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評価ポイント　国産材桜を用いたクラッチバッグ・ハンドバッグで、デザイン性が高
い。日常的に女性が使える使い勝手の良さと洋・和装両方にフィットしそうな意匠
性は好感が持てる。組木の技術を用い、地元の遠州織物とコラボレーションしてい
る点も高評価。

概要
桜の木を使ったバックを展開するaugmenter(ウォグモンティ)。楽器や家具製造の
木工技術を生かした0.1㎜単位の加工技術を持つ「豊岡クラフト」(浜松市)が制作
しました。豊岡クラフトの技術と伝統の遠州織物がコラボした木製バックはそれぞ
れの情熱とプライドが交差しています。

【サイズ】300×18×330mm
【重量】400g
【価格】16,000円
【入手先】有限会社豊岡クラフト

有限会社豊岡クラフト（静岡）
augmenter／静岡県
木製品分野   雑貨・日用品  奨励賞

評価ポイント　新潟県西部に導入された観光列車車内の内壁は新潟県産越後杉
などを使用し、すべての座席やテーブルは国産木材を使用している。車内のエリア
ごとに杉、樺桜、橅などの樹種を使い分け、豪奢ではないが日常的な寛げる空間づ
くりに成功している。今後、見込まれるインバウンド観光客への対応といった点にお
いても期待ができる。

ICHIBANSEN / nextstations（東京）、えちごトキめき鉄道株式会社（新潟）、株式会社天童木工（山
形）、株式会社ビッグウィル（徳島）、新潟トランシス株式会社（新潟）、株式会社ニッタクス（東京）

えちごトキめきリゾート雪月花／新潟県
建築・空間分野 Ⅰ 公共施設 Ⅰ 奨励賞

評価ポイント　「働く場」や「学ぶ場」を実現する新しいオフィス向けの『日本の木で
できた家具』である。杉の特性を生かしたオフィス家具として製品化し、新しい価値
と市場を生み出すことに果敢にチャレンジしている。極力、産地に財源が残る生産
システムを採用し、過度な加工を施すことなく、天然素材の持つ感じ良さをオフィス
空間に提案・導入している点もよい。

概要
感じ良い「働く場」や「学ぶ場」を実現する新しい取組みです。建築用木材として
の認識しかなかった杉材を、宮崎の生産者との根気強い取組みにより、杉本来
の持つ特性を生かしたオフィス家具として製品化し、新しい価値と市場を生み出
すことに成功しました。国産杉の使用用途を拡大し、持続可能な社会の実現に
貢献します。 

【体験・入手方法】(株)内田洋行の販売店もしくは、(株)良品計画法人窓口にて購入可能。
【費用】展示会等のイベントに関して、参加費・入場料等は無料
【概要サイト】http://ryohin-keikaku.jp/news/2016_0407.html
http://www.uchida.co.jp/company/news/press/160407.html
http://office.uchida.co.jp/products/wood/

株式会社内田洋行（東京）、株式会社良品計画（東京）、有限会社サ
ンケイ（宮崎）、パワープレイス株式会社（東京）

「木とくらす」～はたらく、まなぶ～／東京都
コミュニケーション分野 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） Ⅰ 奨励賞

奨励賞2

奨励賞3

奨励賞１

概要
えちごトキめきリゾート雪月花は新潟県に導入された観光列車。2両編成定員45
名という小さな列車だが、妙高山や日本海などの絶景を楽しんで頂けるよう、車内
エリアごとに杉、樺桜、橅などを使い分けた。日本最大級の側窓や世界で唯一の
前面展望を専有できる個室も備え、五感で楽しめる唯一無二の旅を提供する。

【連絡先】えちごトキめき鉄道株式会社 えちごトキめきリゾート雪月花予約センター
http://www.echigo-tokimeki.co.jp/setsugekka/

【概要サイト】 http://www.ichibansen.com/#!blank-1/c1lfu

21 

ライフスタイルデザイン部門 

111.indd   21 2017/02/10   17:58



評価ポイント　古民家のリノベーションの提案である。大和棟、大和塀と呼ばれるこ
の地域特有の形式の継承と、極力国産材、特に奈良県産材を利用しており、改め
て日本建築の良さ、美しさを伝えている。隣接する寺院や近隣の民家と一体になっ
て美しい景観が保全されたこともも意義深い。

概要
大和棟を持つ江戸時代から残る古民家の改修事例である。明治期以降の数度に
わたる増築の結果起きた雨漏りや敷地内の大木の根が建物を持ち上げ石垣を押
し出そうとしていたことへの解決策として、大木付近の増築部分を減築して外部
化することで建物の安全性を確保し、木を眺められる広い縁側と焼杉の大和塀を
新設した。

【連絡先・概要サイト】http://www.mkishi.com/works/renovation_conversion/Japanese-
traditional-house-in-Gose.html
http://nara-kenchikushikai.or.jp/design/design.html

末吉髙明、株式会社貴志環境企画室（大阪）、唐内工務店（大阪）
大和棟と大和塀のある古民家／奈良県
建築・空間分野野   リノベーション  奨励賞

評価ポイント　木材の圧密化を制御し、光の乱反射を発生させる新規性の高い研
究である。金型による製造が可能なため、普及しやすい点も有効である。インテリア
や自動車の内装、遊具玩具などへの展開の可能性を感じさせる。

概要
任意部位のみ光透過性を向上させる加工技術を開発した。これにより、人間との
高い親和性のある木材の意匠はそのままに、より洗練された意匠を付与すること
が可能となった。用途として、LEDやセンサーの配置によって、照明やスイッチング
の機能を木材に与えることが可能となり、車両や家電、建築に利用できる。

【閲覧・入手方法】当該研究室にて閲覧可
【概要サイト】http://www.s-tlo.co.jp/club/markets/patent/open/detail.php?seq=41
&categorys=1073741824
https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst/p/14/1470/cic-tokyo_b1.pdf

愛媛大学農学部森林資源学コース森林資源利用システム研究室　
杉元宏行（愛媛）

任意部位の光透過性を向上させた木材／愛媛県
技術・研究分野   新たな製造・加工の技術  奨励賞

評価ポイント　木製のシステム手帳で暮らしを彩る木づかいの提案として良質な
デザインである。特殊な圧縮加工を施しており、柔軟性を備えた曲がる木材（吉野
杉）をカバーに用いて、その柔らかさに驚く。「曲がる木」という新たな展開による木
材の可能性を模索した点に今後の期待が持てる。

概要
木製のシステム手帳です。曲がる木材をカバーに用い、開閉時も無理なく曲がりま
す。軽量であり携帯しやすくなっています。曲がる木材は独自の圧縮加工を施して
あり、その加工には化学薬品を一切使用していないため、木材本来の質感や風合
い、温もりが味わえます。 

【サイズ】115×25×185mm
【重量】75g
【価格】12,960円
【入手先】メイモク・リグノ オンラインショップ http://www.ligno-shop.jp/
Makuake ECサイト https://www.makuake.com/project/meimoku/shopping/

【概要サイト】http://ligno.shop-pro.jp/?pid=103731311

名古屋木材株式会社（愛知）
iLignosシステム手帳／愛知県
木製品分野   文具  奨励賞

奨励賞5

奨励賞6

奨励賞4
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有限会社　柳澤木工所（長野）
雪洞／長野県

株式会社 KOMA（東京）
日本の木と技が創る超軽量家具／東京都

評価ポイント　長野県産の栓を使ったペンダントライトだが、懐かしさの中にも古
民家カフェなど現代のライフスタイルへもマッチする魅力があるデザインになってい
る。木はプラスチックに比べて経年による劣化が少なく、和紙を張替えることにより
永く使用できる点も良い。

概要
松本のランプ職人、飯野歌之助さんがデザインした金属製の電気スタンドの
シェードを吊り下げ式照明にしました。元々がランプシェードということもあり和洋
いずれにも違和感がありません。製造当初から変わらない拭き漆を模した色と、白
い和紙のコントラストは和みをもたらす「用の美」と言えます 。

【サイズ】500×500×300mm
【重量】1,500g
【価格】75,600円
【入手先、概要サイト】http://www.mokko.co.jp

評価ポイント　富山県産のイタヤカエデと南三陸杉を利用した超軽量家具であり、
熟練職人の手仕上げにより、極限まで無駄を削ぎ落とすシャープさと柔らかな温か
みが調和したデザインが目を引く。実際に座った時の安定感も良い。FSC認証材の
利用にも取り組んでいる。

概要
広葉樹の強度と粘度、針葉樹の軽量、柔らかい温もりなどそれぞれの特性を活か
したハイブリッドです。全ての部材の形状や角度、組手の細部まで意味を持たせた
工夫を凝らし快適性、耐久性、超軽量を実現しています。高機能でありながら１㎜
でも１gでも無駄を無くす日本の美意識「削ぎ落としの美」を追求しました。

【サイズ】400×490×730mm
【重量】1,900g
【価格】150,000円
【入手先】自社shop、自社web site、都内百貨店（新宿伊勢丹、日本橋三越、銀座三越ほか）
【概要サイト】http://koma-shop.jp/product/entry/post-13/

木製品分野  照明器具  奨励賞

木製品分野  家具  奨励賞

評価ポイント　自宅や幼稚園、保育園、パブリックスペースなどの空間での使用を
想定した小椅子。杉の無垢材だが、軽量かつしっかりとした強度を兼ね備え、丸み
を帯びたデザインが独特の柔らかさを演出している。「圧縮」「曲げ」など本格的な
木工技術を生かし、曲面やスタッキング可能な形状を実現しており、日本の針葉樹
利用のソリューションの一つと言える。

概要
近年「木育」の活動普及が著しいなか、弊社の「曲げ」「圧縮」技術を生かして、国
産材を活用したこども家具の開発を行いました。木材の魅力を伝えながら、こども
に安全でやさしいデザインを目指しました。人間工学の観点から年齢ごとに最適
なサイズを導き出し、大人にとっても扱いやすく配慮された構造です。

【サイズ】325×320×485mm
【重量】2,400g
【価格】32,000円
【入手先】飛騨の家具館（東京、名古屋、大阪、福岡、仙台、高山） https://kitutuki.co.jp/
showroom

【概要サイト】https://kitutuki.co.jp/products/standard-collection

飛騨産業株式会社（岐阜）
kids furniture／岐阜県
木製品分野  家具  奨励賞

23 

ハートフルデザイン部門 ライフスタイルデザイン部門 ハートフルデザイン部門 

111.indd   23 2017/02/10   17:58



長野県産材販路開拓協議会（長野）
信州型　木製遮音壁／長野県

株式会社アキュラホーム（東京）、株式会社ホルツストラ（東京）、
河野泰治アトリエ（東京）、株式会社篠原商店（埼玉）

住まいと暮らしサロン／埼玉県

川村克己（滋賀）
「くむんだー」木のジャングルジム／滋賀県

評価ポイント　長野県のスギ・カラマツを使った木製遮音壁で、性能・強度は中日
本高速道路（株）の遮音壁設計要領に準拠している。高速道路にとどまらず、住宅
街や工業団地、近年話題にもなっている保育園の騒音問題など、幅広い分野での
活用が期待できる。土木工事に国産木材利用が促進できる方法として遮音壁は有
効なアプローチである。

概要
長野県に豊富にあるカラマツ材の有効利用を考え、「木が使えるところにあたりま
えに木を使いたい」という熱い想いから木製遮音壁を開発しました。
設置は高速道路にとどまらず、住宅街や工業団地、近年話題にもなっている保育
園の騒音問題など、幅広い分野での活用が期待できます。

【サイズ】3,960×90×500mm
【重量】100,000g
【価格】35,000円
【入手先】長野県産材販路開拓協議会  http://naganowood.com
mizumoku@seagreen.ocn.ne.jp

評価ポイント　木造軸組み工法を用い、一般流通材と一般加工・施工技術で建て
た日本初の中規模３階建て木造建築であり、空間は美しく仕上がっており、新規性
も高い。地域に解放するイベント空間としても活用されており、木材利用の可能性
を普及啓発する点でも意義がある。非住宅建築への木造参入を推し進めるチャレ
ンジングな取組である。

概要
人々が集う空間は限りなく優しいものであるべきだと思う。
その最たる材料である木を全面的に使用した中規模木造建築。
これまで特殊なものであったこのセグメントで一般的な材料と技術で建築を可能
にし、更に従来の同等以下の建築コストを実現している。

【連絡先】株式会社アキュラホーム

評価ポイント　子供たちと一緒に組む組み立てることができる木のジャングルジ
ム。父兄と一緒になり、大規模な遊具を自分の手で組み立てるという、創造と遊び
を通じて木の良さを感じることができる。知らない子ども同士がコミュニケーション
し、遊んだ後のあとかたづけも共同で行なうという気持ちも自然に生まれる木育玩
具になっている。

