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2021 年 12 月 24 日 

株式会社建築資料研究社／日建学院 

 

 

 

 

 

 

建築・住宅・インテリア・資格等の専門書を発行する株式会社建築資料研究社／日建学院（所在地：

東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は寺子屋ふくろう実行委員会企画『LUCHTA 

CHALLENGE2021(フープインテリアデザインコンペ)』を開催いたします。 

 

▼LUCHTA CHALLENGE2021(フープインテリアデザインコンペ) 

https://luchta.jp/compe/luchta-challenge2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【LUCHTA Challenge とは】 

建築学生版の寺子屋形式の学習の場として 2016 年より提供している『寺子屋ふくろう』内企画コンペ

として 2017 年より誕生しました。今年のテーマは「人と人が“あう”空間」とし、40 歳以下のインテリ

アに興味のある若手デザイナーや学生を対象としたコンペを実施いたします。 

2022/1/8(土)応募締切！ 

 40 歳以下の若手デザイナーや学生対象 

インテリアデザインコンペ開催 

 

https://luchta.jp/compe/luchta-challenge2021


【テーマ】 

「人と人が“あう”空間」 

人と接する機会が制限されて 1 年半。改めて、人と人があうことの大切さに気付かされた。 

「あう」とひらがなで書いたが、「会う」だけでなく、気が「合う」巡り「逢う」偶然「遇う」等、「あ

う」には様々な場面を想定できる。 

カウンター越しの店主との会話、友人同士、見知らぬもの同士…「あう」場面がいまから待ち遠しい。 

 

今年のルフタチャレンジは、インテリアデザインを募集する。テーマは「人と人が“あう”空間」。 

東京都内の 1 階空き店舗に、テーマに沿った、飲食店舗をデザインしてほしい。 

業態は自由に設定して良い。この地域は住民もいるし、企業も多く、観光客もいる。 

 

これからの時代を見据え、「あう」ことをしたくなる店舗を 1 枚のパースに表現し、 

平面図や断面図などを 1 枚の図面にまとめ、合計 2 枚の画像データで勝負してほしい。 

 

人と人が主人公の素敵な空間提案を期待する。 

 

【対象・応募資格】 

◆インテリアに興味のある若手デザイナーや学生を対象とします。 

◆応募時に 40 歳以下とし、グループでの応募は認めません。 

 同一人による複数点の応募を可能としますが、未発表の作品に限ります。 

 

【応募・登録料】 

無料 

 

【募集期間・作品提出期限】 

◆募集期間  ：2021 年 11 月 16 日（火）～2022 年 1 月 8 日(土) 

◆作品提出期限：2022 年 1 月 8 日 23：59 必着 

 

【審査員】 

◆小堀哲夫：法政大学教授・小堀哲夫建築設計事務所/建築家 

◆田村匡將：ttt Design Partner/建築家 

◆本多健 ：本多健建築設計室/建築家 

 

【選考プロセス】 

審査員による提出作品審査 10 選（一次審査）を経て、最終審査を行い各賞を決定。※SNS 賞は後日案

内いたします。 

 

【提案場所】 

都心の 1 階空き店舗（飲食店舗） 

5.9m×7.15m(40.36m2 12.21 坪) 

 

【設計条件】 

◆運営は従業員 1～2 名を想定してください。（バー・カフェ・小料理店等） 

◆平面図、断面図をダウンロードし利用してください。（DXF・VW） ※登録完了メールにダウンロー

ド URL を記載 



◆区画は 2 区画あります。両方、もしくは半分の利用も可能です。 

◆電気、ガス、水道はあり、容量等は無視してください。 

◆給水・排水の位置は自由になるものとして設計してください。 

◆外壁、天井の高さ等 躯体の変更できません。 

◆開口部を広げることはできませんが、撤去新設は可能です。また新たに壁等を設け塞ぐことも可能。 

◆トイレは区画外にあり、設計不要です。 

◆バリアフリー法対象外ですが、誰もが訪れることのできる空間を目指してください。 

◆アイデアコンペですが、実施も視野に入れた提案としてください。 

◆色彩、素材、質感、照明、家具、（小物、食器）などインテリアの要素を重視します。 

※図面データは下記より応募登録しご確認下さい。 

 

▼応募登録フォーム 

https://luchta.jp/entry/luchta-challenge2021 

 

 

【提出物】 

①パース２枚 画像データ：JPG データ （1040pix×1040pix 推奨） 

②コンセプト（140 文字以内 提出フォームに入力） 

③作品タイトル（30 文字以内 提出フォームに入力） 

④仕上/家具リスト（提出フォームに入力）※任意 

 

