（別添１）

「ウッドデザイン賞2019」 受賞作品一覧 （部門・分野別）
2019年10月25日

ライフスタイルデザイン部門
建築・空間分野
受賞作品名

受賞団体名（主たる応募者、共同応募者）

やまだ屋おおのファクトリー早瀬庵・お茶室
柳小路南角

ビルディングランドスケープ(東京)、株式会社やまだ屋(広島)、桜設計集団一級建築士事務
所(東京)、株式会社ピロティ(東京)、五洋建設株式会社(東京)
三井嶺建築設計事務所(東京)、坂田涼太郎構造設計事務所(東京)、株式会社渡辺富工務店(東
京)、株式会社オノツカ(福島)、東神開発株式会社(東京)、株式会社ケイオス(大阪)

WESTORY

加藤吉宏アトリエ(愛知)

木都能代でおみせづくり～ドライフルーツとナッ

高橋リエ子建築設計事務所(秋田)、木能実(秋田)、ミナトファニチャー(秋田)、日諸木材(秋

ツの専門店木能実

田)、進藤小割製材所(秋田)、大高建設

株式会社三浦工務店

本社
大口市場事務所

店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設

株式会社三浦工務店(東京)、株式会社浅井アーキテクツ一級建築士事務所(東京)

株式会社東海木材相互市場

サブカテゴリ

株式会社加藤設計(愛知)、株式会社東海木材相互市場(愛知)、株式会社東海プレカット(愛

店舗・商業施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設

TOKIO MARINE CAREER DEVELOPMENT

知)
株式会社三菱地所設計(東京)、東京海上日動火災保険株式会社(東京)、清水建設株式会社(東

CENTER

京)、大成建設株式会社(東京)、株式会社熊谷組(東京)

森の輪郭

アトリエ ルクス 一級建築士事務所(愛知)

子育て・学習施設

社会福祉法人柏翔会(兵庫)、株式会社手塚建築研究所(東京)、株式会社吉住工務店(兵庫)

保育園・幼稚園

認定こども園

ミライズそら

株式会社梓設計(東京)、川崎市まちづくり局(神奈川)、川崎市まちづくり公社(神奈川)、大

川崎市立小杉小学校

山・野州共同企業体(神奈川)
yHa architects(福岡)、福岡県那珂川市(福岡)、越井木材工業株式会社(大阪)、福岡県広域

五ケ山クロス ベース

森林組合(福岡)、株式会社 九銘協(福岡)

オフィス・会議施設

学校
公共施設

北川村小規模多機能施設「ゆずの花」

艸建築工房(高知)

公共施設

スマート倉庫®

三井ホームコンポーネント株式会社(東京)

倉庫

アイビーログ工房(高知)

可動式構造物（テント・屋台など）

おおきなかさの下で

アトリエ ルクス 一級建築士事務所(愛知)

戸建・注文住宅

子育てを楽しむ陽だまりの家

シーエッチ建築工房(兵庫)

戸建・注文住宅

あかりをつつむ平屋

株式会社サン工房(静岡)

戸建・注文住宅

高屋の家

有限会社

戸建・注文住宅

杉が生き、森を生かす住まい

株式会社長谷守保建築計画(静岡)

戸建・注文住宅

幸田町の住宅

KAP(岐阜)、yasuhirokaneda STRUCTURE(東京)、ザイソウ(愛知)

戸建・注文住宅

YMT-HOUSE

GENETO architects(京都)

戸建・注文住宅

house SY ／寄木壁の家

モカアーキテクツ(奈良)

戸建・注文住宅

格子土間の家

アトリエ ルクス 一級建築士事務所(愛知)

戸建・注文住宅

重ね切妻の家

アトリエ ルクス 一級建築士事務所(愛知)

戸建・注文住宅

AeroHouse TG (to go)

株式会社エアロハウスDD(東京)、贄田構造事務所(東京)

量産型住宅

ライフデザイン・カバヤ株式会社(岡山)

集合住宅

THE WOOD

株式会社腰越耕太建築設計事務所(東京)、株式会社シェルター(山形)

集合住宅

アサヒファシリティズ山門町葵寮

株式会社竹中工務店(愛知)

集合住宅

蔵のある家～古民家再生プロジェクト 東条～

株式会社TBJインテリアデザイン建築事務所(兵庫)、株式会社岡本銘木店(大阪)