概要
子供たちと一緒に「コンコンカンカン」組み立てては解体する、みんなでつくる木の
ジャングルジム。対象は3歳から小学3年程度。父兄と一緒に遊びを通じて木の良
さを感じ、柱と貫を楔で止めていく行為により、木槌のコンコンと打つ、心地よい響
き、杉の持つ肌触り、木目・香り・重さ（軽さ）を、体で感じてもらいます。

【サイズ】2,000×2,000×2,000mm
【重量】8,000g
【価格】270,000円
【入手先】(株)長谷川林材、（株）丸松木材
【概要サイト】http://www.kikorikko.com/

木製品分野   設備  奨励賞

建築・空間分野   オフィス・会議施設  奨励賞

木製品分野  大型遊具  奨励賞

奨励賞11

奨励賞12

奨励賞10
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ヤブクグリ（大分）、寳屋（大分）、株式会社トライ・ウッド（大分）、マル
ゲン株式会社（大分）

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場（北海道）、
札幌市立大学デザイン学部（北海道）、社会福祉法人 当麻かたるべの森（北海道）

ヤブクグリ／大分県

授産施設で生産するデザイン性の高い木製品の開発／北海道

組手什おかげまわし協議会（愛知）、あいちの木で家を造る会（愛知）、賀露おやじの会（鳥
取）、福島県古殿町（福島）、登米町森林組合（宮城）、日本の森バイオマスネットワーク（宮城）

組手什協議会による熊本震災支援／熊本県

評価ポイント　林業、木材関連事業からデザイナー、大工、編集者など多彩な専門
家の協働によって、多くの人が関われる「木」をテーマにしたコミュニティのプラット
フォームになっている。木製の弁当箱だけでなくメニュー開発から携わるという点は
重要で、地域資源を面的に訴求する有効な方法である。

概要
さぁ、森へ出かけよう！ヤブクグリは、この国の森のことが気になって、何かをしなけ
ればと思い立った人たちの集まり。理由はないけど、なぜか何かできそうな予感に
覆われている。森を見れば、山を想うことになる。山を想えば、川を知ることになる。
ヤブクグリは森に目線を合わせながら、暮らし全体のカタチを考えていく。

【体験・入手方法】ヤブクグリ（日田市観光協会内 担当：黒木）（大分県日田市元町11-3）
【費用】年会費5,000円、日田きこりめし880円、三隈川かっぱめし880円、「日田」創刊準備号ヤ
ブクグリ300円、「日田」創刊準備号ヤブクグリ2号300円、「日田」創刊準備号ヤブクグリ3号300
円、木都日田案内200円

【概要サイト】http://yabukuguri.com/

評価ポイント　産地協働による被災地支援の取組だが、全国８か所の地域をまた
いでの実践はハードルが高いと予想されるが、見事に実現した。組手什そのものは
各地域材で生産されるが、形状等は標準化されており、各地域ものが混在しての
活用が可能である。短期間で多くの資材を集めることができ、被災地支援と地域材
活用の両輪を回す良質な作品である。

概要
各地の森林から間伐小径材、製材端材より組手什が生産されている。今回の災害
支援に向けて、生産地８カ所から集荷された。被災地では、森林ボランティアにより
届いた当日に配布、組み立てられて避難所へ提供された。さらに避難所の組手什
は、仮設住宅へと使い回されつつある。組手什は最長、1,600kmの旅をした。

【体験・入手方法】組手什おかげまわし協議会
【実績】組手什 5,400本、270万円相当の寄贈
【概要サイト】http://9de10tohkai.web.fc2.com/saigai2016.html

コミュニケーション分野   イベント・ワークショップ（継続）  奨励賞

コミュニケーション分野   イベント・ワークショップ（単発）  奨励賞

評価ポイント　障がい者の仕事づくりと地域材の有効活用を目的とした、ストー
リー性のある取組である。製品の付加価値化のためデザインによるアプローチを取
り入れ、さらに木材の効率的な加工方法や安全に作業できる環境・工程にも取り
組んだ。専門分野の連携による社会提案性あるプロジェクトである。

概要
大学・授産施設・公設研究機関の連携で、障がい者が生産に携わることができる、
デザイン性の高い木製品を開発しました。見た目の楽しさや実用性を重視した製
品デザインは学生が行い、研究機関で安全・効率的な加工方法を構築しました。
材料は主に地域で産出した木材を使い、生産から販売まで全てを授産施設で行っ
ています。 

【閲覧・入手方法】『当麻くるみなの木遊館』にて販売　http://town.tohma.hokkaido.jp/
about-tohma/sisetuannnnai/bunka-shisetu/741/

【概要サイト】北海道立総合研究機構　林産試験場 http://www.hro.or.jp/fpri.html

技術・研究分野   木材利用の環境や社会性を高める調査・研究  奨励賞

奨励賞14

奨励賞15

奨励賞13
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概要

評価ポイント 温熱環境の悪いコンテナには、断熱、屋根にデッキ、外壁に間伐材を張
り、直射熱にさらされることなく快適な室内を作り出すことができる。再利用が可能な
コンテナと木材と組み合わせた提案は多用途の可能性があり、地域のシンボルにもな
り得る。

【連絡先】http://mori-marche.jp/　【概要サイト】http://kajiura-a.com/_works/森のマル
シェ_犬山/

犬山城下町で２０年借地権による敷地
に対して、コンテナを連ねて建築すれ
ばリサイクル、工期短縮、建築費削減
と環境、経済の面のメリットが大きいと
考えた。周辺建物と軒高を揃えた門を
くぐり、外壁の間伐材に温かみを感じ
ながら、コンテナ間の露地を歩き、小
公園や屋上デッキで犬山の文化を語
り合う場所になることを願う。

梶浦博昭環境建築設計事務所（愛知）、一般社団法人｢日本の森再生プロジェ
クト｣（愛知）

森のマルシェ犬山／愛知県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 1

概要

評価ポイント 貫構法とすることで木材本来の美しさが保たれ、かつ移動する際に必
要な茶室の解体、再利用が容易な形態、組立、移動時の運搬効率を高めておりトータ
ルクオリティが高い。場所を変えつつ、木の空間の良さを体験できる茶室であり、展示
会など幅広い用途に使える。

【連絡先】愛知県犬山市大字犬山字東古券665番地 http://yoakeya.com/　【概要サイト】
http://kajiura-a.com/_works/移動茶室

茶室は木材、和紙、茶碗など地域に根
付いた、未来に残すべき日本文化が
結集している。茶の文化を持つ犬山か
ら文化を集結した茶室を他地域に移
動させる事で、犬山の文化をほかの場
所で体感することが出来る。これは犬
山に限らず、各々の地域ゆかりのもの
で構成された茶室を作ることで文化を
発信、継承していくことができる。

梶浦博昭環境建築設計事務所（愛知）
移動茶室／愛知県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 2

概要

評価ポイント 沖縄の木材の積極活用というチャレンジングな取り組みである点を評
価した。地域材の質感と自然に満たされた周辺環境がうまく融合しており、過度な装
飾を施すことなく居心地の良い空間づくりに成功している。

【連絡先】沖縄県国頭郡東村字宮城519-1

ヤンバルの森で育ったスカイテラスカ
フェとペンション。テラス、グリーンガー
デン、下方に滝を楽しむ一帯で構成。
天気の良い日は空の青さ、海の青さ、
白い雲、爽やかな風が楽しめ、欧米の
家族連れのリピーターが多く、土木関
係に勤めていた時代から、手を入れ
て、庭を作り、家具作りに挑戦してきた
結果が「たちがあ」です。木製アート作品
は3000～5000円程度で、現地ショップで
販売。

大宜見 朝雄（沖縄）、安護建設工業（沖縄）
ペンション＆カフェテラス「たちがあ」一帯のゾーン／沖縄県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 3

概要

評価ポイント 古来の木組みを現しで見える化しており、その意匠性にインパクトがあ
る。農家レストランという業態と空間の質感がマッチしており、自然に包まれたような感
覚で食事ができるだろう。

【概要サイト】http://www.fruitstomato.com

新潟県産杉をふんだんに使用し、古来
の工法による宮造りとなっております。
古来の木組みを現しにした天井高の
吹抜けになっています。

有限会社高儀農場（新潟）、株式会社桜井木材建築（新潟）
（有）高儀農場  農家レストラン “ラ・トラットリア・エストルト”／新潟県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 4

概要

評価ポイント 斜めにカットした木パーテーションの薄型CLTを採用し、空間内での視
点の高さを変えることにより、機能の変化をもたらすユニークな提案である。意匠的な
インパクトもあり、働く場所のあり方を「木」の使い方で示す好例である。

【連絡先】協同組合レングス（材料CLT）　http://length.or.jp/

斜めにカットした木パーテーションを
配置することで「繋がりながら分け
る」「見える、隠れる」様々な場と生活
シーンをつくることを考えた。また「立
つ、座る、移動する」という視点の高さ
とシークエンスの変化により、オープン
からクローズ、その間の境界を変化さ
せる空間を考えた。

株式会社フィールドフォー・デザインオフィス（東京）、株式会社マックスパート
（東京）、清水建設株式会社 東京支店 東京木工場（東京）

（株）マックスパート　八重洲オフィス／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ オフィス・会議施設 入賞 5

概要

評価ポイント 準防火地域ながら木造の現しで３階建てを実現しており、大空間で開
放的なオフィスビルとして印象深い。構造材には集成材、棚板に針葉樹合板、床板に
は杉集成材、階段板にCLTと適材適所の木づかいのアイデアも秀逸である。

【連絡先】構造材及び接合金物 株式会社エヌ・シー・エヌ http://www.ncn-se.co.jp/　施主
URL http://www.gokiburikujyo.jp/about/

大阪のビルメンテナンス企業の「純木
造」新社屋。準防火地域にありながら
３階建て純ラーメン木構造現しの一
体的空間を実現し、木材を活かした空
間とスキップフロアによる開放的な構
成により、各部門を分断することのな
い社員交流豊かな企業風景と、清潔
で明るい企業イメージの創出に貢献す
ることを目指した。

PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ（奈良）、播設計室（東京）、株式会社エヌ・
シー・エヌ（東京）、株式会社クリーンライフ（東京）、株式会社ハンワコーポレーション（大阪）

クリーンライフ本社ビル／大阪府
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ オフィス・会議施設 入賞 6
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概要

評価ポイント 総量約540㎥のＣＬＴはすべて九州産の杉材で、約20%は長崎県産材
を採用した。ホテルに求められる居住性や静粛性を満たしつつ、CLT現しを実現するな
ど先進的なアプローチが光る建築。通気層を持つ外断熱工法で高い断熱性能も備え
る。ルーバーやアートワークはCLTの端材を利用するなど細部への配慮も良い。

【連絡先】下記予約サイトにて施設概要閲覧および宿泊予約可能 http://www.h-n-h.jp/　【概
要サイト】http://www.h-n-h.jp/concept/

CLT（直交集成板）という新しい構造
材を用いて建築された日本初のホテ
ルである。CLTの長所である耐震性、
断熱性、また軽量であることによる施
工性などのメリットを活かし、居住性と
生産性を追求した。また九州産の杉材
に拘りCLTを製作し、遮音性能を満た
しながら客室内部の壁2面にCLT現し
を実現させている。

ハウステンボス株式会社（長崎）、鹿島建設株式会社（東京）、住友林業株式会
社（東京）、銘建工業株式会社（岡山）

変なホテル・ウエストアーム／長崎県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ ホテル・旅館 入賞 7

概要

評価ポイント 木を巧みに使いながらも、子どもの健全な育みを促す細部の工夫が見
られ、楽しく遊び学べる空間に仕上がった。木育ルームの内装に地元池田町の100年
杉を使用し格子も杉材で仕上げ、かつ広葉樹エリアも併設するなど木づかいへのこだ
わりを感じさせる。

【連絡先】社会福祉法人めぐみこども園 http://www.megumihoiku.jp/　【概要サイト】めぐみこ
ども園ホームページ内、木育ページ http://www.megumihoiku.jp/mokuiku/room/

「子ども達の日常のまんなかに、木の
ある暮らし」をテーマに、築30年にな
る園の増改築工事。東京おもちゃ美術
館監修のもと、福井県池田町の無垢
材を生かした「木育ルーム」を作りま
した。人間の情緒の安定する木の割合
（45％未満）も計算に入れながら、子
ども達の感性や遊び力を育む、落ち着
いた空間に仕上がっています。

社会福祉法人めぐみこども園（福井）、株式会社高倉木材（福井）
木づかう心、豊かな感性を育むめぐみこども園木育プロジェクト／福井県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 8

概要

評価ポイント 県産材である日光杉を、様々な工夫で随所に使用した市庁舎である。
採光を巧みに取り入れる木ルーバーと不燃木防煙垂れ壁がつくりだす木漏れ日の演
出は美しく視覚に訴え、市民の安らぎの場となるだろう。

