ製作委員会 （浜松市）

優秀賞
入 選入 選

入 選入 選

入 選入 選 入 選入 選

入 選入 選 入 選入 選
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