新宿みやざき館 KONNE

大成建設株式会社一級建築士事務所(東京)、宮崎県(宮崎)、小田急電鉄株式会社(東京)

サムライキャンパー

ｋｉ・ｃｏ・ｒｉｎ

アイサワ工業株式会社社員寮／エヌイーシール株
式会社社員寮／三陽機器株式会社社員寮

深川の川床による水辺の創出プロジェクト

可視光応答型光触媒高硬度塗装フローリング(エ
アー・ウォッシュフローリング）

福富建設(岡山)

特定非営利活動法人

江東区の水辺に親しむ会(東京)、株式会社水辺総研(東京)、株式会社

竹中工務店(東京)

株式会社

住宅のリノベーション（古民家再生含
む）
店舗・施設のリノベーション
街づくり

建材・部材分野

日東(宮崎)

床・壁・内外装材

カフェ板

中国木材株式会社(広島)

床・壁・内外装材

藍染杉 凛 床材・壁材

大利木材株式会社(徳島)

床・壁・内外装材

「HOXAN彩」オリジナルデザインシリーズ

北三株式会社(東京)

床・壁・内外装材

一迎シリーズ

株式会社イマガワ(岡山)

開口部（窓・ドア）

KITOTE

中井産業株式会社(和歌山)

インテリア

木製品分野
ichoo open shelf

株式会社

組子家具

伊藤建具製作所＆ネイチャー21設計室(山形)

濱地商会

一級建築士事務所(東京)、有限会社ヤマサキ工芸(高知)

青い森マンションウッドリノベーション協議会(青森)、地方独立行政法人青森県産業技術セ

SOMA青い森シリーズ

ンター林業研究所(青森)

家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）

杉スツール

廣畑木工製作(和歌山)

家具（ベッド含む）

木のこ

ノッティーハウスリビング(三重)

家具（ベッド含む）

株式会社ディノス・セシール(東京)

家具（ベッド含む）

飛騨産業株式会社(岐阜)

家具（ベッド含む）

三本足ハイチェア

工房島変木(沖縄)

家具（ベッド含む）

国産杉の頑丈キッチンラックシリーズ

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）

KAGS SIDE TABLE

有限会社ティンバーワールド(埼玉)

家具（ベッド含む）

デスク＆キャビネット

播磨の国からの贈り物

国産杉

頑丈オープン

ラック
座椅子・杉座

SUGIZA

CONCERTO

しゃかいデザイン株式会社(東京)、漆器くにもと(富山)、塩谷製作所(富山)、京田仏壇店(富
山)、螺鈿おりはし(富山)、ネカド(京都)

雑貨・日用品

木づかい祝儀袋

Wood Innovation Project(東京)、株式会社ビッグウィル(徳島)、株式会社電通(東京)

雑貨・日用品

Hako

有限会社豊岡クラフト(静岡)

雑貨・日用品

Jisugi cup ・Jisugi cup L

株式会社sunsetclimax(東京)

キッチン・食器

1/4

木製品分野 (続き)
重箱(３段)
sakehaco

SINGLE COOLER / SINGLE

KEEPER
IPPONGI

株式会社

増田桐箱店(福岡)、商品企画室トライシンク(福岡)

キッチン・食器

株式会社

増田桐箱店(福岡)、商品企画室トライシンク(福岡)

キッチン・食器

株式会社匠頭漆工(石川)

キッチン・食器

株式会社アキュラホーム(東京)

キッチン・食器

極ミニ鰹箱

株式会社 小柳産業(新潟)

キッチン・食器

haco toy

株式会社

遊具・玩具

FAVA 4 seasons

株式会社マストロ・ジェッペット(福島)

遊具・玩具

木製ファイル

空知単板工業株式会社(北海道)

文具

さくらさくえんぴつ

K&A(神奈川)、株式会社Rinnovation(東京)

文具

ちばの木

株式会社山二建具(千葉)

文具

LIGNOaudio SP-50SS, LA-W301

名古屋木材株式会社(愛知)

楽器

mebuki

株式会社匠頭漆工(石川)

伝統工芸品

フレームシステム「octagonal」

株式会社イトーキ(東京)

オフィス・施設用家具

南俊允建築設計事務所(東京)、飛騨産業株式会社(岐阜)

什器

TINY STAND(静岡)

什器

国産間伐材の木製ストロー

AQURAS

御朱印帳

木々による柔らかなランドスケープ -国産杉間伐材
圧縮材の木製三又脚TINY STAND

増田桐箱店(福岡)、商品企画室トライシンク(福岡)