【連絡先】下野市ホームページ http://www.city.shimotsuke.lg.jp/

下野市庁舎は、栃木県日光杉を内外
装にふんだんに使用した市民の「いば
しょ」となる庁舎である。市民を出迎え
る軒天木の大きな庇、地域の自然を
連想させる木ルーバーの市民ロビー、
下野市の伝統工芸品フクベ細工に包
まれたような落ち着きのある議場、歴
史や風土に根ざした庁舎として、空間
に適した木材利用を提案した。

下野市（栃木）、株式会社佐藤総合計画（東京）、大成・小林・前原特定建設工
事共同企業体（栃木）

下野市庁舎／栃木県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 9

概要

評価ポイント レンタルスペース、ギャラリー、生パスタのイートインなどいくつもの顔を
持つモデルハウスで、「木の良さをもっと肌で感じでほしい」というメッセージを伝える
ためのメディアとして機能している。外観も印象的で、地域への開放など開かれた空間
である点も良い。

【連絡先】株式会社坂井建築事務所 www.kinosumai.jp　【概要サイト】http://kinosumai.jp/
hajimarinomori/

木の良さを体で感じることができ、さら
に木で包まれた生活をイメージできる
空間とはどんなものか。そして、木の空
間をより身近に感じてもらうためには
どうすれば良いか。という考えからでき
た、体験型のモデルハウス。外壁には
昔ながらの工法で造られた焼杉板を
使い、構造体は100％地域産材のみ
を使用した。

株式会社坂井建築事務所（兵庫）
はじまりの杜／兵庫県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ モデルハウス・ショールーム 入賞 10

概要

評価ポイント 岐阜県産材を96％使用し、地域材を使った家を地域の人材が作り、地
域の人へ提案・供給するシステムを表現した空間づくりである。建物や庭だけでなく、
内装、照明、家具、インテリアまでトータルコーディネートで木のある暮らしを体感でき
る。

【連絡先】http://kouei-net.jp/

弘栄リノベーションスタジオは全棟ぎ
ふ性能表示材の使用で家造りを行う
弘栄工務店の新築やリノベーションの
提案を主軸とした新オフィス兼展示場
である。カフェも併設しており多くの地
域の人が様々な目的で利用することで
だれでも気軽に木を生かした空間を
体感できる新オフィス兼展示場となっ
ている。

株式会社弘栄工務店（岐阜）
CO-A RENOVATION STUDIO／岐阜県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ モデルハウス・ショールーム 入賞 11

概要

評価ポイント 岐阜県の東濃桧と杉を活用し、木質空間の心地良さは木視率を考え、
安らぎ感を増す効果を利用した。空間構成の工夫によって、現代の家族構成、ライフス
タイルの変化に対応して木の建築物がフレキシブルに対応できることを示す好例であ
る。

【連絡先】新和建設各務原展示場 http://www.sinwanet.co.jp/show/show01/post_2.html
　【概要サイト】http://www.sinwanet.co.jp/mind/bland/sinwa_stage/1-5.html

従来の単世帯からワーキングシングル
の増加を背景に世帯構成が変化。夫
婦＋単身の子、つまり1世帯＋0.5世
帯である。これを踏まえ1.5世帯住宅
を開発。住まいの中心にあるタタミの
部屋と隣接するシェアルームの多様な
活用で、時の流れで使い分ける住まい
は、岐阜県産の東濃桧と杉を使用した
長く住み続ける住宅を実現。

株式会社新和建設（愛知）
1.5世帯で住むスタイル／愛知県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 12
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概要

評価ポイント ウッドデッキ側へ大開口部を持つことで光や風を採り込む工夫など、洗
練された空間にうまく木を配置し、存在感を与えている。奈良県産の檜材、杉材、北海
道産のエゾ松、トド松の利用促進も進めている。

【連絡先】株式会社土屋ホーム　【概要サイト】http://www.tsuchiyahome.jp

｢合法性」「持続可能性」を備えた主
要構造材から形創られ、森林を骨子に
内外にＷＯＯＤの可能性を追求した、
安全・安心を合わせ持つシンプルな
フォルムと国産材使用の手創り家具を
も含め柔らかな木質空間を追及した、
北海道発祥のバリアフリー高性能デ
ザイン住宅。

株式会社土屋ホーム（北海道）
森林公園モデルハウス／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 13

概要

評価ポイント 外壁は吉野杉、ヒノキをふんだんに使用し、屋根は地産地消の淡路瓦
の外観は古民家風住宅だが、間仕切りや内装の工夫で現代のライフスタイルにも合っ
た空間を実現している。蓄熱する塗り壁など自然素材を使ったエネルギーコスト削減
への配慮もある。

【連絡先】株式会社いなほ工務店　【概要サイト】里山住宅博内 http://kobe-sumai.jp/
house/inaho/

国産材を使用し、古民家をイメージし
た外観となっていますが、中は一転、
最新の高気密高断熱となっていて、内
装材も国産材を使用したパッシブハウ
スです。

株式会社いなほ工務店（兵庫）
里山25／兵庫県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 14

概要

評価ポイント 高温多湿な日本の気候風土に適した真壁構造に高い耐震性と次世代
省エネ基準の断熱気密性能を付加した、社会ニーズに適応した取組。高倍率耐力壁
や制振パネルを使い廉価な木造軸組工法で伝統工法を実現した。柱材の需要が急減
しているなか、その一助になる。

【連絡先】株式会社日本ハウスホールディングス 全国 支店・営業所

廉価な木造軸組工法でありながら伝
統工法にある開放的な住空間を再現
し、夏を旨とする暮らしを実現する工
法。懐古趣味でなく新たな家の在り
方として真壁工法をReデザインした。
家族の繋がりを感じながらもプライバ
シーを確保した空間は襖越しの関係
作り出す。高い耐震性と省エネ性能は
求められる最高水準である。

株式会社日本ハウスホールディングス（東京）
Ｚｉｋｕの家／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 15

概要

評価ポイント ねじれなどの3次元かつ複雑な加工を可能にしたことで木造デザイン
の幅を広げ、新たな木材需要開拓につながるものである。材料の歩留まりの改善や他
素材との融合などその可能性は大きい。

【連絡先】http://www.shelter.jp/

自然豊かな高原に建てられた木造の
別荘。地面から浮き上がった床と複雑
な加工による曲面の大屋根、2枚の板
が光や音を反射させ、場所ごとに気温
や湿度の違いを際立たせる。周囲の
自然と木造空間が一体となり、その時
の気分や刻 と々変化する光や風を感じ
ながら、自分のお気に入りの場所を見
つけて過ごすことができる。

株式会社シェルター（山形）、福田世志弥建築設計事務所（東京）、A3 design 
Inc.（東京）、株式会社新津組（長野）

AT-TATESHINA／長野県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 16

概要

評価ポイント モデルハウス。地元の鹿児島県産材を良質な浮づくり加工の杉材を床
に施し調湿効果と肌触りを楽しむ、天井には目のきれいな薫り高い檜を施し落ち看く空
間を楽しむ、内装に対して木材の見える割合で木づかいのバランスを取る。適切な木質
化を香りや見た目の心地よさから模索しバランスの良い場所づくりを実現している。

【連絡先】ヤマサハウス株式会社 http://yamasahouse.co.jp/　【概要サイト】http://www.
g-mark.org/award/describe/41512

地元の良質な浮づくり加工の杉材を
床に施し調湿効果と肌触りを楽しむ。
天井には目のきれいな薫り高い檜を
施し癒される空間をつくる。内装に対
して木材の見える割合で木つかいの
バランスを取り、それらが住まい手と
共に長く慕らしていける様に陽と風と
地域とふれあう空間に配置し経年変
化をみんなで楽しむ事ができるデザイ
ン。

ヤマサハウス株式会社（鹿児島）
木づかう住まい／鹿児島県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 17

概要

評価ポイント 「木と暮らすということ」の意義や醍醐味を享受できるようにとのメッ
セージが込められた提案である。空間構成が心地よく、木という生きた素材を生活の
中で感じ、家族と話をするようなシーンを描いた、空間の設えが魅力的である。

【連絡先】株式会社すまい工房 http://www.sumaikoubou.net/　【概要サイト】http://www.
sumaikoubou.net/gallery1

熊本の自然を五感で感じることのでき
る家。そんな家での生活が木について
親子で考え話すことのきっかけになる
ように…そんな思いと共に作られた、
地域で育った木々に包み囲まれたすま
いです。大きな木製窓を開けると広が
るウッドデッキの周りには、里山を思わ
せる庭木や手水鉢。お風呂や子供室
など、木製の窓の先には里山の風景
が広がります。

株式会社すまい工房（熊本）
庭と木と暮らす。／熊本県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 18
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概要

評価ポイント 開放的なリビングからウッドデッキ、庭とつながる中間領域をうまく形に
した提案。四季の庭を楽しむというコンセプトと木質空間が調和している。外部デッキ
やパーゴラなど九州材の水に強い特性も生かされている。

【連絡先】株式会社ウッドデザイン http://www.wooddesign.co.jp　【概要サイト】http://
www.wooddesign.co.jp/portforio-colorbox/PORTRAIT/portforio_34.html

四季彩テラスは、四季の彩り空間と、
そして家族が集まるあたたかな住空
間、そして二つを結ぶウッドデッキ空
間。三位一体となった心地よい空間で
す。また自然素材をふんだんに使用し
呼吸する木の家は空調機器に頼らず
に自然の通風による快適な住空間を
楽しみ、積極的にアウトドアリビングを
楽しめる空間なのです。

株式会社ウッドデザイン（宮崎）
四季彩テラス／宮崎県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 19

概要

評価ポイント 秋田杉を多用した木造住宅で、目を引くのはウッドデッキとその周りに
取り付けられた格子である。これによって、屋外でも屋内でもない中間領域を生み出
し、開放感と温もりを演出した。母屋とデッキが一体化した外観は周囲の自然や森にな
じんでいる。

【連絡先】http://www.yutopia.or.jp/̃kiso/　【概要サイト】http://www.yutopia.
or.jp/̃kiso/pg41.html

居間と屋敷林の間には秋田杉の格子
を取付けたデッキが設けられている。
格子にはネットが張られており、夏の
虫対策、冬の雪対策として機能する。１
階南側の３間分は扉になっており、開
放するとよりオープンな空間となる。外
壁は杉板張りの上にデッキと同様に
格子を取付けることによって、デッキと
の一体感を演出している。

木曽善元建築工房（秋田）
屋敷森の家／秋田県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 20

概要

評価ポイント 木造住宅でありながら連続した大開口と、天井と軒裏のレベル差をな
くすことで、圧倒的な開放感が味わえる。異なる性能が求められる内外の木材を試験、
検証を繰り返して一体化するよう工夫を凝らした。木質空間を存分に感じさせるため
の技術開発が活きている。

【連絡先】積水ハウスの全国の支店　【概要サイト】http://www.sekisuihouse.com/
products/shawood/gravis-stage/fl ash.html

木造住宅において、建物の内外の一
体化をコンセプトとして屋外と屋内に
国産材を用いた空間提案。内と外を
曖昧にした連続性の高い、光・風・視
線が透き通る心地よい空間を創造。屋
内外で異なる必要性能を満たす国産
材を用いながらも、素材感等の意匠を
揃えることで、内外の一体感を持った
住空間デザインを実現。

積水ハウス株式会社（東京）
内外を国産材でつなぐ　クリアビューデザイン／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 量産型住宅 入賞 21

概要

評価ポイント 「東濃ひのき」を使い多様なライフスタイルや家族の変化に対応する木
造ドミノ住宅として、「スケルトン」と「インフィル」が明確に分かれたユニークな提案。
ユーザーを招いての森や自然とのふれあいツアーも実施し地域性を重視している。

【連絡先】彩都やまもりショールーム（大阪府箕面市彩都粟生南1丁目17-26） http://yamamori.
site/　【概要サイト】http://www.cacimo.com

岐阜県中津川市、旧加子母村。（2005
年中津川市に編入）そこは木曽連山
を擁し、日本有数の高級木材の一つ
「東濃ひのき」の産地である。「加子
母子屋」はこの東濃ひのきを使い、都
会の若い世代にも手の届く価格と、
様々なライフスタイルや家族の変化に
も柔軟に対応できる量産型規格住宅
である。

栗林賢次建築研究所（大阪）、株式会社中島工務店（岐阜）、協同組合東濃ひ
のきの家（岐阜）、graf（大阪）

加子母子屋（cacimocoya）／大阪府
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 量産型住宅 入賞 22

概要

評価ポイント 県産材スギの集成材厚板パネルの特徴を活かした大きな「木の軒空
間」が特徴であり、旧奥州街道沿いの敷地に宿場町の記憶を伝える木の景観を形成
し、町の人々の溜り場となる無理のないデザインが良い。人とものを繋ぐいきいきとした
「許容するデザイン」として、今後の木のデザインの一つの方向性を示唆する。

