
（別添１）

受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

地域材で造った組み立て式木質テント
「Katetto－カテットー」

株式会社ひらつか建築（滋賀）
店舗・商業施設

全国初の木造ガソリンスタンド 日田石油販売株式会社（大分）、株式会社長澤設計(福岡)、きいぷら
ん(大分)、株式会社江藤工務店(大分)、株式会社日田十条(大分)

店舗・商業施設

LAVANO高塚店 アンプ建築設計事務所（静岡）、株式会社寿建設(静岡) 店舗・商業施設

カナイグループ　岸和田事業所　事務
所

住友林業株式会社（東京）
オフィス・会議施設

江東区立有明西学園 株式会社竹中工務店（東京）、江東区(東京)、株式会社久米設計(東
京)

学校

浦和明の星女子中学・高等学校　カ
フェテリア棟

清水建設株式会社（東京）、学校法人　明の星学園(埼玉)
学校

小林市庁舎 株式会社 梓設計（東京）、小林市(宮崎)、坂下・緒方 特定建設工事
共同企業体(宮崎)、坂口・丸山 特定建設工事共同企業体(宮崎)

公共施設

リバーポートパーク美濃加茂　ビジ
ターハウス

庄野健太郎建築設計事務所（東京）、株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ(東京)、株式会社MID研究所(東京)、長谷川設備計画(東京)、
美濃加茂市(岐阜)、中之島公園利活用共同体（岐阜）

公共施設

阿南市新庁舎（あなんフォーラム） 阿南市（徳島） 公共施設

ＣＬＴ長浜バス停待合所 有限会社 建築設計群 無垢（高知） 公共施設

中庭を巡る回廊のある家 株式会社新和建設（愛知） 戸建・注文住宅

山嶺露（さんれいあらわる）の家 株式会社サン工房（静岡） 戸建・注文住宅

里山のある町角「に」号地 株式会社 いなほ工務店（兵庫）、半田雅俊設計事務所(東京) 戸建・注文住宅

国産小径木を貯めた家
（WOODBANKーHOUSE）

有限会社 ナベ企画（栃木）、株式会社 神山商店(栃木)、有限会社 風
大地プロダクツ(東京)

戸建・注文住宅

下北の自然な家 松浦一級建築設計事務所（青森） 戸建・注文住宅

キラクノイエ 株式会社アキュラホーム（東京）、株式会社マウントフジアーキテ
クツスタジオ一級建築士事務所(東京)

量産型住宅

手刻みのZEH規格住宅［木の箱］ 株式会社二村建築（新潟） 量産型住宅

ハリマチヤ　-兵庫県播磨地域の都市郊
外における風景の更新と地域性の継承-

株式会社 山弘（兵庫）、株式会社しそうの森の木(兵庫)
量産型住宅

BELL TREE平口 株式会社鈴三材木店（静岡）、株式会社リンク(静岡)、株式会社和田
建築設計事務所(静岡)、ロストアンドファウンド株式会社(愛知)

集合住宅

LSL／Low Seating Life トレーラーハウ
スで低くすわる心地よさを -モノとコ
トを踏まえて-

ルクラ株式会社（愛知）

街づくり

信州型接着重ね梁　Ｃタイプ（SKB-
C）

信州木材認証製品センター（長野）、長野県林業総合センター（長
野）、齋藤木材工業 株式会社（長野）

構造材

オフセットサイディング「プレミアム
シリーズ」

ニチハ株式会社（東京） 床・壁・内外装材

でき杉くん　フリーボード 株式会社 ホーム建材店（宮城） 床・壁・内外装材

桧の小径木を活用した突板 株式会社中村製材所（佐賀） 床・壁・内外装材

エアーホールフローリング 物林株式会社（東京） 床・壁・内外装材

七曲 株式会社平成建設（静岡） インテリア

表層圧密Gywoodシリーズ ナイス株式会社（神奈川） その他

木のある暮らしproduct　＃2　みんな
でいっしょに

河内長野市（大阪） 家具（ベッド含む）

ループスツール 木響（宮城） 家具（ベッド含む）

Low table ／t.l.t AREA（東京）、株式会社CROWN(東京)、株式会社天童木工(山形)、
創造意匠(静岡)