【提出物について】 

(1) パースに文章の添付は認めますが、A4 程度の紙へ出力することを念頭においてください。（小さい

文字は見えなくなります） 

(2)提出データ「①作品タイトル」「②コンセプト」「③添付画像データ（サイズは 1,040×1,040px」は

必ず手元にバックアップを用意した上でお申し込みください。 

(3)応募作品の提出方法は専用フォームのみとし、郵便または持参は受け付けできません。 

(4)応募作品は返却いたしません。 

(5)提案作品は未発表作品に限ります。 

(6) 入賞後のトラブル等に関して、すべて応募者の責任となります。 

(7) 入賞後に著作権侵害やその他の疑義が発覚した場合は、すべて応募者の責任となります。また、そ

のような場合は主催者の判断により入賞を取り消すことがあります。 

(8) 建築情報サイト「LUCHTA」及び「oulstar project」他 SNS で応募作品の掲載を予定しています。 

 

【応募登録・出展方法】 

◆応募登録を下記フォームより行い、登録完了通知に記載されている図面データをダウンロードする。 

◆提出物を揃えた後に登録完了通知に記載されている提出フォームより期日までに出展完了する。 

 

▼応募登録用フォームはこちら 

https://luchta.jp/entry/luchta-challenge2021 

 

 

【質疑等】 

コンペに関する質疑応答は行いません。また規定外の問題は応募者の自由裁量とします。 

 

https://luchta.jp/entry/luchta-challenge2021
https://luchta.jp/entry/luchta-challenge2021


【その他 注意事項等】 

（1）応募に際しての注意 

応募作品の一部あるいは全部が、第三者の権利（知的財産権や著作権等）を侵害しないようにしてくだ

さい。特に書籍、雑誌、Ｗｅｂ等から無断で複写した画像などを使用しないでください。 

（2）作品の権利関係について 

応募作品および図面・写真等に関する著作権は、応募者もしくは権利保有者に帰属しますが、作品発表

に関する優先的権利、および発表に際して作成する制作物の著作権は主催者が保有するものとします。 

（3）個人情報について 

作品応募にあたりご提供いただきました個人情報は、主催者および運営事務局が適切に管理し、応募者

の承諾なしに第三者に開示・提供することはありません。 

 

【賞】 

◆グランプリ：1 点 賞金 10 万円 （プロジェクトに関わる場合は別途費用あり） 

◆審査員賞 ：4 点 賞金 1 万円 

◆特別賞  ：数点  

◆SNS 賞  ：1 点 

※応募作品は、建築情報サイト「LUCHTA」及び「oulstar project」他 SNS で応募作品の掲載を予定

しています。 

LUCHTA URL：https://luchta.jp 

 

【日程】 

◆応募要項発表・登録開始：2021 年 11 月 16 日(火)  

◆作品提出開始     ：2021 年 11 月 22 日(月) 

◆応募登録・作品提出締切：2022 年 1 月 8 日(土) 

◆一次審査・10 選発表  ：2022 年 1 月中旬 

※一次審査通過者は、個別の連絡及びホームページや SNS にて発表いたします。 

◆結果発表       ：2022 年 2 月 

 

【主催】 

◆主催   ：建築系学生向け情報発信サイト LUCHTA (ルフタ)  https://luchta.jp/ 

◆共催   ：建築資料研究社/日建学院 https://www.ksknet.co.jp/ 

◆企画/運営：株式会社 hoop  https://www.hoop2017.com/ 

◆事務局  ：寺子屋ふくろう実行委員会 （本多健、馬場圭一、山上誠） 

 

 

 

▼LUCHTA CHALLENGE2021(フープインテリアデザインコンペ) 

https://luchta.jp/compe/luchta-challenge2021 

 

▼株式会社建築資料研究社／日建学院 BOOKS & MAGAZINES 

https://www.kskpub.com/ 

 

▼LUCHTA [ルフタ] 建築系学生のための情報サイト 

https://luchta.jp/ 

 

https://luchta.jp/
https://luchta.jp/
https://www.ksknet.co.jp/
https://www.hoop2017.com/
https://luchta.jp/compe/luchta-challenge2021
https://www.kskpub.com/
https://luchta.jp/


▼LUCHTA [ルフタ] Twitter 

https://twitter.com/ksknkg 

 

 

▼日建学院 公式サイト 

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx 

 

▼日建学院 Twitter 

https://twitter.com/nikkeng 

 

 

【会社概要】 

商号   ： 株式会社 建築資料研究社 

代表者  ： 代表取締役社長 馬場 栄一 

所在地  ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-50-1 

創立      ： 1969 年（昭和 44 年）8 月 

事業内容    ： 建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、 

建築関連資格取得のための学校運営 等 

URL    ： https://www.ksknet.co.jp/ 

 

 

 
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 建築資料研究社／日建学院 コールセンター 

フリーコール 0120-243-229    

受付時間 10:00～17:00（年末年始 12/28～1/5、土日祝日除く）  

E-mail : nikken@to.ksknet.co.jp URL : https://www.ksknet.co.jp/nikken/ 
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