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応募者データ 

応募者様ご氏名 フリガナ

住宅会社様 工務店様 設計事務所様 リフォーム会社様 施工店様 その他（ ）

部署（ ）　　役職（ ）　　職種（ ）

勤務先
自宅

会社名

業種

所属部署・役職

勤務先（連絡先）

応募物件の概要

所在地

会社名 部署 担当者名

元請会社様

構造

応募用紙

■設計の意図や、外観のコーディネートポイントについて、ご自由にご記入ください。また、図面やコンセプトシート等がございましたら、裏面に添付してください。

区分

建物用途

ご氏名

物件名

西暦 年 月完成年月

建て主様

K M E W
D E S I G N
A W A R D
2 0 2 0

戸建住宅

木造（W造） 鉄骨造（S造） 鉄筋コンクリート造（RC造） 鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）

集合住宅

新築 リフォーム

サービス付高齢者向け住宅 店舗 その他（ 　　  ）

その他（  ）

医療 福祉 ）

TEL（（　　　 　　　－ FAX（（　　　 － e-mail）　 ）　

〒　　　 －

〒　　　 －

〒　　　 －
TEL（　　　　）　　　　－

施設（ 教育
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ご採用商品

商品名 色名

品番 おおよその使用面積 m2

他社品（メーカー名・商品名）

リフォーム物件の場合は、こちらもご記入をお願いします。（該当するものに○をつけてください）

スレート系　　    セメント瓦　　    陶器瓦　　    アスファルトシングル　　   天然スレート　　    金属屋根材

モルタル　　   　漆喰　　   　下見板張り　　   　窯業系サイディング　　  　金属サイディング　　   

リフォーム前の
屋根材

葺きかえ 重ね葺き その他（ ）

張りかえ 重ね張り その他（ 　）   

リフォーム前の
外壁材

リフォーム工法
〈屋根材〉

リフォーム工法
〈外壁材〉

ケイミュー
記入欄

営業所
開発室

担当者 受付 No.
（事業局使用欄）

商品名 色名

他社品（メーカー名・商品名）

m2おおよその使用面積

柄名

色名

屋根材

商品名 色名

品番 おおよその使用面積 m2

他社品（メーカー名・商品名）

外壁材1

商品名 色名

品番 おおよその使用面積 m2

他社品（メーカー名・商品名）

外壁材2

商品名 色名

品番 おおよその使用面積 m2

他社品（メーカー名・商品名）

外壁材3

商品名 色名

品番 おおよその使用面積 m2

他社品（メーカー名・商品名）

おおよその使用長さ m

外壁材4

雨とい

内装材 商品名

品番

SOLIDO typeF coffee / typeM_LAP/ typeM_FLAT

次世代外装パネル レジェール

ネオロック・光セラ18/16 セラトピア

A

A

B

B

事
務
局
使
用
欄

光セラ 光セラ
（非戸建）

はる・一番
（非戸建）

ROOGA
（非戸建）

グラッサ
（非戸建）

シンプル Archi
KAKU

はる・一番 ROOGA グラッサ SOLIDO SOLIDO
（非戸建）

リフォーム 街並み 戸建 非戸建



※写真の寸法は、キャビネ版（127×178mm）でお願いいたします。

「新築」でのご応募は写真2点まで。「リフォーム」でのご応募は、
施工前・施工後の写真を1点ずつ貼り付けてください。

（枠内をクリックして撮影したカラー写真を貼ってください。）

施工事例写真①

（リフォーム前の写真を貼ってください）

※リフォーム前の屋根材/外壁材を裏面 　にご記入ください。

Before
A

（枠内をクリックして撮影したカラー写真を貼ってください。）

施工事例写真②

（リフォーム後の写真を貼ってください）

※リフォームの工法を裏面 　にご記入ください。

After
B

写真貼付欄〈新築/リフォーム〉
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D CC

C=C

図面・コンセプトシート等添付欄

図面やコンセプトシートは、こちらに添付お願いします。

添付例① 添付例②

（複数枚添付していただいても結構です。）

D CC

C=C
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