家具（ベッド含む）

board GLAM 楼閣 AREA（東京）、株式会社CROWN(東京)、高橋工芸株式会社(広島) 家具（ベッド含む）

ロッキング座椅子 廣畑木工製作（和歌山） 家具（ベッド含む）

KITAYAMA（ガラステーブル） TOMOマーケティング（奈良）、京都北山丸太生産協同組合(京都)、
株式会社 ミネルバ(東京)、吉野デザインスタジオ(埼玉)

家具（ベッド含む）

ひのきかご机 株式会社ヒノキ・ワークス（石川） 家具（ベッド含む）

screw 3p sofa 株式会社 川端装飾（長崎） 家具（ベッド含む）

浮雲 AREA（東京）、株式会社CROWN(東京) 家具（ベッド含む）

FLAT SQUARE TIMBER BENCH H/5（福岡）、株式会社 九銘協(福岡) 家具（ベッド含む）

Folding Wooden Table 【KOKAZE】 KOKAZE | 木風（千葉）、Studio Krin(千葉) 家具（ベッド含む）

RAKU GRAIN（沖縄） 家具（ベッド含む）

KAGS SOU Stool 有限会社ティンバーワールド（埼玉） 家具（ベッド含む）

screw low table 株式会社 川端装飾（長崎） 家具（ベッド含む）

surf table bech 株式会社 川端装飾（長崎） 家具（ベッド含む）

木のある暮らしproduct　＃1　フギン
ムニン

河内長野市（大阪） 家具（ベッド含む）

ATTE chouchou 株式会社アシストエリア（石川）、能登森林組合(石川) 雑貨・日用品

nugui-tiecho 居藏宏幸（大阪）、株式会社藏家(大阪)、藏堂(大阪) 雑貨・日用品

morinocoナイフ 合同会社椿洞ものづくり研究所（以下全て岐阜）、株式会社石川刃
物製作所、岐阜県立森林文化アカデミー、関市役所、合同会社椿洞
ものづくり研究所

雑貨・日用品

ひのきブロック 株式会社ヒノキ・ワークス（石川） 雑貨・日用品

「ウッドデザイン賞2018」 受賞作品一覧 （部門・分野別）
2018年10月25日

ライフスタイルデザイン部門
建築・空間分野

建材・部材分野

木製品分野
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スモークウッド・スモークウッドミニ 進誠産業株式会社（埼玉） 雑貨・日用品

琉球松輪 洋屋（沖縄） キッチン・食器

MOKULOCK・KODOMOシリーズ/OTONA
シリーズ

株式会社 ニューテックシンセイ（山形） 遊具・玩具

Spec System Speaker HADO　K5-W2 合同会社 スペック・プロジェクト（沖縄） 楽器

JAPAN　TIARA JAPAN TIARA（以下全て静岡）、有限会社 スターワールド、就労継
続支援B型事業所 スタジオプレアデス、株式会社 ソマウッド、影山
木材 株式会社

伝統工芸品

吉祥文様シリーズ　NENRIN CLOCK 有限会社 ミマツ工芸（佐賀） 伝統工芸品

MINAZUKI STACKING STOOL 吉永製作所（長崎） オフィス・施設用家具

プロメネーラ 株式会社イトーキ（東京）、浜松市 産業部 林業振興課 森林・林業
政策グループ(静岡)、デザイナー 机(スウェーデン在中)

オフィス・施設用家具

ひとつぼキャビンシリーズ　ひとつぼ
茶室・ひとつぼ屋台

株式会社サカモト（埼玉）、三輪アトリエ一級建築士事務所(東京)、
京都大学大学院 准教授 田路貴浩(京都)、有限会社スピナッチ(埼玉)

オフィス・施設用家具

斗組テーブル （有）守屋建具店（岡山） オフィス・施設用家具

CONGREGO やまなし水源地ブランド推進協議会（山梨） オフィス・施設用家具

木製バイクスタンド 鈴木浩介建築設計事務所（山口） その他

モクタンカン 株式会社アラキ＋ササキアーキテクツ（東京）、ねぶくろシネマ実
行委員会 (合同会社パッチワークス)(東京)、南三陸シネマくらぶ実行
委員会(宮城)

その他

KUKU　PADLE 株式会社那賀ウッド（徳島）、那賀町地域おこし協力隊(徳島)、泉林
産(徳島)

その他

大川TATEGUMI
大川建具事業協同組合 大川TATEGUMI（福岡）、一般財団法人大川イ
ンテリア振興センター(福岡)、大川建具事業協同組合(福岡)

