記念すべき第１回の「ウッドデザイン賞」受賞作品（397 点）を全点展示
初の農林水産大臣賞・林野庁長官賞等を 12 月 10 日に公表・表彰
各界の第一線で活躍する建築家・デザイナー等のシンポジウムを開催

「ウッドデザイン賞 2015（新・木づかい顕彰）」
表彰式・作品展示・シンポジウム等を開催
【１】 表彰式
（平成 27 年 12 月 10 日(木) 12:30～13:15 於：「東京ビックサイト」東３ホール）

【２】 受賞作品展示 （エコプロダクツ 2015 内 「ウッドデザイン賞 2015」特設コーナー）
（平成 27 年 12 月 10～12 日(木～土) 10:00～18:00 於：「東京ビックサイト」東４ホール）

【３】 説明会・シンポジウム・交流会
（平成 27 年 12 月 10 日(木) 15:00～17:40 於：「東京ビックサイト」会議棟１階 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ）

ウ ッ ド デ ザ イ ン 賞 運 営 事 務 局
（特）活木活木森ネットワーク、（公社）国土緑化推進機構、
（株）ユニバーサルデザイン総合研究所
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ウッドデザイン賞運営事務局は、本年から新たに創設した『ウッドデザイン賞
本年から新たに創設した『ウッドデザイン賞 2015（新・木づかい顕彰）』の上位賞を平
2015（新・木づかい顕彰）』の上位賞を平
成 27 年 12 月 10 日に公表し、「東京ビッグサイト」東
日に公表
3 ホール（「エコプロダクツ 2015」イベントステージ）において、同日
12 時 30 分から「表彰式」を行います。
分から「表彰式」を行います
当日は、応募総数 822 点から書類による「第一次審査」、審査委員会（委員長：赤池 学）による「第二次審査」を通過
した 397 点の「ウッドデザイン賞」受賞作品の中から、「最終審査」で選ばれた「農林水産大臣賞
「農林水産大臣賞(
「農林水産大臣賞(最優秀賞）を
最優秀賞）を 1 点、「林
野庁長官賞(
野庁長官賞(優秀賞）」を
優秀賞）」を 9 点（3
点（3 部門×3
部門×3 点）、「審査委員長賞(
点）、「審査委員長賞(奨励賞）」を
奨励賞）」を 30 点（3
点（3 部門×10
部門×10 点）公表
点）公表、表彰
公表 表彰します。
表彰
続いて、同日 15 時からは「東京ビックサイト」レセプションホール A（会議棟１階）で、赤池 学・審査委員長をはじめ、各
各
界の第一線で活躍する審査委員が登壇する「シンポジウム」等
界の第一線で活躍する審査委員が登壇する「シンポジウム」等も開催し、「ウッドデザイン」の今後の可能性などについ
も開催
て 2 つのパネルディスカッションを行います。その後、上位賞受賞作品の展示や受賞者との交流会も行います。
さらに、同日から 12 日にかけて「東京ビックサイト」東展示場で開催される、エコプロダクツ
エコプロダクツ 2015「森林（もり）からはじ
2015「森林（もり）からはじ
まるエコライフ展」内に設置された「『ウッドデザイン賞』特設ブース」（東４ホール、小間番号 F-01）においては、上位賞受
まるエコライフ展」内に設置された「『ウッドデザイン賞』特設ブース」
賞作品とともに、二次審査を通過した「ウッドデザイン賞」受賞作品（
「ウッドデザイン賞」受賞作品（397
「ウッドデザイン賞」受賞作品（397 点）全点
点）全点を
全点を展示し、各審査委員からの動画メッセ
展示
ージの上映を行います。また、10 日（10 時～12 時）には農林水産省「みどりの広報大使」にも任命されている「2015 年度
ミス日本みどりの女神」の佐野加奈さんが来場し、受賞者の皆さんとの記念撮影を行います。

「ウッドデザイン賞」について
「ウッドデザイン賞」とは「木」に関するあらゆるモノ・コトを対象に、暮らしを豊かにする、人を健やかにする、社会を豊か
にするという 3 つの視点から、デザイン性が優れた製品・取組等を表彰する今年度初めて創設されたアワードです。
初年度となる今年は、建築家の隈 研吾氏、プロダクトデザイナーの益田 文和氏、アーティストの日比野 克彦氏、慶應義塾大学
大学院教授の伊香賀 俊治氏ら各分野の第一線で活躍中の方々が審査委員を務めました。
なお、受賞作品については、年明けに発行予定の「コンセプトブック」に掲載されるほか、ウェブサイトでもご覧いただけるよ
うになります（平成 28 年 1 月公開予定）。その他、全国巡回展での展示も予定しております。実施スケジュール等詳細はウッドデ
ザイン賞公式ウェブサイト（http://www.wooddesign.jp ）で順次ご案内します。