株式会社CINQ(福井)、TSUGI llc.(福井)、MUTE(東京)、ろくろ舎(福井)、美山町森林組

間伐材を利用した 多目的什器 FRAME

合(福井)、ファニチャーホリック(福井)

什器

木のきもち マルシェキット

有限会社TOMORROW(福岡)

什器

樹木から生まれた

縁樹の糸(大阪)

その他

神秘のファブリック

コミュニケーション分野
木暮人国際映画祭

一般社団法人

The深川WOOD FESの実施

旧木場プロジェクト(東京)

イベント・ワークショップ（定期開催）

緑の椅子リプロダクト研究会(東京)

普及・啓発（システム）

ブルーノ・タウトの緑の椅子

復刻／量産化プロ

ジェクト

木暮人倶楽部(東京)

イベント・ワークショップ（定期開催）

技術・研究分野

囲柱ラーメン木構造
Torch ～留める・つなぐ・創る～ 三角形のアーチ
と屋根の組み合わせによる自在な木質空間

有限会社ライン工業(岐阜)

新たな工法・素材活用の技術

東京大学木質材料学研究室(東京)

展示用製作物

ハートフルデザイン部門
建築・空間分野

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

スターバックス コーヒー ムスブ田町２階店

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社(東京)、株式会社 ワイス・ワイス(東京)

店舗・商業施設

箱根強羅

團紀彦建築設計事務所(東京)、ASTORIA 並木利夫、ホルツストラ、マルダイ

店舗・商業施設

イトーキ新本社オフィス

株式会社イトーキ(東京)

オフィス・会議施設

筑波研究所

住友林業株式会社(茨城)

オフィス・会議施設

Casa di En 宴
新研究棟

日本圧着端子製造

名古屋技術センター別館

-

Petali-

Atelier KISHISHITA(大阪)、日本圧着端子製造株式会社(大阪)、株式会社

波多野工務店

(愛知)、越井木材工業株式会社(大阪)
株式会社竹中工務店(東京)、株式会社アマダホールディングス(神奈川)、株式会社水澤工務

アマダ記念会館

店(東京)

オフィス・会議施設
オフィス・会議施設

ふふ 河口湖

株式会社竹中工務店(東京)、株式会社 TKN・ARCHITECT(東京)

宿泊施設（ホテル・旅館）

子どもを育む巣箱 ときなる

株式会社

子育て・学習施設

香南市総合子育て支援センター「にこなん」

艸建築工房(高知)

子育て・学習施設

「だんだん」保内児童センター・保内保育所

一級建築士事務所アンブレ・アーキテクツ(東京)、八幡浜市(愛媛)

保育園・幼稚園

ぶなの木保育園

株式会社山田伸彦建築設計事務所(東京)

保育園・幼稚園

東松島市立宮野森小学校

東松島市(宮城)、盛総合設計(宮城)、シーラカンスK&H(東京)、住友林業(東京)
長建設計事務所＋山下研究室 設計監理共同企業体(新潟)、新潟県中越福祉事務組合(新

学校

福祉型障がい児入所施設

まごころ学園

グラント・イーワンズ(福井)

潟)、江尻建築構造設計事務所(東京)、大石組(新潟)、カネ柾西澤材木店(新潟)、若月木工所 病院・福祉施設

きの家

(新潟)
紀の国住宅株式会社(和歌山)、国立大学法人 和歌山大学(和歌山)

モデルハウス・ショールーム

九品仏淨眞寺閻魔堂

大成建設株式会社(東京)

寺社・仏閣

未来のまちに贈る家

株式会社平成建設(静岡)、網野禎昭(東京)、宮田雄二郎(東京)、新栄工建株式会社(北海道)

戸建・注文住宅

みやこ下地島空港ターミナル（木の温もりを感じ

三菱地所株式会社(東京)、株式会社日建設計(東京)、株式会社國場組(沖縄)、山佐産業株式

ることができる日本初のCLT空港）

会社(鹿児島)

ストライプウッド

株式会社ニチモクファンシーマテリアル(滋賀)

その他

建材・部材分野
床・壁・内外装材

木製品分野
ひのきモダン家具シリーズ

有限会社フレスコ(静岡)

家具（ベッド含む）

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）

組美木-kumiki-

株式会社ひらつか建築(滋賀)