イベント・ワークショップ
（単発）

おおさか河内材活用プロジェクト
graf（大阪）、河内長野市環境経済部農林課(大阪)、大阪府森林組合
(大阪)

イベント・ワークショップ
（定期開催）

朝倉災害復興支援　あさくら杉おきあ
がりこぼし展

朝倉災害復興支援あさくら杉おきあがりこぼし展実行委員会（以下
全て福岡）、九州大学芸術工学部、西日本工業大学デザイン学部、
株式会社インデックスプラス、若林ビジネスサポート、トポスデザ
イン株式会社

イベント・ワークショップ
（定期開催）

「内装木質化ガイドブック」の制作に
よる木のある空間の普及・啓発

(一社)日本木造住宅産業協会（東京） 普及・啓発（ツール・メ
ディア）

木のブランド価値を表面化させる「木
材産地証明書」の取り組み

タマホーム株式会社（東京） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

きえすぎくん 細田木材工業株式会社（東京） 新たな工法・素材活用の技
術Roll Press Wood ＋ 株式会社 天童木工（山形） 新たな工法・素材活用の技
術Blox工法　木造在来軸組工法 株式会社グリーンライフ（福島）、有限会社遊建築設計社（東

京）、株式会社赤井製材所（福島）
新たな工法・素材活用の技
術

木から醸し出される香り豊かなアル
コール～世界初の木のお酒を目指して
～

国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所（茨城） 新たな工法・素材活用の技
術

ロイヤルSSS構法 ロイヤルハウス株式会社（東京） 新たな工法・素材活用の技
術セルロースナノファイバーを利用した

木材用耐候性塗料の開発
玄々化学工業株式会社（愛知）、国立研究開発法人 森林研究・整備
機構 森林総合研究所（茨城）

新たな工法・素材活用の技
術

改質リグニンを利用した３Dプリンター
用基材の開発と造形試作への展開

ネオマテリア株式会社（京都） 新たな工法・素材活用の技
術

ウッドリフレッシャー 有限会社一場木工所（広島） その他の技術

住宅の長期使用を実現する木質材料の
接着耐久性評価に関する研究

積水ハウス株式会社（大阪）、国立大学法人静岡大学（静岡） 木材利用の機能や快適性を
高める調査・研究

無指向性スピーカー　SP-50SS（プロ
トタイプ）

名古屋木材株式会社（愛知）、瀬口雅人（名古屋学芸大学名誉教
授）（愛知）

試作品

ウッドストロー 三重大学 木質分子素材制御学研究室（三重） 試作品

薄い木質面材を利用した仮設休憩所の
製作・展示（漣／cara-casa）

東京大学大学院 木質材料学研究室（東京） 展示用製作物

木製品分野 (続き)

コミュニケーション分野

技術・研究分野
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受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

木の空間の魅力を拡げる三次元加工技
術の開発／東京都庭園美術館レストラ
ン

株式会社久米設計（東京）、株式会社シェルター（山形）
店舗・商業施設

ドリーム・アーツ広島本社 株式会社ドリーム・アーツ（広島）、株式会社ワイス・ワイス(東京) オフィス・会議施設

WOOD GARDEN (ウッドガーデン・ポラ
スガーデンヒルズ株式会社本社屋)

ポラスガーデンヒルズ株式会社（千葉）、ポラテック株式会社(埼
玉)、株式会社ポラス暮し科学研究所(埼玉)

オフィス・会議施設

kurumu 株式会社 ヒャッカ(以下全て福井)、高浜町、株式会社 平川、株式会
社 前田産業、有限会社 平田木材、堀口建設 Blue Leaf

子育て・学習施設

上の台保育園 株式会社 時設計（東京） 保育園・幼稚園

大関保育園 株式会社 時設計（東京） 保育園・幼稚園

HN Nursery 株式会社日比野設計＋幼児の城（神奈川）、株式会社 KIDS DESIGN
LABO(神奈川)

保育園・幼稚園

SMW Nursery 株式会社日比野設計＋幼児の城（神奈川）、株式会社 KIDS DESIGN
LABO(神奈川)

保育園・幼稚園

SR Nurery 株式会社日比野設計＋幼児の城（神奈川）、株式会社 KIDS DESIGN
LABO(神奈川)