【連絡先】http://s-k-y.jp/works/yabuki/index.html

森林資源豊富な福島の復興に寄与
する、地元ビルダーの技術を活用した
木造の災害公営住宅を提案。在来の
軸組に新技術の集成材厚板床パネル
を組み合わせた構法が特徴で、大き
な軒空間が作るテラスや庇と、木の壁
面・ルーバー・格子による冗長で複雑
な奥行感ある「木のファサード空間」
が、住民や町民の交流を促す装置とな
る。

スタジオ・クハラ・ヤギ（東京）
矢吹町中町第一災害公営住宅／福島県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 集合住宅 入賞 23

概要

評価ポイント リノベーション案件の中でも特に空間のテイストが味わい深い。従来か
ら存在するモチーフが、リノベーションのデザインや素材選びに大きな影響を及ぼすこ
とを示す好例である。

【連絡先】http://tatta-a.com/about/　【概要サイト】http://tatta-a.com/portfolio/house-
in-enjyuji/

築60年の日本家屋のリノベーション。
様々な要素が混在する中でひと際竣
工時からある松板の天井と同じく松の
梁の美しさに惹かれこの美しい松板
の天井を活かす事をコンセプトの芯に
して設計を進めた。透明な欄間は建
具を閉じた状態でも松板の天井を建
物全体へ広がらせてくれ、独自のシー
クエンスを持つ空間となっている。

tatta建築設計事務所（福岡）、角野敏徳、さわやか建設（福岡）、角野園芸（福
岡）

延寿寺の家／福岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ リノベーション 入賞 24
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概要

評価ポイント 伝統的な技術、仕口、木組み仕上げ構造と、木が可能にする鐘の音。他
の素材では出来ない技術の継承と木へのこだわりの結晶と言える。

【連絡先】株式会社河村綜建

伝統建築を未来につなぐ「木」との関
係。匠の技でビスやボルトに頼らずに
木組のみで完成させます。安らぎや祈
りの空間として人々の心の拠り所と
なってきた場所だけに、日本独自の伝
統工芸と木材を使用し「ぬくもり」をご
提案させていただいております。

株式会社河村綜建（岐阜）、真宗大谷派琳光寺（岐阜）、河村建築設計事務所
（岐阜）

琳光寺鐘楼新築／岐阜県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞 25

概要

評価ポイント 美しい景観に溶け込んだ、福井県産材の黒く塗られた外壁の杉下見板
が印象的である。地元で収穫された食材が地元で伐られた木材で作られた建物で食
せる、まさに地産地消型の空間であり、地域の魅力を複合的に伝える意義は大きい。

【連絡先】https://www.facebook.com/むらかみ食堂-303399693200720/　【概要サイト】
http://miaaa.biz/works/drm/

地元の食材（お米を中心とした農産
物）を地元の素材（福井県産材・国産
材）でつくられた建物で味わうことがで
きる、田んぼのランドスケープを楽しむ
農家食堂です。この食堂を起点に、の
どかな田園風景と食と農を次世代の
子供達につなぎ、持続可能な地域文
化のあらたな可能性を模索します。

伊藤瑞貴建築設計事務所（福井）、村上浩一（福井）、山崎建設株式会社（福井）
むらかみ食堂／福井県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 26

概要

評価ポイント 金融機関は地域のシンボルでもあり、こうした業態が地域材を積極的
に活用することは重要である。波をモチーフとする屋根と天井の天竜杉の羽目板がイ
ンパクトある意匠を演出している。様々なイベントに対応するスペースもあり地域材の
啓発拠点としても機能する。

【連絡先】http://www.nikken.jp/ja/　【概要サイト】http://www.nikken.jp/ja/work/
projects/N110078.html 　http://www.hamamatsu-shinkin.jp/kirari/

浜松市北部のニュータウン「きらりタウ
ン浜北」に新規出店した信用金庫の
支店。遠州灘の「波」をモチーフにした
屋根に沿うように流通材である天竜杉
の羽目板で天井を構成し、木によって
やさしく包み込みこむことで、金融機
関の堅苦しい雰囲気を払拭し、待ち時
間を忘れさせるような居心地よい空間
を実現した。

浜松信用金庫（静岡）、株式会社日建設計（愛知）、木内建設株式会社（静岡）
浜松信用金庫きらりタウン支店／静岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 27

概要

評価ポイント 防火・防犯上の面から採用が敬遠されがちな木造を接客空間に取り
入れたことで温かみを感じさせる。地場産材である天竜杉、ヒノキを内装仕上げや家
具、造作等に用い、対話時や待ち時間中も快適に過ごせるだろう。

【連絡先】http://www.nikken.jp/ja/　【概要サイト】http://www.nikken.jp/ja/work/
projects/N1000596.html

浜松市北西エリアに建つ信用金庫の
支店。来客ゾーンを木造とし、地場産
材の天竜木と自然光を用いてやさし
い空間とすることで、信用金庫が重き
を置く対人コミュニケーションを充実さ
せることを目的とした。

浜松信用金庫（静岡）、株式会社日建設計（愛知）、株式会社中村組（静岡）
浜松信用金庫高丘支店／静岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 28

概要

評価ポイント 群馬県産の様々な無垢の樹種を適材適所に採用しており、その発見と
違いへの気づきは自然と木材に関する興味や感性を育むことにつながるだろう。こうし
た経験を経て、様々な樹種の木が地域に存在すること、森が地域の宝であることへ思
いを馳せる契機になって欲しい。

【連絡先】株式会社ジャクエツ環境事業　【概要サイト】https://www.youtube.com/
watch?v=FJ7Wz-IrPnU

緑豊かな山林に囲まれている地域性
もあり、林野庁の補助金を活用し、構
造材や仕上材に、群馬県産の無垢の
木材を使用した幼保連携型認定こど
も園。様々な樹種を適材適所に採用し
ました。床には栗、桧。壁には松・杉・
桧。保育室の柱にエンジュ・桜・梅・カ
ヤ・栗・アカシヤ等。コアラやぐんまちゃ
ん等の象嵌も施しました。

株式会社ジャクエツ環境事業（福井）、社会福祉法人三峰会（群馬）
社会福祉法人三峰会　つきよのこども園／群馬県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 29

概要

評価ポイント 地元川上村のカラマツをふんだんに使用し、地域の森林や自然に思い
をはせる工夫をしている。構造材にはＬＶＬ材を用いることで木材の有効利用を図った。
施工後の狂いや割れが少なく、長尺用直材が得やすい等のメリットがあるLVL材の可
能性を拓く意義あるアプローチである。

【連絡先】ジャパン建材株式会社 http://www.jkenzai.co.jp/

日本一のレタス畑で有名な川上村に
新たな保育園が誕生した。村のカラマ
ツを多く用いた地産地消の建物は、保
育園と子育て支援センター機能を併
せ持ち、村の子育て拠点機能の中核
となる。木の温もりを肌で感じるだけ
でなく、地元の木ならではの魅力を受
けて育つ川上村の子供こそが、川上村
の新しい魅力になるのかもしれない。

川上村村長 藤原忠彦、株式会社宮本忠長建築設計事務所（長野）、株式会社
堀内組（長野）

かわかみ保育園　子育て支援センター「きらきら」／長野県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 30
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概要

評価ポイント 都市型保育園に木育の仕掛けを随所に施し、木の魅力と地域の歴史
に思いを巡らせるきっかけをつくっている。コミュニケーションボードは桜やイチョウなど
なじみある樹種で作り、園の周辺の木 と々の接点をみつけ、暮らしが木とつながってい
ることを教えてくれるだろう。

【連絡先】積水ハウス株式会社　【概要サイト】http://www.gkids.co.jp/facil i t ies/
nursery_078.html

江戸時代より木材流通の重要な拠点
であった木場、新木場を擁し、木との
繋がりが深い江東区。そんな土地に根
差す、木に包まれた園舎を提案。壁・
天井には国産材をアクセントに使い、
木ならではの感触の柔らかさ、色味の
温かさ、木目の多様さを感じられる。そ
のような空間を通して、豊かな五感と
心を育む場としている。

積水ハウス株式会社（東京）、株式会社グローバルキッズ（東京）
江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 31

概要

評価ポイント 園庭に開いた気持ちのよい空間になっている。各集成材の製作・加工
を全て県内で完結させコスト面、環境面、工期面などのメリットを得ている。建築規模
的に保育園のような施設は木造化に適しているため、今後に期待が持てる。

【連絡先】http://www.iezukuri.co.jp　【概要サイト】http://www.iezukuri.co.jp/works_
nursery_2016_yasosya.html

園舎は半円形の緩やかなカーブを描
いた形状で、園庭に向かって大きなテ
ラスを設けました。建具を開けると園
庭と保育室が一体化し、子供達は保
育室の内と外をのびのびと自由に行
き来します。こうした空間では、自然と
の一体感や森の中に住むといった感
覚が生まれ、感性豊かに育つ、心身共
に健康・快適な園舎となりました。

有限会社吉田建築計画事務所（茨城）、株式会社シェルター（山形）、社会福祉
法人木風会（茨城）、株式会社進貢（茨城）

野草舎森の家（保育園）／茨城県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 32

概要

評価ポイント リハビリテーションを目的とした空間で、木材の持つ柔らかさ、温もりが
施設の目的を一致している。高齢社会における木材活用は今後も多様なアプローチと
実証が繰り返されるに違いない。特殊な工法を避け、一般流通する茨城県産材の木構
造で設計されている点も汎用性に富む。

【連絡先】http://josai-hp.com/human/tikuseikai_top.html　【概要サイト】http://josai-hp.
com/human/human_news.html

介護老人保健施設通所リハビリセン
ター「茶釜の湯」は、在宅要介護者の
自立支援のリハビリテーションを目的
としています。使用する木材は茨城県
八溝産の杉を主体とし、構造材、内外
装材、建具まで可能な限り現しで用い
ることで、利用者が木の持つ温かみを
五感で感じることができる心と体の癒
しの空間を実現させています。

社会福祉法人筑西会（茨城）、株式会社フケタ設計（茨城）、佐藤工業株式会社
（栃木）、株式会社棟匠（茨城）

通所リハビリテーションセンター「茶釜の湯」／茨城県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 病院・福祉施設 入賞 33

概要

評価ポイント 天然乾燥無垢材を使用した安全な空気環境と、自然素材活用による
機能性を「赤ちゃん基準」としてわかりやすくコンセプト化している。木の家の健康で快
適な空気環境を体感できる宿泊体験モデルも用意されている。

【連絡先】〈総合住宅展示場〉福岡：hit大野城住宅展示場・hit香椎浜住宅展示場、熊本：TKU住
宅展示場　【概要サイト】http://www.eco-works.jp

「赤ちゃん基準」をコンセプトにした木
の住まい。室内外に天然乾燥無垢材
をはじめとする厳選した自然素材を使
用することで、シックハウスの要因とさ
れるVOCのほとんどない空気環境を
実現。また、全館床暖房による温度差
ない住空間は、お年寄りから赤ちゃん
まで安心して暮らせる住まいです。

エコワークス株式会社（福岡）
Pure - for Kids - （ピュア・キッズ）／福岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 34

概要

評価ポイント 木造住宅の規模感としてちょうどよい半平屋で、街並みに溶け込む感じ
が良い。懐かしくも新しい家、といった風情が木の魅力をさらに強調している。

【連絡先】岡庭建設株式会社（東京都西東京市富士町1-13-11） http://www.okaniwa.jp/

「半平屋の暮らし」̶ みはらしだいの
家̶は、東京でひときわ低い佇まい。
寄り添う緑は街並みに景色をつくりま
す。安全な国産材を使用した、職人の
手によるしっかりとした家づくり。木の
空間がつくりだす居場所のある空間
は、どこにいても気配を感じ家族のつ
ながりを豊かにします。

岡庭建設株式会社（東京）
「半平屋の暮らし」－みはらしだいの家－／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 35

概要

評価ポイント 外観が目を引く杉板で、重厚感すら感じさせる。傾斜地という条件をむ
しろ逆手にとり、環境とのつながりや眺望に活かしている。「家づくり学校」では暮らし
方が大切さを伝え、学ぶ機会も提供している。

【連絡先】緒方幸樹建築設計事務所 ogak@ogata-arch.com　【概要サイト】http://ogata-
arch.com/w-sakanoue.htm#sakanoue

屋根を寄棟、外壁を杉板で包み建物
をコンパクトにまとめた。傾斜地に沿う
建物配置で建物の形状や外壁の杉板
は背景林に馴染む。2階ダイニングリ
ビングは天井、床、窓、カウンターと木
が感じられるようにした。コーナーに設
けた窓は隣地の建物が視界に入らず
南前方に広がる大阪平野まで眺望を
得ることが出来る。

緒方幸樹建築設計事務所（大阪）、株式会社越智工務店（兵庫）
坂の上の小家／兵庫県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 36
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概要

評価ポイント 間伐材の小径木を巧みに使い、格子の連続美をモチーフにし、意匠的
に印象深い空間になった。木の持つ調湿性、芳香性、木視率など科学的アプローチか
ら、健康や快適な空間づくりに挑んでいる。