家具（ベッド含む）

紙木のスツール

有限会社

家具（ベッド含む）

me-mori roll Hinoki&Hinoki

Have some fun!(福岡)

雑貨・日用品

株式会社 KOMA(東京)

雑貨・日用品

Gas cartridge cover [ Uzukuri ]

KOKAZE | 木風(千葉)、Studio Kirin(千葉)

雑貨・日用品

アロマウッドタブレット「ODOL」＆アロマセッ

株式会社Renati tura(徳島)、株式会社那賀ウッド(徳島)、LETS ONE株式会社(大阪)、宇

ト
8/10 はちがつ-とおか

加茂桐米びつ5kg 引出し

奈月温泉

型・1合升付き
8/10 はちがつ-とおか

加茂桐米びつ 500g・ミ

国産杉

ARCA

頑丈ディスプレイ本棚

Bespoke case 時計ケース

神代タモ

ニ升付き＋魚沼産コシヒカリ玄米セット
パンdeドミノ

３個用

倉島木工所(埼玉)

延楽(富山)

雑貨・日用品

株式会社アドプロダクションエム＋クエルカ(新潟)

キッチン・食器

株式会社アドプロダクションエム＋クエルカ(新潟)

キッチン・食器

有限会社一場木工所(広島)、株式会社HUG(東京)

遊具・玩具

2/4

木製品分野 (続き)
toy house

株式会社

増田桐箱店(福岡)、商品企画室トライシンク(福岡)

KAKECCO

Wood market soo soo(群馬)

遊具・玩具

POTATOY

帯広大谷短期大学、team GO-ON(北海道)

遊具・玩具

PREGNO Balance Tower

株式会社

遊具・玩具

組み木立体アート

ミャゴレグノ(東京)

遊具・玩具

おんせん木玉ちゃん

株式会社

大崎材木店(茨城)

遊具・玩具

ぷれぱらウッド

堀内ウッドクラフト(神奈川)

遊具・玩具

「ミシン・アイロンセット(ひろしまの木)」

たむろ木材カンパニー(広島)

遊具・玩具

おふろでちゃぷちゃぷ

株式会社山のくじら舎(高知)

遊具・玩具

Yanase Cedar Project

Ryosuke Kobayashi Guitars(神奈川)

楽器

あんずウクレレ

森

楽器

岡本銘木店

鳥飼支店(大阪)

政教(長野)、SUMI工房(長野)、中村木工所(長野)、千曲市産業支援センター(長野)

株式会社オカムラ(東京)、早稲田大学

もくのわ

課

hinoki‐style
トオトウミ

遊具・玩具

建築学科

古谷誠章研究室(東京)、浜松市林業振興

森林・林業政策グループ(静岡)

木彩工房(福岡)

オフィス・施設用家具

静岡理工科大学脇坂圭一研究室(静岡)、TERRY FIELDS(静岡)、静岡理工科大学 建築学生

チェア・ベンチ

団体 ASSIST(静岡)、浜松木材工業(静岡)

フラワーベッド・コンテナ

有限会社サイテック(北海道)
京)

熊野の香り

オフィス・施設用家具
オフィス・施設用設備

北村淳建築設計事務所(東京)、株式会社JVCケンウッド・デザイン(東京)、東京農業大学(東

森の音フォレストドーム

オフィス・施設用家具

株式会社エムアファブリー(和歌山)

その他
その他

コミュニケーション分野
Mokuiku in English

帝国器材株式会社(東京)、SUNNY BUNNYバイリンガル育成スクール(東京)

イベント・ワークショップ（単発）

アットアロマ株式会社(東京)

普及・啓発（ツール・メディア）

役目を終えた"木"から生まれる一輪挿し

sato wood studio(山形)

ビジネスモデル

MEMORIALWOOD GUITAR

株式会社セッショナブル(宮城)

ビジネスモデル

aroma oil blender【Japanese wood
edition】

NPO法人 こどものけんちくがっこう(鹿児島)、国立大学法人鹿児島大学大学院理工学研究科

こどものけんちくがっこう

建築学専攻

環境建築研究室(鹿児島)、株式会社ベガハウス(鹿児島)