保育園・幼稚園

清和幼稚園 ICHIBANSEN / nextstations（東京）、学校法人清和幼稚園(高知)、ば
うむ合同会社(高知)、株式会社 Arigato Design Consulting(高知)、株式
会社井上建築設計工場(高知)、株式会社建築企画曽我（高知）

保育園・幼稚園

新柏クリニック めぐりの庭 医療法人社団中郷会 新柏クリニック（千葉）、株式会社竹中工務店
(東京)

病院・福祉施設

特別養護老人ホーム　別邸　暁 株式会社 時設計（東京） 病院・福祉施設

秩父斎場 株式会社 梓設計（東京）、秩父広域市町村圏組合(埼玉)、守屋八
潮・斎藤特定建設工事共同企業体(埼玉)

公共施設

安永寺本堂新築工事 菊池建設株式会社（神奈川）、福山弘構造デザイン(東京)、喜多裕建
築事務所(東京)、岡安泉照明設計事務所(東京)

寺社・仏閣

PREMIUM GranWood(プレミアムグラン
ウッド)　等々力の家

大和ハウス工業株式会社（大阪）
戸建・注文住宅

もりのいえ / Shell House 遠野 未来（長野）、有限会社　寺島工務店(長野)、根羽村森林組合
(長野)、NPO法人 村産材を使う会(長野)

戸建・注文住宅

「ささくれ」抑制機能木製床　ササク
レス

空知単板工業株式会社（北海道） 床・壁・内外装材

棚付檜すのこベッドTCB233 株式会社チヨダコーポレーション（広島）、株式会社ゴウダ(広島)、
有限会社日高林産(島根)

家具（ベッド含む）

角の丸い日光ひのきステージベッド 株式会社ディノス・セシール（東京）、株式会社豊(群馬) 家具（ベッド含む）

世界最軽量の木製椅子 株式会社 KOMA（東京） 家具（ベッド含む）

頑丈すのこヘッドレスひのきシングル
ベッド

株式会社ディノス・セシール（東京）、株式会社豊(群馬) 家具（ベッド含む）

国産檜オープンラック 株式会社ディノス・セシール（東京）、ミカタ工業株式会社(兵庫) 家具（ベッド含む）

のとひばこ 東森木材株式会社（石川） 雑貨・日用品

アロマレコルト×スマッジングワール
ド

株式会社キャライノベイト（東京） 雑貨・日用品

odai 宮川森林組合（三重） 雑貨・日用品

a piece of forest 株式会社　ワイス・ワイス（東京）、有限会社 橋本夕紀夫デザイン
スタジオ(東京)、株式会社 吉崎工務店(島根)、有限会社 池田材木店
(島根)

照明器具

飾りコマ 株式会社つたや物産（山形）、株式会社コロン(山形) 遊具・玩具

もりのどーなっつ12個セット 株式会社郡上割り箸（岐阜） 遊具・玩具

コロカラつみき boofoowoo（宮崎） 遊具・玩具

おつきさまパズル（ひろしまの木） たむろ木材カンパニー（広島） 遊具・玩具

KUMINO クミノ工房（滋賀） 遊具・玩具

つみマスくみマス 岐阜県白川町（岐阜）、株式会社テイコク(岐阜)、大同大学(愛知)、
株式会社トーホー(岐阜)

遊具・玩具

こころんプール 有限会社一場木工所（広島） 遊具・玩具

wood butterfly ぷろぺら社（東京） 文具

コカリナ 有限会社コカリナ楽器（東京）、特定非営利活動法人日本コカリナ
協会(東京)

楽器

Tonecorum　「トンコラム」 丸善木材株式会社（北海道）、株式会社 スタジオリッチョ(北海
道)、Caducity鈴木一浩音楽制作室(北海道)

楽器

kibori ブローチ 芦野和恵（山形）、山形県工業技術センター(山形) 伝統工芸品

toiro 株式会社イトーキ（東京） オフィス・施設用家具

ＪＯＳＹ　ＰＬＡＹ　ＬＡＮＤ ＡＬＵ建築システム研究所（福岡）、親和木材工業株式会社(岐阜) 大型遊具

ひろもくデザインアワード
一般社団法人広島県木材組合連合会（以下全て広島）、広島工業大
学建築分野における木材利用研究センター、広島県木造住宅生産体
制強化推進協議会