【連絡先・概要サイト】ヤマサハウス（株） http://yamasahouse.co.jp/

木は調湿機能を持つ。伝統的格子の
連続美を継承し小径木を利用した格
子で室内環境の改善を図った。木々達
の立体的増加による調湿・芳香効果、
立体的連続性から視覚に与える空間
の繋がり・導き、外部空間庭園の木々
達（植栽・格子）と連続させる事により
五感で感じる快適で健康な美しい空
間、を住まいの中の『木・立・ち』として
提案。

ヤマサハウス株式会社（鹿児島）
【木・立・ち】／鹿児島県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 37

概要

評価ポイント 国産材にこだわった自社製家具をふんだんに使用し、長時間滞在する
オフィス空間において社員の健康や室内環境を意識した提案である。木材の香りも大
切な要素と考え塗装にもこだわっている点も良い。

【連絡先】株式会社ワイス・ワイス（東京都渋谷区神宮前5-12-7） http://wisewise.com
【概要サイト】株式会社ワイス・ワイス 納品実績ページ http://wisewise.com/kukan/list/10-
dreamarts/　株式会社ドリーム・アーツ 採用ページ https://recruit.dreamarts.co.jp/
environment/photo/

恵比寿ガーデンプレイスに日本各地
の魅力的な木材をふんだんに使った
オフィスが誕生した。デジタル化が進
んだオフィスにこそ、良質で豊かなアナ
ログ時間、そして自然素材を。木の香
りに包まれた木質空間により、社員の
創造力や協調性の向上を生むととも
に、顧客との対話やリクルートの場とし
ても活用されている。

株式会社ドリーム・アーツ（東京）、株式会社ワイス・ワイス（東京）
ドリーム・アーツ恵比寿オフィス31F／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ リノベーション 入賞 38

概要

評価ポイント 空間デザインが独創的で面白い。天竜杉のFSC認証材を内装材に使
用し、家具店として日本で初めてFSC部分プロジェクト認証を取得している先進モデル。
「六次産業化」を可視化する拠点として期待したい。

【連絡先】キシル吉祥寺店（東京都武蔵野市吉祥寺北町1-11-1 1F） http://www.xyl.jp/html/
shop_kichijoji.html　【概要サイト】http://www.xyl.jp/html/shop_kichijoji.html

FSC®認証の杉材を100％使った学
習机専門店。浜松・天竜産の木を使
い、都内のデザイナーが設計を担当。
木を豊富に使いながらも洗練された
意匠で来店客を驚かせる。家具の販
売店としてはもちろん、国産材の新た
な使い方やFSC®材の可能性を伝える
「ランドマーク」として官公庁や企業と
も連携をしていく。

“山とつながる”六次産業化モデル
 ～「キシル吉祥寺店」FSC®認証材利用プロジェクト～／東京都

ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 39

概要

評価ポイント とかく鉄骨構造になりがちな木材事業者の工場を、地域業者と木材を
使って建設した良質な取組。地域の間伐材利用に構造体としても利用できるLVLの需
要は今後広がっていくと予想され、そのモデルケースとしての意義は大きい。

【連絡先】株式会社オロチ　【概要サイト】http://www.orochi-lvl.com/

地元地域の間伐材などで製造できる
オロチLVL。大型施設を持たない地域
のプレカット工場、工務店であっても一
般流通材を使用し無柱大空間建築物
を建築できるHSトラス構法。この2つ
を用いることによって地域の森林の保
全・活用と地域経済の活性化、地域業
者との連携を積極的に行い、株式会
社オロチ第2工場を建築した。

株式会社オロチ（鳥取）
株式会社オロチ第2工場／鳥取県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 40

概要

評価ポイント 丹波産杉による木質化に加え、左官仕上を積極採用するなど、建材、人
材、食材に至るまで「衰退していく中でその存在を見直していこうとするモノ」たちで構
成するというう強いメッセージを感じる。地域活性化の一助となる空間である。

【連絡先】株式会社吉住工務店 http://yoshizumi.co.jp　【概要サイト】http://yoshizumi.
co.jp/special2/index11.php

丹波市野上野スターコンテンツ（栗・
黒豆・小豆）活用拠点施設で、構造
材、内外装材、家具に至るまで丹波市
産の杉材を使用している。地域資源の
連携と活用により集落内に経済効果
を生み出し、循環型のまちづくりを目
指す上で、この建築そのものが地域活
性化のプロモーションのショーケース
となるよう意図している。

株式会社吉住工務店（兵庫）、株式会社ゆめの樹 野上野（兵庫）
ゆめの樹／兵庫県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 41

概要

評価ポイント 子どもの遊び場に丸太遊具を設置するなど、身体を動かし、モノをつくる
ことを通じて、木育を促す場の提供である。ショッピングセンター内のオープンな遊び場
であり、子どもが夢中になる様子と相まって木の良さをアピールすることに貢献している。

【連絡先・概要サイト】http://www.dadway-playstudio.jp

「家族で遊べる・学べる」コンテンツを
多数用意した子どものための屋内遊
び場。0～2歳と、3歳以上のお子さま
用のスペースを分けているので、小さ
な赤ちゃんも安心です。「子どもの遊び
の環境に、上質な木の空間を」という
設計コンセプトのもと、屋内遊具として
は日本初の国産間伐材による制作を
行った。

酒井産業株式会社（長野）、株式会社ダッドウェイ（神奈川）
DADWAY  PLAYSTUDIO  （ダッドウェイ プレイスタジオ）／神奈川県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 42

株式会社キシル（静岡）
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概要

評価ポイント 木を使うことで発揮される調湿作用や断熱性、抗菌性が米をはじめとす
る食品類の保管に最適であり、食料保管と木材利用というカテゴリを拓いた。内装に
は杉などの地域材を使用し、地域資源の循環・活用にも貢献する。

【連絡先・概要サイト】株式会社ひらつか建築 http://www.olty.info

『木冷蔵-korezo -』は超省エネ型の
木造保冷倉庫です。構造材・内装材に
国産地域材を使用した当保冷倉庫は
高い断熱性・気密性に加え、独自の温
度管理システムによって消費電力の
大幅な削減を実現しました。「地元の
米は地元の木が守る」美味しいお米を
届けるために『木冷蔵-korezo-』は誕
生しました。

株式会社ひらつか建築（滋賀）
超省エネ木造保冷倉庫『木冷蔵-korezo-』／滋賀県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 43

概要

評価ポイント FSC認証サプライチェーンをつなげ、地域の森林環境保全、木材価値
向上、地域経済活性化を同時に満たす仕組みづくりのデザイン。川上から川下まで協
働でプロジェクトチームを組み、戸建て店舗建築として全国初の国際認証FSC全体プ
ロジェクト認証取得につながった。

【連絡先】浜松信用金庫 本部（浜松市中区元城町114-8） http://www.hamamatsu-shinkin.
jp/　【概要サイト】http://www.hamamatsu-shinkin.jp/office/hamakita/post_56.html　
http://www.takeshita-sekkei.co.jp/works/shop/post-21.php

浜松信用金庫於呂支店は、地域の豊
かな森資源･木材を持続可能な形で
活用し、地域社会の利益にかなう仕組
みをデザインした建築です。浜松市産
「天竜美林」でつくった木の店舗は、
戸建て店舗建築として全国初の国際
認証“FSC全体プロジェクト認証”を取
得し、木材利用の可能性を拡げ、地域
大工の仕事を伝える象徴です。

株式会社竹下一級建築士事務所（静岡）、浜松信用金庫（静岡）、株式会社中村組
（静岡）、三立木材株式会社（静岡）、天竜木材産地共同組合（静岡）、浜松市（静岡）

浜松信用金庫於呂支店／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 44

概要

評価ポイント 同町の保有する森林吸収系Ｊ－ＶＥＲ（Ｊ－クレジット）を活用し、扱う商品
を寄付型オフセット商品として開発し、山へ還元する仕組みを評価した。仕組みを伝え
る空間づくりはシンプルでわかりやすい。

【連絡先】日南町森林組合 http://n-forest.jp.net/　（株）オロチ http://www.orochi-lvl.
com/　【概要サイト】http://nichinan-hinogawanosato.jp/

道の駅『にちなん日野川の郷』は森林
環境・生態系を守っていく機能を盛り
込んだ道の駅として、アースデイにあ
たる４月２２日にオープンしました。消
費者の皆様の森林環境を守るには、ど
うしたらいい？の質問にお買い物を通
じて気軽に『森を守る』ことに貢献でき
る新たな森林環境保全の仕組みを提
案します。

日南町（鳥取）
道の駅『にちなん日野川の郷』／鳥取県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 店舗・商業施設 入賞 45

概要

評価ポイント ＣＬＴを耐力壁として利用しつつ、軸組の柱をＣＬＴで挟み込む大壁工法
の採用によって建物の耐火性能を高めた。準耐火建築物でありながらＣＬＴを現しで
使用した日本初の建築物。CLTの特徴を活かしつつ、木材利用の多彩な顔を伝える意
義ある取組である。

【連絡先】ふつう合班 共用事務所 代表：界設計室

高知県森林組合連合会の本部となる
事務所で、事務所としての機能性や
快適性を求める一方、ＣＬＴの活用と
魅力を伝えるコンシェルジュ的な役割
をもつ事務所です。ＣＬＴが普及してい
くために、プロトタイプとなる建築を心
がけながら、木の力強さや優しさの表
現、質実剛健な空間を実現している。

ふつう合班【鈴江章宏建築設計事務所（高知）、界設計室（高知）、◯ケンチクジ
ムショ（高知）】、高知県森林組合連合会（高知）、株式会社岸之上工務店（高知）

高知県森連会館／高知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ オフィス・会議施設 入賞 46

概要

評価ポイント １、２階は木造ラーメン工法、３、４階は共同住宅で軸組工法を採用した、
純木造４階建て耐火建築物である。特徴的な外観とともに集成材による美しさを表現
している。都市部の木造建築に注目が集まるなか、ショールーム的な役割も担う社会
提案性の高い作品。

【連絡先】http://www.shelter.jp/　【概要サイト】http://www.eusekkei.co.jp/works/08_
others/kyoto_mokuzai/kyoto_mokuzai.html　http://www.sendo-shien.jp/28/case/
download/jirei34.pdf

京都市内の二条駅近くに建つ京都
初の純木造4階建てビル。1階の柱に
は国内初となる2時間耐火木質部材
｢COOL WOOD｣を採用。 構造材に
は京都産の杉・桧を100％使用してい
る。外壁の一部に木製ルーバーを用
いて、ファサードにも木質の意匠を実
現し、都市部における新たな木造建築
の形を提案している。

株式会社シェルター（山形）、株式会社ゆう建築設計事務所（京都）、京都木材
協同組合（京都）、吉村建設工業株式会社（京都）、株式会社竹内工務店（京都）

京都木材会館／京都府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ オフィス・会議施設 入賞 47

概要

評価ポイント 国産材やリサイクル材を多用しており、すべての部位・マテリアルに情
報がある空間として訴求力に富む。場にいるだけで新しい木材の価値発見がある。世
界有数のオフィス街の中で、木の空間に親しみの薄い層に対する情報発信拠点として
機能している。

【連絡先】エコッツェリア協会（一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会）　【概要サ
イト】http://www.ecozzeria.jp/　http://www.ecozzeria.jp/about/facility.html

三菱地所が新たなビジネスを生み出
す拠点として自宅でも会社でもない
サードプレイスを創出。国産木材やリ
サイクル木材を活用し、樹種の多様
さ、企業や学生とコラボした家具・空
間などすべての部位・マテリアルに情
報がある空間とした。新しい木材の価
値発見がたくさんあり、都市と地域と
を結ぶ次世代型の活動施設である。

株式会社乃村工藝社（東京）、エコッツェリア協会<一般社団法人大丸有環境
共生型まちづくり推進協会>（東京）

3×3 Lab Future／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ オフィス・会議施設 入賞 48
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概要

評価ポイント レンズをイメージした緩やかな曲線を持つ屋根の下には遊びを誘発
する仕掛けが盛り込まれている。120mm角の正角材を積層させてビスで一体化した
「重ね梁」工法を採用し、有機的な形状の架構は小径材を活用することで秩父地域
の森林資源の活用に貢献している。

【連絡先・概要サイト】https://www.tamron.co.jp/news/release_2015/1027.html

光学メーカーの保育園であることを表
現するためにレンズをイメージした外
観とした。レンズ形の屋根の下では大
小様々な空間が連続して展開する。子
供達は保育室を走り回ることで、空間
の大きさが変化していく不思議さと楽
しさを学び成長する。床や壁はできる
限り木現しとし、木材の質感や温みを
肌で感じ学べる保育園とした。

株式会社日建設計（東京）、株式会社タムロン（埼玉）、株式会社松永建設（埼玉）、金子製材
株式会社（埼玉）、株式会社オノツカ（福島）、ものつくり大学建設学科 小野泰研究室（埼玉）