本件に関するお問い合わせ先
ウッドデザイン賞応募受付担当 （担当：永山・小澤）
〒105-0003 東京都港区西新橋 3-3-1 西新橋 TS ビル 7F
電話：03-5777-3128
FAX：03-3670-8333
E-mail： info2015@wooddesign.jp

「ウッドデザイン賞 2015（新・木づかい顕彰）」表彰式・
2015（新・木づかい顕彰）」表彰式・作品展示・
（新・木づかい顕彰）」表彰式・作品展示・シンポジウム
作品展示・シンポジウム等
シンポジウム等 概要
〔【１】「ウッドデザイン賞 2015」表彰式〕
●日時：
平成 27 年 12 月 10 日（木） 12：30～13：15
●会場：
東京ビックサイト（東京都江東区有明 3-11-1）
東 3 ホール エコプロダクツ 2015 イベントステージ
●プログラム： 12：30～
主催者挨拶
12：35～
来賓挨拶
12：40～
表彰式
農林水産大臣賞(最優秀賞)
林野庁長官賞(優秀賞)（3 部門）
審査委員長賞(奨励賞)（3 部門）
受賞代表者 コメント
審査委員長 講評 ほか
13：15
終了
〔【２】 シンポジウム・交流会〕
●日時：
平成 27 年 12 月 10 日（木） 15：00～17：40
●会場：
東京ビックサイト（東京都江東区有明 3-11-1）
レセプションホール A
開会挨拶
（公団）国土緑化推進機構
●プログラム： 15：00～
15：05～
来賓挨拶
林野庁
15：10～
「ウッドデザイン賞 2015」概要説明
15：20～
■セッション 1： 「ウッドデザイン賞が目指すもの」
ファシリテーター： 赤池 学氏
パネラー（予定）： 手塚由比氏、益田文和氏、山崎 亮氏、伊香賀俊治氏
林野庁
16：15～
■セッション 2： 「消費者視点で見るウッドデザイン賞の魅力」
ファシリテーター： 赤池 学氏
パネラー（予定）： 鈴木恵千代氏、高橋正実氏、三谷龍二氏、山田 遊氏
戸村亜紀氏
16：55～
閉会挨拶
（特）活木活木森ネットワーク
17：00～
交流会
（17：40 終了）
●登壇者：
赤池 学
プロジェクトデザイナー、科学技術ジャーナリスト、審査委員長
益田 文和
プロダクトデザイナー、木製品分野 分野長
手塚 由比
建築家、建築・空間・建材・部材分野審査委員
鈴木 恵千代
空間デザイナー、建築・空間・建材・部材分野審査委員
山崎 亮
コミュニティーデザイナー、東宝芸術工科大学 教授、コミュニケーション分野審査委員
伊香賀 俊治
慶応義塾大学大学院 教授、技術・研究分野 分野長
山田 遊
バイヤー、木製品分野審査委員
戸村 亜紀
クリエイティブディレクター、コミュニケーション分野審査委員
三谷 龍二
木工デザイナー、木製品分野審査委員
高橋 正実
デザイナー・コンセプター、木製品分野審査委員
主催：
ウッドデザイン賞運営事務局
（特）活木活木森ネットワーク、（公社）国土緑化推進機構、（株）ユニバーサルデザイン総合研究所
後援：

林野庁

〔【３】「ウッドデザイン賞 2015」作品展示 （特設コーナー）〕
●期間：
平成 27 年 12 月 10 日（木）～12 月 12 日（土） 10：00～18：00
※12 月 12 日（土）のみ 17：00 まで
●会場：
「東京ビックサイト」東展示場（東京都江東区有明 3-11-1）
エコプロダクツ 2015 「森からはじまるエコライフ展」内（東 4 ホール ）
「ウッドデザイン賞」特設ブース（小間番号 F-01）
●内容：
○「ウッドデザイン賞 2015」概要紹介、審査委員による動画メッセージ
○「ウッドデザイン賞 2015」受賞作品 全点展示（397 点）
○「ミス日本みどりの女神」(農林水産省「みどりの広報大使」)と受賞者の記念撮影
(平成 27 年 12 月 10 日（木） 10：00～12：00)