イベント・ワークショップ
（定期開催）

Forest on the Sea
NPO法人もりずむ（三重）、SAKUWOOD認証協議会(東京)、LEI SURF
DESIGNS(神奈川)、株式会社Andeco(大阪)

仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

自由学園男子部 80年の木の学び 学校法人自由学園男子部（東京） 教育・研修システム

「人を測る」ことにより「木の良さ」
を科学する

国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所（茨城）、
京都大学大学院農学研究科森林科学専攻生物材料設計学研究室（京
都）、東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻木材物
理学研究室（東京）

木材利用の機能や快適性を
高める調査・研究

建材・部材分野

ハートフルデザイン部門
建築・空間分野

木製品分野

コミュニケーション分野

技術・研究分野
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受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

株式会社アキュラホーム　つくば支店 株式会社アキュラホーム（東京）、飯田貴之建築設計事務所(茨城)、
Live Haus建築設計所(茨城)、KMC蒲池健(東京)

店舗・商業施設

道の駅センザキッチン 株式会社ＮＳＰ設計（広島）、有限会社山根建築設計事務所(山口)、
山口県西部森林組合(山口)、ウッドネット西部やまぐち共同組合(山
口)

店舗・商業施設

下川町のトドマツオフィス 内海彩建築設計事務所（東京）、下川町(北海道)、王子木材緑化株式
会社(東京)、桜設計集団 佐藤孝浩(東京)、盛永・金子・三賀経常建設
共同企業体(北海道)

オフィス・会議施設

東北大学建築CLTモデル実証棟 宮城県CLT等普及推進協議会(以下全て宮城)、東北大学都市・建築学
専攻（前田研究室，石田研究室，小林研究室）、株式会社 佐藤総合
計画 東北オフィス、株式会社 鈴木建築設計事務所 仙台設計室、日
比谷総合設備株式会社 東北支店、セルコホーム株式会社

オフィス・会議施設

ヒルサイドテラス若葉台センターハウ
ス（ラミナ張弦梁）

株式会社 アキュラホーム（東京）、株式会社 市浦ハウジング＆プラ
ンニング(東京)、株式会社 山田憲明構造設計事務所(東京)

オフィス・会議施設

竹中研修所匠増築 株式会社竹中工務店（大阪） ホテル・旅館

長門おもちゃ美術館 長門市役所（山口）、株式会社シンラテック(山口)、伊藤立平建築設
計事務所(大阪)、特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会(東京)、特
定非営利活動法人人と木(山口)

子育て・学習施設

にしあわくらほいくえん スターパイロッツ（東京）、岡山県英田郡西粟倉村(岡山)、NPO法人
サウンドウッズ(兵庫)、樅建築事務所(東京)

保育園・幼稚園

真庭市立北房小学校・こども園 株式会社東畑建築事務所（大阪）、岡山県真庭市(岡山) 学校

テラスポ鶴舞 プライム建築都市研究所（東京）、公益財団法人 愛知県サッカー協
会(愛知)、株式会社　シェルター(山形)

公共施設

フジヒノキで編んだ逆さ富士「静岡県
富士山世界遺産センター」

株式会社シェルター（山形）、坂茂建築設計(東京)、静岡県富士山世
界遺産センター(静岡)

公共施設

南三陸町役場庁舎／歌津総合支所・歌
津公民館

株式会社 久米設計＋ピークスタジオ一級建築士事務所（東京）、南
三陸町(宮城)、銭高・山庄特定建設工事共同企業体(宮城)、南三陸森
林管理協議会(宮城)、南三陸森林組合(宮城)

公共施設

道の駅あわくらんどトイレ 岡山県(以下全て岡山)、ＣＬＴモデル建築物構造検討委員会（産学官
連携による組織）、岡山県ＣＬＴ建築開発検討会（産学官連携によ
る組織）、岡山理科大学工学部建築学科弥田俊男研究室、（株）倉
森建築設計事務所、（有）西建築設計事務所

公共施設

下今市駅改築PROJECT 東武鉄道株式会社（東京）、株式会社オー・エヌ・オー大野設計(東
京)