タムロンキッズ保育園／埼玉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 保育園・幼稚園 入賞 49

概要

評価ポイント ＣＬＴ工法による木造５階建てビルは希少である。福祉施設としての機
能を満たしつつ、木質の持つ柔らかさ、温もりが場に安心感を与えている。先行的な取
組を評価するとともに、奈良の木材産地である吉野林業の活性に寄与する点も良い。

【連絡先】社会福祉法人ぷろぼの事務局 0742-81-7032　【概要サイト】http://probono.
vport.org

ＣＬＴ工法による木造ビルは、構造材と
壁材に３９０mm幅の木を使うことで安
全の担保と共に、職場に自然の質感と
空気感を作り出すことができます。制
度に先行してＣＬＴで福祉施設を建設
することが、利用する障害者や職員等
に快適な職場環境を提供し、林業の
活性に寄与すると考えました。

社会福祉法人ぷろぼの（奈良）
5階建てCLT福祉ビル　Fellow Ship Center／奈良県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 病院・福祉施設 入賞 50

概要

評価ポイント 木材を使える可能性の追求に徹した、気持ち良さがある。内装材には
長野県産カラマツ材を採用し、１枚の板幅を45から60mmと小幅にして繊細に見える
ようにデザインするなどの細かな工夫の積み重ねが秀逸である。

【連絡先・概要サイト】安曇野市役所ホームページ　http://www.city.azumino.nagano.jp/
soshiki/7/10784.html

安曇野市庁舎は地域の防災拠点とし
て堅牢な構造の建物でありながら、新
たな地産地消の仕組みにより、内外装
に木材をふんだんに用いることを可能
にし、温かく親しみやすい表情をもた
せています。間伐材や節の多い材料を
小幅に切ってパネル化することで、コス
トとデザインを両立させました。

内藤・小川原・尾日向設計共同企業体（東京）、安曇野市（長野）、 前田・岡谷
特定建設工事共同企業体（長野）

安曇野市庁舎／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 51

概要

評価ポイント 地域の子育て空間を、利用者や木材事業者、職人とともに作り上げる参
画性のデザインが良い。地元の家具職人が遊具を作り、空間デザインにも地域の特徴
を取り入れた。子育て・地域・木材利用の三位一体での取組の良質なモデルと言える。

【連絡先】株式会社Tree to Green http://treetogreen.com/　【概要サイト】信濃町のホー
ムページ http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/tyoumin/hukuken/kosodate/
nakayosi.html　Tree to Greenでの紹介ページ http://treetogreen.com/2016/04/07/まち
ぐるみ1/

木育スペース「まちぐるみ」は、地域の
自然や風土をおりこみ、地域の方々が
参加しやすい空間にするため、企画の
段階から利用者の方々にご意見を伺
い、地域の木材と職人さんを中心に作
り上げる仕組みです。東京おもちゃ美
術館が監修し、利用頂く親子が木の
遊具やおもちゃで快適に楽しめる空間
です。

株式会社Tree to Green（東京）、特定非営利活動法人日本グッド・トイ委員会
（東京）、長野県信濃町（長野）

まちぐるみ／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 52

概要

評価ポイント 都心の駅舎のリノベーションにあきる野市、檜原村の多摩産材を使用し
た。駅というインフラを活用した、都市における木材利用の啓発でもある。多摩産材の
産地見学や植林体験を通じ産地との地域間交流も実現している。

【連絡先】中嶋材木店 http://www.gws.ne.jp/kigokoro/　【概要サイト】東急池上線戸越銀座駅
リニューアル“木になるリニューアル”ニュースリリース http://www.tokyu.co.jp/company/news/
list/?id=2301　いい街 いい電車 プロジェクトHP http://ii.tokyu.co.jp/town/101/　「多摩の森と
つながるツアー」応募フォーム(応募終了）　http://www.tokyu.co.jp/tokyu/kininaru/

開業88年の戸越銀座駅における、既
存駅舎の歴史を継承した木造による
駅リニューアルPJです。工事を新たな
契機と捉え、地域との繋がりや記憶の
創造を図っています。多摩産材の原産
地見学や植林の実施、駅への想いを
綴るお別れイベント等を地域と連携し
ながら実施し、社会・環境学習や地域
交流の場を創出しています。

東京急行電鉄株式会社（東京）、有限会社中嶋材木店（東京）、株式会社東京
チェンソーズ（東京）、株式会社アトリエユニゾン（東京）、樅建築事務所（東京）

池上線戸越銀座駅　木になるリニューアルプロジェクト／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 53

概要

評価ポイント シアターや展示空間に小田原産材が用いられ、箱根寄木細工のオブ
ジェなどに利用されている。木に関わる人や組織の育成、技術の伝承、地域と歴史と
いったさまざまな面で木とそれに関わる仕事の素晴らしさを伝えている。

【連絡先】小田原市観光課城址公園係　【概要サイト】http://www.city.odawara.kanagawa.
jp/kanko/odawaracastle/tennsyukaku/

小田城天守閣はＨ２７年に「平成の大
改修」と名付けられた耐震改修工事を
行いました。最上階では、江戸時代の
天守模型調査の成果より摩利支天を
祀る空間を再現。旧小田原藩の藩有
林だった山から木材を調達し、中心柱
である将軍柱には樹齢およそ３００年
の杉が使われ、小田原の歴史が育んだ
「木」「人」「技」が生きています。

小田原城天守閣（神奈川）、小田原市経済部観光課（神奈川）、株式会社せりざわたけし工務店（神奈
川）、小田原地区材木業協同組合（神奈川）、小田原市森林組合（神奈川）、株式会社乃村工藝社（東京）

小田原城天守閣／神奈川県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 54
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概要

評価ポイント 簡易に木質空間が構築できる多用途家具型ユニットで富山県産杉材
の利用推進を目的にしたもの。公共施設の木質化推進の側面から、可動式空間は汎
用性や拡張性が期待でき、地域の材と特色を盛り込むことでユニークな活用方法が期
待できる。

【連絡先】大建工業株式会社 http://www.daiken.jp/

ウッドキューブは、簡易施工･移設が可
能な木質空間が構築できる、多用途
家具型ユニットです。富山県南砺市に
ある地域交流施設・井波総合文化セ
ンターに導入され、施設利用の拡大・
地域社会の活性化に繋がっています。
また、調達から製作までの工程を富山
県内の企業で行い、地域木材産業の
活性化も目的としています。

大建工業株式会社（富山）、パワープレイス株式会社（東京）、富山県農林水産
総合技術センター木材研究所（富山）、南砺市井波総合文化センター（富山）

井波総合文化センター　富山県産材利用「ウッドキューブ」／富山県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 55

概要

評価ポイント 茅葺の古民家を改修・用途変更し、エコツーリズムなど都市農村交流
や集落住民が日常的に集える場所へ再生した。ネーミングからもわかる通り、地形を
活かした空間は木の力強さと相まって、多様な創作活動やコミュニティづくりに使えそ
うな印象がある。

【連絡先・概要サイト】http://www.haryu.jp/category/project/tenei

施設の利用方法やあり方、木の空間
のつくり方を地域住民と考えた。古民
家の改修と新たに地形に合わせて計
画した地形舞台は、地域産材を活用す
ることで、観覧者や施設利用者に歴史
に新規性の加わった木の空間である
古民家と舞台を体感してもらう。また、
地域の観光資源として、様々な木の空
間体験ができるものとなっている。

日本大学工学部浦部智義研究室（福島）、株式会社はりゅうウッドスタジオ（福島）

地形舞台-中山間過疎地域に寄り添う茅葺き集会施設と
舞台を起点とするまちづくり活動-／福島県

ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 公共施設 入賞 56

概要

評価ポイント 自社が三重県に所有する山林の管理、植林、伐採、利用まで一貫して
行なう自産自消を実現した工場。特定の技術によって、大スパンの木造建築が可能に
なり、工場棟としての活用が実現した。建物そのものが森林資源活用のメッセージに
なっている。

【連絡先】株式会社大林組

小島プレス工業所有の山林から切り
出した木材を用いて工場を建替え、木
材の自産自消を実現した。木材は歩
留まりの良いLVLに加工することで有
効活用した。LVLを綴って大断面を作
る大林組の技術「オメガウッド」を用
い、工場内の無柱空間と深い軒をリー
ズナブルなコストで実現した。

株式会社大林組（東京）、株式会社眞栄（愛知）、小島プレス工業株式会社（愛知）
株式会社眞栄　熊野作業所工場棟／三重県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 屋内空間 入賞 57

概要

評価ポイント ６０本の銘木をまるごと使用し、森林と木材が直面する課題を伝えてい
る。全国で増加する高樹齢木の活用に一石を投じており、適材適所に木材を利用する
ことで活用率を上げ、山や地元に還元していく良質なモデル提案である。

【連絡先】幸和ハウジング株式会社が量産型注文住宅として販売　【概要サイト】http://www.
kowa-h.com/tenryuu/#marusara

戦後いち早く近代林業を開始した天
竜の山は７０年生が主流である。価値
が高い木で有りながら現在の建築用
材生産では効率面から避けられる。こ
の家は７０年生の木の価値を最大限
活用した家である。これらは当地で活
動する木材関連業種の連携により実
現できた。今後全国の山で起こる高齢
化した山の活用法の一つを示してい
る。

幸和ハウジング株式会社（静岡）、株式会社鈴三材木店（静岡）、株式会社フジ
イチ（静岡）

まるさらの家／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 58

概要

評価ポイント 都市部の狭小な敷地の制約の中で、木と技術によっていかに快適で利
便性ある空間をつくるかに果敢にチャレンジしている。木の質感を感じる外観は周囲の
環境にも少なからぬインパクトを与えるだろう。

【連絡先】株式会社北原工務店 http://www.gikousya.net/　吉野中央木材株式会社 http://
www.homarewood.co.jp/　有限会社小川耕太郎∞百合子社 http://www.mitsurouwax.
com/

都市住宅の限られた面積の中で『家
族が距離感を選べる家』を目指し、家
族それぞれの居場所となる8つの床レ
ベルを『木質コアウォール＋外周耐力
パネル』の構造で実現しました。外周
の耐力パネルは杉板張りとし、『大き
な一本の木の佇まい』が密集住宅地
にあたたかい雰囲気を加えています。

加地則之+織戸建築計画（兵庫）、株式会社北原工務店（兵庫）、吉野中央木
材株式会社（奈良）、有限会社小川耕太郎∞百合子社（三重）

西宮夙川の住宅／兵庫県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 59

概要

評価ポイント 地域材を使い川上から川下までの協働でつくられる住宅で、流通にの
らない材を活用して家具調度類などをつくり、山側へ還元する仕組みを持つ。消費者
にも購入し易い価格帯で提供できる点は大きな意味がある。内装も洗練されている。

【連絡先】http://www.mokusousya.com/　【概要サイト】http://www.mokusousya.com/ 
http://youtu.be/A9Tv21yWOtw

「木も技も、持続・循環・継承させる、い
わての住まい」を理念とし、地元の山
の木(無垢材)+伝統的木組み(職人・
手技)+自然素材と超高断熱性能＝愛
着のある家、この算式を、川上から川
下までの一貫したストーリーで語れる
住まいです。そして、細部まで自由注文
でき、施主と施工者が一緒に家造りを
しています。

有限会社杢創舎（岩手）
杢創舎の家in下太田新築／岩手県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 戸建・注文住宅 入賞 60
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概要

評価ポイント 大径部位を独自の製造法で利活用するSSD球磨杉・桧のJポスト＆ビー
ムを使った家である。森林を取り巻く社会課題への解決策として有効な取組。増加を続
ける大径材の有効活用によって、施主にも山側にもメリットをもたらす好例である。

【連絡先】SSDプロジェクト事務局 www.ssdpu.com　株式会社紅中 www.venichu.co.jp【概
要サイト】すがおの家専用ページ http://natulogy.com/sugao/　ナチュロジーハウス専用ペー
ジ 現在準備中

熊本県産の球磨杉・桧をJAS機会等
級区分規格で構造計算と共に採用
し、自然素材志向ながらも明確な根
拠に基づく長期優良住宅を提供しま
す。各種実証実験の公的データを取
得して、金物接合工法併用や脱合板
での耐震性能確保を実現し、内外装
材にも国産無垢材にて防耐火対応等
の現し工法を施した都市型「木の家」
です。

国産材品質表示推進協議会：SSDプロジェクト（大阪）、株式会社紅中（大阪）、球磨プレカット株式会社（熊本）、明
月社一級建築士設計事務所（大阪）、DID一級建築士事務所（大阪）、有限会社ものづくり伊東設計工房（大阪）

SSDコンセプトハウス「すがおの家」＆「ナチュロジーハウス」／大阪府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 量産型住宅 入賞 61