教育・研修システム

ソーシャルデザイン部門
建築・空間分野

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

もりのわ設計室・建築デザイン工房kocochi空間 設計共同体(大分)、九州林産株式会社(福

もくあみの杜

岡)、株式会社竹内工務店(大分)、きいぷらん(大分)
湧口善之(東京)、株式会社建築と木のものづくり研究室(東京)、一般社団法人街の木ものづ

ともしびショップ湘南平／湘南リトルツリー

くりネットワーク(東京)
（株）アトリエ秀(神奈川)、一般社団法人

神宮前３丁目プロジェクト

日本CLT協会(東京)、一般社団法人

店舗・商業施設
店舗・商業施設

日本

WOOD.ALC協会(東京)、株式会社One's Life ホーム(東京)、有限会社中島材木店(東京)、 店舗・商業施設
桜設計集団一級建築士事務所(東京)

面白法人カヤック社屋

研究開発棟・ぼくらの会

株式会社シェルター(山形)、面白法人カヤック(神奈川)、SUPPOSE DESIGN OFFICE

議棟

Co.,Ltd.(広島)、TECTONICA INC.(東京)、株式会社栄港建設(神奈川)

スマートシティAiCT

株式会社

オフィス・会議施設

白井設計(福島)

オフィス・会議施設

シネジック株式会社(宮城)

オフィス・会議施設

兵庫県林業会館

兵庫県林業会館新築工事建築実証協議会(兵庫)、株式会社竹中工務店(大阪)

オフィス・会議施設

ＪＲ九州熊本支社新築

九州旅客鉄道株式会社(福岡)

オフィス・会議施設

HOTEL WOOD TAKAYAMA

株式会社ウッドフレンズ(愛知)、株式会社フォレストノート岐阜工場(岐阜)

宿泊施設（ホテル・旅館）

美馬旅館はなれ 木のホテル

有限会社

宿泊施設（ホテル・旅館）

くくや台幼稚園

Live Haus 建築設計所

シネジック株式会社

新築オフィス

建築設計群

無垢(高知)
飯田貴之建築設計事務所(茨城)

保育園・幼稚園

株式会社アトリエ9建築研究所(東京)、株式会社 ジャクエツ(福井)、学校法人 金沢幼稚園

幼保連携型認定こども園 金沢幼稚園

(石川)
株式会社アトリエ9建築研究所(東京)、社会福祉法人田口宝保育園(愛知)、株式会社ジャクエ

社会福祉法人田口宝保育園

ツ(福井)

岐阜県産材を活かしたゼロエネルギースクール
瑞浪北中学校
昭和電工武道スポーツセンター（大分県立武道ス
ポーツセンター）

学校

大分県(大分)

公共施設

計センター(群馬)、鵜川興業

京都府農林水産技術センター
都府茶業研究所

農林センター

株式会社(群馬)、有限会社

群馬県建築設

萩原構造計画事務所(群馬)、平

方木材 株式会社(群馬)
掛川市(静岡)、オールスタッフ株式会社(静岡)、掛川市森林組合(静岡)、株式会社竹下一級

粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス
京

保育園・幼稚園

株式会社日建設計(大阪)

株式会社ライブ環境建築設計(群馬)、前橋市六供町自治会(群馬)、協同組合

六供町集会所計画

保育園・幼稚園

建築士事務所(静岡)、株式会社尾崎工務店(静岡)、株式会社茶文字の里東山(静岡)
京都府(京都)、株式会社

東畑建築事務所(大阪)

公共施設

公共施設
公共施設

尼崎パーキングエリア

納谷建築設計事務所(神奈川)

公共施設

かみす防災アリーナ

清水建設・梓設計 設計共同企業体(東京)

公共施設

小淵沢駅
にしきひみつ基地ミュージアム
屋久島町庁舎
銚子駅
南会津町新庁舎建設事業

株式会社

JR東日本建築設計(東京)、北杜市(山梨)、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社(東

京)、北川原温建築都市研究所(東京)
中西ひろむ建築設計事務所＋荻原雅史建築設計事務所(京都)、錦町(熊本)、株式会社いなば
(熊本)
アルセッド建築研究所(東京)、屋久島町(鹿児島)
株式会社

JR東日本建築設計(東京)、東日本旅客鉄道株式会社

式会社(神奈川)
南会津町役場(福島)、株式会社

青島裕之建築設計室(東京)
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公共施設
公共施設
公共施設

千葉支社(千葉)、ナイス株

公共施設
公共施設

建築・空間分野 (続き)
神田明神文化交流館 EDOCCO

株式会社 乃村工藝社(東京)、鹿島建設株式会社(東京)

