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応募用紙と図面もしくは画像を当社担当営業までお渡し下さい。
(応募用紙はワンデックスホームページより、ダウンロードできます。)

※弊社営業担当者名

※販売店名

※設計者名・デザイナー名 ※施工現場名（お施主様名）

※ご連絡先TEL

※施工現場住所(県・市町村)

ー　　　　　　　　ー　

※ご提出日　
2019年　　　 月　 　　日

※品番 ※品番※商品名 ※商品名

※アピールポイント(デザインコンセプト・施工ポイント)

ご採用のU.スタイルアゼスト・マクリズム・フィオーレ・アルミス・M.グローリア・梁下スクリーン等の商品について

※ご応募いただいた施工例写真の版権はワンデックスに帰属するものとし、プリントおよびポジネガフィルム、　データは返却いたしません。予めご了承ください。
※施工例写真・図面 (プラン )はコンテストの後、ワンデックスホームページ・展示会業界誌等に掲載活用させていただきます
　必ず、お施主様・関係各所にご了解をいただいたうえで、ご応募頂きます様お願いします。
　事前の了解が無い場合、各種販促物掲載後にトラブルが発生する恐れがあります。

三協アルミ指定商品を使用した施工作品を募集します。

 www.onedex.co.jp  

第3回ワンデックス ファサード デザインコンテスト

DESIGNFACADE CONTEST2019

QUOカード
プレゼント！

設計に折込み頂いた方全員に　　　　　　分QUOカード進呈！500円

4 1 8 31/ /▼M
on.

Sat.

大手住宅メーカーのエクステリアブランドビジネスを牽引し、トップデ
ィレクターとして外部空間にインテリア要素をいち早く取り入れた独創
的な意匠を持つ斬新な作品を数多く発表し、業界の最先端を走った逸材
のひとりでもある。
2010年に開催された「東京インターナショナルフラワー＆ガーデンショ
ー」では、アーティスティックな空間構成を施した商業的な魅せる庭を
創り出し、ベスト・オブ・ガーデン(大賞)とゴールドメダルのW受賞。
エクステリア業界の目指す方向性を明確にした外部空間デザインと新た
な世界観を発信した。
2012年にエクステリア＆ガーデンデザイン設計事務所「グランフェイス」
を設立し、築いたノウハウと知識と経験を踏まえながら建築と敷地の一体
化計画の重要性を語る「グランドデザイン」や、意匠と機能を両立した
「エスケープデザイン」を提言し、内外空間の距離を近づける必要性を
語っている。
現在は、外部空間の意匠設計を中心にエクステリア＆ガーデンが魅了する
纏う付加価値を伝えるため、講演会やセミナーなどを行いながら、確立し
た設計基本手法や最新の情報発信を行う活動にも勤めている。

KAZUYUKI-OOKUMA

氏Jury President
審査委員長

GRANFACE
LEX-Design Office 

一昨年から始まりましたこのコンテストでは、「飾るアイテム」として登場した商品を活用し
乾式と湿式によるコラボレーションされたデザインを作品を募集しています。
新しい発想で試行錯誤された素敵な作品を心よりおまちしております。

4 1 12 31/ /▼M
on.

Tue.

ワンデックス 2019

ファサードデザインコンテスト

設計折込みキャンペーン

M.グロ
ーリア梁下

スクリーンマクリズム
U.ス
タイルアゼスト

NEW

フィオーレ アルミス

NEW

第　弾1
ファサード商品

デザイン性の高い

提案商品点数にも注目！

を空間的にトータルに組合わせてコーディネート！
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第3回ワンデックス 2019 ファサードデザインコンテスト

★U. スタイルアゼストはファサードプランが対象となります。



第　弾1

第　弾2

「枕木材」と「ガラスパネル」
「枕木連結カバー」「機能ポール」
「機能門柱」を組み合わせて、

枕木をリズミカルにアレンジ︕

内と外を感じさせない
自由空間を創造。

もっと外で過ごしたくなる︕

門周りをドレスアップ。
ブロック塀にプラスして、

手軽で気軽な
ファサードガーデン︕

細い縦格子の
スクリーンをベースに、
さまざまなアイテムを組み合わせて
住まいの印象をグレードアップ︕

。

デザイン笠木：アルミス

お
すす

め
門扉をさりげなくライトアップ

LED すきまガード

設計折込みキャンペーン
応募者全員に500円分QUOカードプレゼント！

M
on.

Sat.2019.4.1 　- 2019.8.31応募期間

【フォトコンテスト用の施工例写真も随時受付中】

たくさんのご応募をお待ちしております。

Tue.

Saｎ
.2019.9.1 　- 2019.12.31応募期間フォトコンテスト

ベストデザイン賞 10[3点]

グランプリ賞 15[1点]

グッドデザイン賞 5[5点]

ワンデックス賞 3[5点]

受賞者様には賞金の他、受賞楯を贈呈します。

2019年フォトコンテスト 各賞

詳しくは
当社担当営業
まで！

2020.2発表

U. スタイルアゼスト
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マクリズム

M. グローリア

M. シェード

M. グローリア
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