概要

評価ポイント 集合住宅のエントランスに、この地にあった御神木の欅をシンボルとし
てデザインした。洗練された空間であるからこそ木を通じた土地の記憶がより鮮明に映
り、集合住宅におけるコミュニティーの形成や地域への愛着づくりに寄与する。

【連絡先】乃村工藝社 AND担当者　【概要サイト】http://jinyacho.jp/　http://jinya-kahala.
jp/

コンセプトを具現化するため、もともと
この地にあった御神木の欅をエントラ
ンス空間にシンボルとして設置するこ
とで、「土地の記憶」を可視化し、記憶
に残る空間をめざした。この柱ぬくもり
を日々感じ、歴史や由来を通して住人
だけでなく街とのコミュニティーの形
成やこの地への愛着づくりへも寄与し
ている。

株式会社原マネージメント（神奈川）、三井不動産レジデンシャル株式会社（神
奈川）、株式会社乃村工藝社 A.N.D.（東京）、株式会社竹中工務店（東京）

GATE SQUARE 小杉陣屋町／神奈川県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 集合住宅 入賞 62

概要

評価ポイント 家づくりが街づくりにつながる好例。改修のほとんどを住民と学生の手
で行ない、それが地域づくりへの参加にもなっている。木質化によって周囲の環境にな
じみ、観光資源にもなる。空き家対策と木質化、市民協働の良質なモデルである。

【連絡先】NPO法人頴娃おこそ会（鹿児島県南九州市頴娃町別府5202 いせえび荘内） 
okosokaikanko@gmail.com　【概要サイト】https://www.facebook.com/ditnemotolab/
posts/1682614808690381

築100年程度の空き家を観光交流の
拠点として再生する計画。復元的な改
装と改修を試行し、集落のシンボルと
して再生を試みました。ほとんどの工
事は、住民と学生が恊働して実施しま
した。すべての部分で地域の木材を採
用し、積極的に木質化を試みるととも
に、シュレッダー屑から再生紙を制作
し、内装仕上げに用いました。

第一工業大学根本研究室（鹿児島）、 NPO法人頴娃おこそ会（鹿児島）、鹿児
島県立頴娃高等学校（鹿児島）、市村整材（鹿児島）

塩や／鹿児島県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ リノベーション 入賞 63

概要

評価ポイント 移動可能かつ多目的な木質空間で、イベントや出張店舗など幅広い活
用が期待できる。地域材の魅力を空間と展示、飲食などと組み合わせて複合的に訴求
できる点は面白い。

【連絡先】栃木県木材業協同組合連合会 ＷｏｏＤ ＣＡＢＩＮ担当（栃木県宇都宮市新里町丁２７７－
１）

WooD CABIN は事前に工場で制作、
移設する事により、今まで使えなかっ
たシチュエーション、期間での使用が
可能です。また、スギやヒノキなどとち
ぎ材・国産材をはじめ、大谷石や漆喰
などの天然素材をふんだんに使用す
ることにより、空間の上質さと、安心感
を兼ね備えた新たな木材利用の在り
方を提案します。

栃木県木材業協同組合連合会（栃木）
ＷｏｏＤ ＣＡＢＩＮ／栃木県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞 64
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概要

評価ポイント 国産針葉樹を使用した薄ものCLTであるJパネルを使った耐力壁。壁量
を減らすことができるため、可変性のある自由な間取りが可能で、家族構成やライフス
タイルの変化に柔軟に対応する。木材のもつ調湿調温機能を活かし、国産針葉樹の利
用拡大に大きく貢献できる製品である。

【サイズ】910×30×2,300mm　【重量】30,000g　【価格】20,000円　【連絡先】丸天星工
業株式会社 http://www.marutenboshi.co.jp　【概要サイト】http://www.marutenboshi.
co.jp/jpwall.html

国産針葉樹を使用した薄ものCLT（直
交集成板）であるJパネルを使った壁
倍率4.6倍の耐力壁です。自由に間取
りが変えられるがらんどうな住宅の施
工が可能になります。落とし込み工法
の採用で、Jパネルが構造材かつ内装
材であるという良さを活かしました。国
産針葉樹の柔らかな雰囲気の中での
暮らしをご提供します。

丸天星工業株式会社（静岡）、静岡大学（静岡）、静岡県工業技術研究所（静
岡）

JPウォール／静岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 構造材 入賞1

概要

評価ポイント 木組が作りだす美しい陰影が独自の開放的な空間を作り出す木造格
子耐力壁であり、古来から伝わる木材加工技術を後世に伝える役割も担う。空間に採
光という付加価値を与える暮らし方の幅を広げる建材である。

【サイズ】1,000×120×3,220mm　【重量】150,000g　【価格】103,000円　【連絡先】(株)
日本ハウスホールディングス 全国 支店・営業所

閉じる壁と開く開口の他、中間的要素
である美しい陰影を持つ格子により、
光を取り込み風が通りぬける空間を作
りだす格子耐力壁。木組が持つ高い
靭性で巨大地震でも倒壊する事無く、
暮らす人の命を守る。プレカット加工だ
けに頼らず最終の調整を大工のノミに
任せる事で、若い大工に伝統技術に
触れる貴重な機会を与えている。

株式会社日本ハウスホールディングス（東京）
きぐみの壁／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 構造材 入賞2

概要

評価ポイント 多摩産杉天然銘木のツキ板を使用した３mm厚のタイルフローリングで
その薄さにまず驚く。シート貼りフローリングが主流の分野でも利用が期待できる。各
種の機能性に優れ、一般住宅ほか施設、イベントなどでも活用が見込める。

【サイズ】152.4×3×914.4mm　【重量】1,800g　【価格】34,000円　【連絡先】北三㈱ 
http://www.hoxan.co.jp

本物の木が持つ木目の美しさにより、
印刷ものにはない高級感が漂うタイル
フローリングです。厚さ3mmと非常に
薄く、既存の床にそのまま貼れるので、
リフォームに最適です。通常の木質フ
ローリングでは実現できない、１）耐摩
耗性　２）耐水性　３）施工性　を実
現した商品です。

北三株式会社（東京）
シータイル（多摩産スギ）／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞3

概要

評価ポイント 学校の体育館や講堂に使用する防球格子建具。ヒノキ、カラマツ、スギな
どの地域産材が利用でき、開閉時には子どももスムーズに動かせる工夫がある。運動
時の安全確保と風通し、採光・遮光の機能を併せ持つニーズに対応した建具である。

【サイズ】2,400×136×2,400mm　【重量】100,000g　【価格】50,000円／㎡　【連絡先・概
要サイト】株式会社ニュースト http://www.newxt.co.jp

天然木の優しい風合いと、軽快でス
ムーズな開閉。長期間の使用にも耐え
る高い耐久性を実現した防球格子建
具「ボールガード」。風通しも良く、採
光・遮光にも対応、運動に快適な空間
を演出します。災害時の避難場所とし
た施設としても適した建具です。

株式会社ニュースト（長野）、榛名木材工業株式会社（群馬）、 株式会社関木
工所（長野）、株式会社ウッドテック秋富（長野）

BALL GUARD「ボールガード」／長野県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 開口部（窓・ドア） 入賞4

概要

評価ポイント 空気や光や音を遮断せずに気配を感じさせるという日本家屋に使われ
た間仕切りの機能を、エネルギー環境も加味して洗練させたユニークな製品である。
端材を有効利用した積層框は卓越した素晴らしい技術。

【サイズ】803×36×1,983mm　【重量】11,000g　【価格】276,000円　【連絡先】住友林業
株式会社、ナイス株式会社、ジャパン建材株式会社　【概要サイト】http://www.k-imagawa.
co.jp/

住宅や高級店舗では高気密高断熱
をはじめ、室内全循環型の空調シス
テムが採用され、襖や障子のような柔
らかに仕切る機能が重要となってい
る。空気や光や音を遮断するのではな
く、「気配」を感じられる新しい概念の
“扉を超えた扉”を国産杉材と日本の
精密加工技術と職人の感性を融合さ
せ丁寧に作り上げた。

株式会社イマガワ（岡山）
漣／岡山県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 開口部（窓・ドア） 入賞5

概要

評価ポイント 間伐材の利用促進の目的から開発された。圧迫感のある従来の防音壁
と比べ、見た目の印象も良く、周辺環境との調和も図りやすい。防音性能も高く、道路や
線路のみならず、保育園や温浴施設、コンビニエンスストアなどへの活用も期待できる。

【サイズ】1,960×143×1,000mm　【重量】45,000g　【価格】45,000～50,000円　【連絡
先】篠田株式会社（岐阜本社、東京支店、横浜事務所、京都事務所、福岡事務所）　【概要サイ
ト】http://www.gifu-shinoda.co.jp/energy/bouonheki/

木製防音壁・安ら木は、【人と環境に
やさしい、これからの防音壁】です。間
伐材の利用促進を目指し、環境先進
国ドイツの技術を取り入れて開発しま
した。天然木使用で見た目に温もり
があり、防音性能は金属製の従来品
に劣りません。木製防音壁は、近隣の
方々にやさしい、そしてエコロジーな街
づくりに貢献します。

篠田株式会社（東京）、本庄工業株式会社（岐阜）
安ら木・安ら木２／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ エクステリア 入賞6
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概要

評価ポイント 独特の意匠性を持つ木製インターロッキングで、ガーデニングや家庭菜
園など緑のある空間と調和する。足裏に感じる感触もクッション性があり柔らかい。木
造住宅と一体化して使用すると楽しい。

【サイズ】120×240×60mm　【重量】500g　【価格】23,000円/㎡　【連絡先】株式会社
ランバーテック（松本市笹賀7189-2） http://www.lumbertech.jp/　【概要サイト】http://
lumbertech.blogspot.jp/

信州産桧材を表面材に使用したエク
ステリア用木製インターロッキングで
す。加圧注入処理により高耐久性を実
現しつつ、徐々にお庭に馴染んでいく
自然素材ならではのあたたかみは踏
みしめた時にも足元からしっかりと感
じられます。寒冷地信州でも外構使用
に耐えるよう浮き上がり防止策として
嵌合構造を採用しております。

株式会社ランバーテック（長野）
ブロッキー／長野県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ エクステリア 入賞7

概要

評価ポイント 開放性を高めつつ、外部からの視線や防犯面にも配慮したいという
ニーズを木製ルーバーという形で提案した。パネル化することで施工の手間を大幅に
省くことができ、長尺スパンにも対応可能で大型施設にも使える。

【サイズ】484×44×3,000mm　【重量】1,300g　【価格】22,000円　【連絡先】株式会社HC
マテリアル　http://hcmaterial.jp/　【概要サイト】http://www.clefsolution.co.jp/̃fs/hc/
　http://www.o-kuma.co.jp

多くの問題を解決するパネル型木製
ルーバーです。予め細やかな寸法設
定がされているパネル型のルーバー
を建築現場でセットするだけの簡単施
工で大幅に手間を軽減できるだけで
はなく、継ぎ目も分からない美しい仕
上がりに現在、多くの建築現場で注目
を集めています。

株式会社HCマテリアル（大阪）、株式会社FANFARE（福岡）、株式会社オーク
マ（福岡）

PANE　Lovuer／大阪府
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ エクステリア 入賞8

概要

評価ポイント 宮崎県産の飫肥杉材を100％活用、耐朽性の高い心材のみを使うこと
で固い外材が主流だったデッキへの活用を可能にした。厚みのある無垢材を利用する
ことで大径木利用にもつながる。材の特徴を活かしつつ、現代の生活スタイルに着目
したアイテムである。

【サイズ】4,000×140×40mm　【重量】7,500g　【価格】5,376円　【連絡先】ナイス㈱木材事
業部（横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３３番１号ナイスビル５階） ナイス㈱小牧市場（愛知県小牧
市下末７７７） ナイス㈱石岡営業所（茨城県石岡市大字柏原２－１）　【概要サイト】http://www.
the-nicecorp.com/jap/business/house_timber3.php

飫肥杉赤身デッキ材は宮崎県産の飫
肥杉の厳選された赤身のみを使用し
たエクステリア商品です。飫肥杉は軽
く柔らかい素材で、プロユーザーはも
ちろんのこと、エンドユーザーでも加工
が容易であり、ＤＩＹ用としても注目され
ています。

ナイス株式会社（神奈川）
飫肥杉赤身デッキ材／神奈川県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ エクステリア 入賞9

概要

評価ポイント 葉脈まで映し出す繊細な表現を可能にし、建材に表情を持たせる新た
な活用のアイデアを喚起させる提案である。暮らしを彩るさまざまなシーンでの活用が
期待できる。

【サイズ】303×1,818×500mm　【重量】5,000g　【価格】150,000円　【連絡先】株式会社イ
クタ

フラワーアーティスト川崎景太の葉
脈まで映し出す繊細な作品『花グラ
フィック』を国産材に咲かせると言う挑
戦を最先端のレーザー技術と日本伝
統の金箔工芸が合わさる事で成功し、
新たな表現として『HANA GRAPHIC 
WOOD』が誕生した。