寺社・仏閣

宝性院観音堂

PERSIMMON HILLS ARCHITECTS(神奈川)

寺社・仏閣

木のカタマリに住む

株式会社平成建設(静岡)、網野禎昭(東京)、宮田雄二郎(東京)

戸建・注文住宅

糸魚川市(新潟)、（株）スタジオ・クハラ・ヤギ、猪又・カネタ・後藤特定共同企業体(東

糸魚川市駅北大火復興住宅

京)、（株）上越翔建設計(新潟)、（株）アジュールデザイン(新潟)
都城市立図書館(宮崎)、株式会社マナビノタネ(長野)、株式会社アイダアトリエ(東京)、益

集合住宅

都城市立図書館

田・大協・建人・アトリエ匠

COCONOアートプレイス

共同事業体(宮崎)、都城家具工業会(宮崎)
中西ひろむ建築設計事務所(京都)、大野市(福井)、大野建設工業株式会社(福井)

店舗・施設のリノベーション

海陽ハウスビレッジ

カイトアーキテクツ / 京智健建築設計事務所(大阪)

店舗・施設のリノベーション

企画展「萬古焼の粋」会場デザイン

ミエケンジンカイ(東京)、萬古陶磁器振興協同組合連合会(三重)、中勢森林組合(三重)

その他

Hurryうっど(木造フレームタイプ)

藤田建設工業株式会社(福島)

その他

委託業務共同企業体(宮崎)、丸宮・藤誠・清永特定建設工事

店舗・施設のリノベーション

木製品分野
天竜材の和シリーズ

家具（ベッド含む）
天竜森林組合(静岡)
静岡理工科大学脇坂圭一研究室(静岡)、建築学生団体 ASSIST 渥美晴彬、池宮康清、岡部

トオトウミ・パーゴラ

クミ、小川歩夢、滝口雅貴、野末大輔(静岡)、プラスチック

キノハナ

大森皓太(静岡)、TERRY FIELDS 高橋広樹(静岡)、浜松木材工業(静岡)
キノハナkinano(長野)

雑貨・日用品

QUINTESSENTIALLY JAPAN・Cypress

KANAJI(東京)

雑貨・日用品

【OEDO-BLUE-】【OEDO-GREEN-】

スタイル・オブ・ジャパン株式会社(福井)

キッチン・食器

植える・ドミノ

おいで家具(北海道)

遊具・玩具

国産針葉樹を用いた執務室向け家具シリーズ

株式会社 天童木工(山形)

オフィス・施設用家具

１００年杉カヌー

沖中造林株式会社(三重)、マルゴ株式会社(三重)

その他

チェンソー伐倒研修キット

林業技能向上センター(東京)、有限会社

その他

鈴木知悠 鈴木陽一郎(静岡)、 家具（ベッド含む）

内田販売システム(岩手)

コミュニケーション分野
ひろしまの森

木育普及委員会(広島)、広島大学大学院教育学研究科技術・情報教育学講座

木育VR体感フェス

「道産木のある未来を見たいから。」 MWS 木の
ワークショップ
森の資源や日田杉を活用した地域活性化プロジェ
クト
広葉樹のものづくりから森林づくりへ～樹と人と
物を結ぶ80年の挑戦～
木のある暮らしコンテスト
木材を使った高校生用防災プログラム 「高校生の
つくる災害時家具展」
日本文化の川上から川下まで。見て触れて体験し
て、国産材の利用を促進する一体的な木育活動。

室(広島)
株式会社竹中工務店(北海道)、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科

木材加工研究

イベント・ワークショップ（単発）

小林博人研究会

(神奈川)、（地独）北海道立総合研究機構林産試験場(北海道)、株式会社ニッタクス(東

イベント・ワークショップ（単発）

京)、紀伊國屋書店札幌本店(北海道)、北海道札幌工業高校(北海道)
田島山業株式会社(大分)

イベント・ワークショップ（単発）

学校法人自由学園女子部（中等科・高等科）(東京)、ものづくりで森づくりネットワーク(岐
阜)、株式会社ウォールデンウッズ(東京)、白鳥林工協業組合(岐阜)、AC Forest(岐阜)、

イベント・ワークショップ（定期開催）

NPO法人グリーンウッドワーク協会(岐阜)
河内長野市(大阪)

イベント・ワークショップ（定期開催）

日向市民公益活動団体コンパス(宮崎)