公共施設

サンブスギ製 木造防災備蓄倉庫 さんむフォレスト（千葉） 公共施設

木材利用創造センター　林業人材育成
棟

徳島県農林水産部林業戦略課（徳島）
公共施設

長崎県庁舎　ー木の優しさにつつまれ
海を望む県庁舎－

長崎県庁（長崎）
公共施設

CLTHUT S.O.Y.建築環境研究所（東京）、一般社団法人 木のいえ一番協会、株
式会社エヌ・シー・エヌ、銘建工業株式会社

モデルハウス・ショールー
ム

森を育てる家づくり「田園都市の家」
と「森林再生プラットフォーム」

伊佐ホームズ株式会社（東京）、森林パートナーズ株式会社（東
京）

モデルハウス・ショールー
ム

八重山木造復興計画 株式会社リンクス（沖縄）、ファインライフ・カンパニー株式会社
(福岡)

量産型住宅

豊田市産材を用いた市営住宅の建設 ナイス株式会社（神奈） 集合住宅

いわきCLT復興公営住宅 木あみ（福島） 集合住宅

House NI -裏とオモテと境界- 1-1 Architects （神谷 勇机 + 石川 翔一）（愛知）
住宅のリノベーション（古
民家再生含む）

ヒトトキ -人と木- first-hand（愛知）、一般財団法人古橋会(愛知)、あさひ製材協同組
合(愛知)、河合建築(愛知)、人と木をつなげるプロジェクト(愛知)

店舗・施設のリノベーショ
ン

宗円交遊庵やんたん 株式会社計画・環境建築（東京） 店舗・施設のリノベーショ
ン鬼怒川温泉駅リニューアルPROJECT 東武鉄道株式会社（東京）、株式会社オー・エヌ・オー大野設計(東

京)、株式会社乃村工藝社(東京)
店舗・施設のリノベーショ
ン

ホテル＆レジデンス南洲館ー地元の木
を使用した、人と環境に優しいインテ
リア改修プロジェクト

ホテル＆レジデンス南洲館(以下全て鹿児島)、南日本ホールディング
ス株式会社、株式会社 カゴシマ船場、第一工業大学工学部建築デザ
イン学科根本研究室、高千穂シラス壁株式会社

店舗・施設のリノベーショ
ン

わくラボ 株式会社 ヒャッカ（福井）、池田町(福井)、株式会社 関組(福井)、
有限会社 サンウッド(福井)

店舗・施設のリノベーショ
ン

YAMAGATA irodori プロジェクト 東日本旅客鉄道株式会社（宮城）、仙台ターミナルビル株式会社(宮
城)

店舗・施設のリノベーショ
ン

太田製麺所100周年プロジェクト 森田アトリエ一級建築士事務所（長崎）、太田製麺所(長崎)、有限会
社 白岩サッシ瓦(長崎)

店舗・施設のリノベーショ
ン

居酒屋G番地太田店 Kraft Architects（東京）、株式会社Fan HoldinGs(群馬) 店舗・施設のリノベーショ
ン川場ルーフ 株式会社プランツアソシエイツ（東京） 外構

芯持ち垂木復活計画 古川製材株式会社（岐阜） 構造材

備後伝統建具 サンキョウハウジング株式会社（広島）、株式会社ホルツベル（広
島）、株式会社美希刺繍工芸（広島）

開口部（窓・ドア）

壁面格子棚 古川製材株式会社（岐阜） インテリア

ソーシャルデザイン部門
建築・空間分野

建材・部材分野
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尾鷲ヒノキを活用した家具シリーズ 飛騨産業株式会社（岐阜）、森林組合おわせ(三重) 家具（ベッド含む）

多摩産杉材の高級応接家具シリーズ 飛騨産業株式会社（岐阜） 家具（ベッド含む）

総黒柿渕四方止 上桐まな板 有限会社 中村豊蔵商店（福島） キッチン・食器

つぎてパズル 国土建設株式会社（和歌山） 遊具・玩具

JRP Guitars 株式会社ディバイザー（長野）、松本市岡田財産区議会(長野)、有限
会社 飛鳥(長野)

楽器

東濃ヒノキを活用した応接家具シリー
ズ

飛騨産業株式会社（岐阜）、白川町(岐阜)、東濃ひのきと白川の家建
築協同組合(岐阜)

オフィス・施設用家具

公共施設での使用に耐え得る圧縮杉材
家具シリーズ

飛騨産業株式会社（岐阜） オフィス・施設用家具

USARA 株式会社　京源（東京）、チャネルオリジナル株式会社(神奈川)、株
式会社　AZOTH(宮城)