イベント・ワークショップ（定期開催）

菊池建設株式会社(神奈川)

イベント・ワークショップ（定期開催）

公益社団法人土木学会木材工学委員会

公益社団法人

持続可能な社会の実現に貢献する早生樹の活用

（公社）日本木材加工技術協会関西支部早生植林材研究会(大阪)、（一社）平林会(大阪)

普及・啓発（システム）

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社(大阪)

普及・啓発（システム）

枚方市立菅原生涯学習市民センター「MOKUプロ
ジェクト」
ＦＳＣ材を使用したジャングルジムの貸出

土木学会

木材工学委員会(東京)

普及・啓発（システム）

掛川市林業研究会(静岡)、掛川の風景を創る会(静岡)、掛川市森林組合(静岡)、オールス
タッフ株式会社(静岡)
大林組(東京)

普及・啓発（ツール・メディア）

森林と共に生きる街「LOOP50」建設構想の発信

株式会社

街にスポット50ヵ所計画
三陸鉄道復興 × 広葉樹振興プロジェクト 「広葉

木彩工房(福岡)
宮古農林振興センター林務室(岩手)、三陸鉄道株式会社(岩手)、株式会社オノダ(岩手)、株

普及・啓発（ツール・メディア）

樹の魅力を活かした木製吊り手の製作とモニタリ

式会社小林三之助商店岩手工場(岩手)、株式会社小友木材店(岩手)、有限会社内田販売シス

普及・啓発（ツール・メディア）

ング調査」
おきなわの木の魅力を発信するツール

テム(岩手)

普及・啓発（ツール・メディア）

有限会社 大和産業(沖縄)

普及・啓発（ツール・メディア）

わくわくのいえ（ワクワク・枠枠）

かたちとことばデザイン舎＋ユウ建築設計室(徳島)、一條ランバー株式会社(東京)

普及・啓発（ツール・メディア）

杉出しホープ

秩父市雇用創造協議会(埼玉)、ヨロズ国産木材(埼玉)

ビジネスモデル

kobokuエコシステム

株式会社山翠舎(長野)

ビジネスモデル

IKONIH～ヒノキの魅力を世界の子ども達へ～

IKONIH(大阪)

ビジネスモデル

木質バイオマス熱エネルギーを活用によるマン

那珂川町地域資源活用協同組合(栃木)、株式会社トーセン(栃木)、林家川魚店(栃木)、株式

ゴー・コーヒー栽培・うなぎ育成
低温乾燥による国産杉材の付加価値向上プロジェ

会社那珂川バイオマス(栃木)、鈴木材木店(栃木)、星の見える丘農園(栃木)
株式会社 中央住宅(埼玉)、株式会社 中央住宅(埼玉)、株式会社モリアン(大阪)、全国森林 仕組み・ネットワーク（生産・加工・流

『OKINAWA』

ビジネスモデル

クト
組合連合会(東京)、東京大学大学院薬学系研究室(東京)
木育×プログラミング教育【MOCKUPプログラミ
株式会社武田林業(愛媛)、内子町(愛媛)、内子町森林組合(愛媛)、株式会社藤岡林業(愛媛)
ング教室】

通・販売をつなぐもの）

『木音の部屋（もねのへや）』プロジェクト

島根大学教育学部附属幼稚園(島根)

教育・研修システム

にいみ木のおもちゃの会(岡山)

その他

報徳の森プロジェクト(神奈川)

その他

にいみ木にかかわりビトプロジェクト

木育ネッ

トワークの構築～想いをカタチへ～
一円融合～報徳の森プロジェクトの取組み～

教育・研修システム

技術・研究分野
都市を木質化する外壁カバー工法「MARC
SYSTEM（マークシステム）」
日本初となる中高層木造ハイブリッド建築を実現

ニチハ株式会社(東京)

新たな工法・素材活用の技術

三菱地所株式会社(東京)、株式会社竹中工務店(東京)、山佐木材株式会社(鹿児島)、田島山

する技術の実証

業株式会社(大分)

エアー鉋

シーバイエス株式会社(神奈川)、株式会社

早生樹を活用した曲げ木家具の研究

グランドライン(滋賀)

飛騨産業株式会社(岐阜)、岐阜県生活技術研究所(岐阜)、国立研究開発法人
備機構(茨城)、株式会社イトーキ(東京)
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新たな工法・素材活用の技術
新たな工法・素材活用の技術

森林研究・整

試作品