店舗内装・装飾

ki-saku 公益社団法人 国際観光施設協会（東京）、国見まちづくり株式会社
(福島)、株式会社マツモト(神奈川)、福島県木材協同組合連合会(福
島)

その他

新木場海床プロジェクト
新木場海床プロジェクト（以下全て東京）、榎戸材木店、新木場相
原　あいはらの木、瀧口木材㈱、㈱ZNEM、光風舎一級建築士事務所

イベント・ワークショップ
（定期開催）

川上村木匠塾
川上村木匠塾20周年記念事業実行委員会（奈良）、川上村木匠塾(奈
良)、川上村(奈良)、川上村木匠塾OBOG会(奈良)

イベント・ワークショップ
（定期開催）

徳島文理小学校「木育教室」
Wood Action（以下全て徳島）、株式会社フォレストバンク、株式会
社那賀ウッド、今川木材有限会社、富永ジョイナー有限会社、徳島
文理小学校

イベント・ワークショップ
（定期開催）

地域産木材を用いた、ときがわ方式の
公共施設整備

埼玉県ときがわ町（埼玉） 普及・啓発（システム）

森林ボランティアサークル「森なか
ま」による活動

森なかま（京都） 普及・啓発（システム）

NAKASU TENJIN WOOD MAP 麻生建築＆デザイン専門学校（福岡） 普及・啓発（システム）

「南房総千倉CLT収納庫」プロジェク
ト

弁護士法人匠総合法律事務所（東京） 普及・啓発（ツール・メ
ディア）

旅するランバー・トレイン　ー子ども
と旅する木の列車ー

一級建築士事務所 なかおデザイン室（千葉）、一條ランバー 株式会
社(東京)、株式会社 佐野製材所(静岡)

普及・啓発（ツール・メ
ディア）

「平家の里」ふるさと創生事業と「囲
炉裏＆薪ストーブのある暮らし」設計
デザインコンテスト

平家の里「炭焼き・薪クラブ」ロスコ・らしさ研究所（大阪） プロモーション（定期開
催）

徳島県の体験型施設「TurnTable（ター
ンテーブル）」

株式会社フォレストバンク（徳島）、株式会社Turn Table(徳島)、株
式会社ゲンボク(徳島)

ビジネスモデル

みかわてらす
矢掛町（岡山）、神家昭雄建築研究室(岡山)、株式会社電通テック
(東京)

仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

サプライヤーと実現する、木材調達ガ
イドライン

積水ハウス株式会社（大阪） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

未利用間伐材を活用した、輸送用パ
レットKyo Pallet®の製造開発販売プロ
ジェクト

エースジャパン株式会社（京都） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

全国47都道府県から森林認証材の供給
体制確立

ナイス株式会社（神奈川） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

国産材利活用拡大に向けたウッドソ
リューション・ネットワーク設立・活
動

ウッドソリューション・ネットワーク（東京） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

はしらベンチプロジェクト
NPO法人 西川・森の市場（以下全て埼玉）、有限会社創林、有限会
社小峰材木店、早野材木店、西川バウム合同会社

仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

デジタルファブリケーションによる自
律分散型生産ネットワーク

VUILD株式会社（神奈川） 仕組み・ネットワーク（生
産・加工・流通・販売をつ
なぐもの）

木育推進拠点『姉妹おもちゃ美術館』
を作る

認定NPO法人芸術と遊び創造協会（東京）、国頭村(沖縄)、長門市(山
口)、由利本荘市(秋田)

その他

にいみ木にかかわりビトプロジェクト にいみ木のおもちゃの会（岡山） その他

木材超耐久処理ボロンdeガード® 日本ボレイト株式会社（東京） 新たな工法・素材活用の技
術SHABO 有限会社 中嶋工芸社（富山）、しゃみせん楽家（富山） 試作品

国産広葉樹ダケカンバ・硬式野球バッ
ト

京都大学大学院農学研究科森林科学専攻生物材料設計学分野（京
都）、地方独立行政法人北海道立総合研究機構 林産試験場（北海
道）、三井物産株式会社（東京）、ミズノテクニクス株式会社（岐
阜）、株式会社ロンウッド（富山）

試作品

まちや＋こあ：ZEHコアによる町家・
コミュニティ再生モデルの提案

まちや＋こあ＠京都大学（京都） 実験住宅・施設

Forest Road Designer（FRD） 住友林業株式会社（東京） その他

木製品分野

コミュニケーション分野

技術・研究分野
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