株式会社イクタ（愛知）、株式会社KTION（東京）
HANA GRAPHIC WOOD／愛知県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞10

概要

評価ポイント 本物の木の味わいや香り、手触りを持ち、経年美を楽しむ製品。居室空
間のアクセントになるシャープなデザインが印象的である。敬遠される源平やサイズの
小さな小割りを利用することで材の有効活用にも配慮した。

【サイズ】693×36×1,983mm　【重量】18,000g　【価格】169,400円　【連絡先】住友林業
株式会社、ナイス株式会社、ジャパン建材株式会社　【概要サイト】http://www.k-imagawa.
co.jp/

国産の杉を使用し、和モダンな室内を
演出する無垢建具と枠のユニット商
品。ユニットにすることで建具工事の
大幅な工期短縮を図ることができる。
建具用材は小割材を積層し表面に細
かな「きざみ」加工を施した。上質デザ
インとこの部材で縦ラインの美しい建
具を実現。シリーズ化により統一感の
ある居住空間を作り上げられる。

株式会社イマガワ（岡山）
新きざみ／岡山県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 開口部（窓・ドア） 入賞11

概要

評価ポイント スラットの厚さが0.8㎜と薄く、断面がR形状で柔らかさを演出してい
る。極薄単板と和紙を原材料で透過光と木目の浮き上がりが視覚的な癒し効果を生
む。軽量である点も老若男女に扱い易い。

【サイズ】1,700×80×1,400mm　【重量】6,000g　【価格】97,000円　【連絡先】大
湖産業株式会社、空知単板工業株式会社　【概要サイト】http://www.big-lake.co.jp/
public/2010/06/000039.html

本製品のスラットは、極薄単板と和紙
を特殊接着成形技術により製造。0.8
㎜の薄さながら断面R形状の保持を
可能としております。　スラットが薄い
ことから、やわらかな透過光による視
覚上の癒し効果が期待でき、断面のR
形状保持を可能とする構成により、屈
曲性と復元性にも優れるという特徴も
あります。

空知単板工業株式会社（北海道）
ウッドブラインド　レラース／北海道
ハートフルデザイン部門 Ⅰ インテリア 入賞12
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概要

評価ポイント 天竜檜と杉の虫害木を活用した異樹種によるハイブリッド高剛性集成
梁。放置資源にアイデアを投入して新たな価値を生み出した社会提案性のある製品。
流域の川上から川下までの事業者協働による事業である点も高く評価できる。

【サイズ】120×3,640×300mm　【重量】5,200g　【価格】63,000円／1㎡　【連絡先】
幸和ハウジング株式会社が注文住宅として販売　【概要サイト】http://www.kowa-h.com/
tenryuu/

虫害故に山に放置される杉・檜を価
値ある構造材として再生させたのが
天竜エコウッドである。上下層に檜、中
層に杉を使用した集成梁はＥ105・Ｆ
300の強度を持つ。山から家造りまで
全工程を流域の林業・製造業・流通
業・建材業と当社が事業に取り組み、
地域が抱える問題を地域の物作りで
解決し地域の環境を守っている。

幸和ハウジング株式会社（静岡）、株式会社鈴三材木店（静岡）、株式会社フジ
イチ（静岡）

天竜エコウッド／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 構造材 入賞13

概要

評価ポイント 住宅等建物の構造材需要を喚起する優良なビジネスモデルを持つ製
品である。国産材では希少商材であるJAS機械等級区分構造用製材として、大径木問
題にも対応する。付加価値を生みつつ価格の面でも競争力のあるものになっている。

【サイズ】105×3,000×105mm　【重量】14,000g　【価格】3,300円　【連絡先】株式会社紅
中http://www.venichu.co.jp　【概要サイト】http://www.ssdpu.com

建物の耐震・耐久性能確保が必須の
中、構造用製材の品質保障供給は必
然です。当該製品はJAS機械等級区
分規格にて対応しつつ、新規製造法
開発により、人工林高林齢化に伴う大
径木活用の課題を克服する高歩留の
「桧追柾芯去り製材製品」です。従来
KD材と同等価格にて品質保証と高意
匠性能の付加価値を提供します。

国産材品質表示推進協議会：SSDプロジェクト（大阪）、株式会社紅中（大阪）、球磨プレカット株式会社（熊本）、
九州横井林業株式会社（熊本）、湯前木材事業協同組合（熊本）、熊本県球磨郡 湯前町 産業振興課（熊本）

SSD球磨桧Jポスト／大阪府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 構造材 入賞14

概要

評価ポイント プレカットや製材の際に発生する端材を利用した木粉の塗り壁。木なら
ではの質感や風合いが空間のイメージ向上に寄与するだろう。健康維持につながる空
気環境良化の効果も相まって機能性が高い。

【サイズ】250×350×50mm　【重量】1,000g　【価格】13,000円　【連絡先・概要サイト】
http://www.mokkun.jp

全国各地の地域材端材から生まれた
木の塗り壁、「ご当地Mokkun」シリー
ズ。【空気が違う！】調湿効果、消臭効
果、保温効果、蚊の忌避効果。【不燃
認定取得】住宅だけでなく公共施設
や教育機関、医療機関にも使えます。
【自然素材】化学物質過敏症の方に
も安心な、自然由来成分からできてい
ます。

ヤマガタヤ産業株式会社（岐阜）
ご当地国産材でエコ！ 木の塗り壁 「ご当地」Mokkun／岐阜県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞15

概要

評価ポイント 鏡面仕上げのサイディングは新規性があり、視覚的効果に訴える新た
な活用法のアイデアにつながりそうだ。サイディングを使って表現をする、という新たな
アプローチにつながる魅力のある製品である。

【サイズ】1,820×16×455mm　【重量】17,000g　【価格】7,020～18,360円　【連絡先】代
理店販売：三井住商建材、住友林業、伊藤忠建材、三菱商事建材、全国特約販売店他　【概要サ
イト】http://www.nichiha.co.jp/cool/index.html

常識を覆す新外壁材『COOL』 ミライ
ア 未来”を感じさせる”Mirror(鏡)の
輝き。サイディングでは実現不可能と
言われていたシルエットが映り込む鏡
面フルグロス仕上げを実現。メモリア 
人々の”Memory(記憶)に残る印象的
な壁。お好みのカラーを自由に組み合
わせ、オリジナルの壁面創造が可能。

ニチハ株式会社（東京）
オフセットサイディング  『COOL』／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞16

概要

評価ポイント 下地材としてだけでなく、内装現しも兼ねた用途を持つユニークな構造
用合板。住宅にとどまらず、保育施設や高齢者施設などに木質感を活かしたトータル
な空間づくりに貢献する。檜の香りによる効果も期待できる。

【サイズ】910×1,820×12mm　【重量】10,000g　【価格】5,000円　【連絡先】セイホク株式
会社 営業部（宮城県石巻市重吉町1-7）

檜が持つ美しい色柄や素材の良さを
最大限に引き出した板面品質（Ｂ－Ｃ）
と特有の香りが特徴の全層ヒノキ構
造用合板である。下地材としてだけで
なく内装現しも兼ねた構造用途、また
は家具・インテリアなどの非構造用途
に利用できる多目的な製品であるた
め、住宅にとどまらず、公共建築にも利
用が拡大している。

森の合板協同組合（岐阜）
森のヒノキ　Ｓ／岐阜県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞17

概要

評価ポイント かつて薪炭用や海苔栽培のために植栽されたマテバシイは千葉県に
多く、その利用の一助となっている意義は大きい。同材の硬さや木目を生かした空間
は同時に地域の資源活用にもつながっている。

【サイズ】302×906×20mm　【重量】2,000g　【価格】40,000円　【連絡先】株式会社イトー
キ http://www.itoki.jp/　【概要サイト】http://www.itoki.jp/solution/eco/econifa/

千葉県で多く生息しているマテバシイ
材を活用して、マテバシイ材の硬さや
木目の美しさをフローリング・腰壁ユ
ニットに取りいれました。それにより、
ロビー・ラウンジ空間やオフィスのリフ
レッシュコーナーなど、人が集まる空間
に「あたたかさ」を演出します。

企業組合千葉県森林整備協会（千葉）、天龍木材株式会社（静岡）、株式会社
イトーキ（大阪）

馬刀葉椎ウォール・馬刀葉椎フローリング／千葉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞18
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概要

評価ポイント 早くから基材合板に国産針葉樹合板を採用している、非住宅系の施設
の床に最適な製品である。自治体等からの要望で、その地域の樹木や樹種を原材料と
した複合フローリングを製造する、地域材活用のプラットフォーム的なモデルである。

【サイズ】90×900×15.5mm　【重量】800g　【価格】要お問い合わせ　【連絡先】空知単板工
業株式会社

公共性の高い施設向けに使用される
非住宅向けフローリングについて、国
産材、地域産材の使用を推進していま
す。基材合板には国産針葉樹合板の
採用を進めており、表面化粧材にはご
要望に応じて、一部の製品に国産材、
地域産材の特注対応しています。地域
産材のご要望の際には、集材から対応
します。

空知単板工業株式会社（北海道）
SVダイヤフロア シリーズ／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 床・壁・内外装材 入賞19

概要

評価ポイント 従来の砕石を用いた舗装と比較して、軽量で熱を蓄えることも少なく断
熱性があるため、都市のヒートアイランド現象の抑止につながる。歩いた際のクッション
性も良い。

【連絡先】田中建材株式会社（滋賀県高島市今津町今津1677-14） http://tanakakenzai.
co.jp　【概要サイト】http://tanakakenzai.co.jp　https://www.youtube.com/
watch?v=EeBFJMHn-ss　https://www.youtube.com/watch?v=j-xcrJGISWY

アスファルトと木質チップを加熱混合
し舗装する技術です。現地発生材の
利用や都市部のヒートアイランド抑
制。歩道空間への二酸化炭素固定。
砕石を用いた舗装と比較して製造エ
ネルギーを削減し従来の樹脂系の木
質舗装の半額程度での提供。管理車
両通行可能で適度な衝撃吸収性に
よりジョキング、バリアフリーに最適で
す。

田中建材株式会社（滋賀）
京都府立植物園古樹名木再生整備事業／滋賀県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞20
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概要

評価ポイント 岡山県産ヒノキを使ったホテル・旅館のリノベーション向けの家具シ
リーズ。旅館には籐などを使った民芸調やオーバーサイズの輸入品が多いなか、ヒノキ
の木地色を基調に、明るい色味のファブリックを合わせた職人の手仕事が生かされた
家具は味わい深い。

【サイズ】1,597×720×833mm　【重量】70,000g　【価格】588,000円　【入手先・概要サイ
ト】http://yunoki.info/

YUNOKIは日本のヒノキを使ったホテ
ル・旅館のリノベーション向けの家具シ
リーズです。“湯上りの肌にとって一番
心地がいい家具”をテーマに職人の
手仕事で一つ一つ作り上げています。
メンテナンス性や耐久性に考慮し、木
部には、質感を変えずに水を弾く特殊
な塗料を塗布しております。

株式会社文祥堂（東京）、株式会社木工房ようび（岡山）、株式会社温泉道場
（埼玉）

YUNOKI／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞1

概要

評価ポイント 木のボルトを手で回すだけで、ボックスの角度を変えられる可変型の飾
り棚。多くの玩具や本を保管しなければならない、保育所や図書館など様々な場所で
の活用が見込める。全てのボックスを蟻組にし、裏板も無垢材で強固で美しく、手作業
と伝統技法がうまくマッチした。

【サイズ】1,200×300×1,200mm　【重量】35,000g　【価格】130,000円　【入手先】自社店
舗

使い勝手は貴方次第！お子さんと一緒
に成長する家具です。木のボルトを手
で回すだけで、9ケのボックスの角度
を自在に変えられ、前面は飾り棚。少
し角度をつけ取り出し易い本棚。上向
きで、おもちゃ箱。また上の段はプラン
ター。一般家庭はもちろん、保育所・図
書館・店舗のディスプレイ棚など、様々
な場所やシーンで。

木彩工房（福岡）
ネジ・キューブ３連 sugi／福岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞2

概要

評価ポイント キリの特性を活かしたシンプルなデザイン。キリの軽さや保温力は高齢
社会における普段使いの家具づくりの強い味方だ。耐水性とクッション性から足腰に
負担を掛けない点も良い。

【サイズ】370×370×430mm　【重量】1,200g　【価格】38,880円　【入手先】家具工房モク・
木の家具ギャラリー http://www15.plala.or.jp/kagukouboumoku/　【概要サイト】http://
kagumoku.exblog.jp/19055775/

和箪笥（桐箪笥）に多く使われている
キリを座面にしました。座面には緩や
かな曲線が施してありますので、座っ
た感触が心地よい仕上げとなってい
ます。キリは木材としては最も軽く、保
温力があり、耐水性に優れ、さらにクッ
ション性がある為、足腰に負担をかけ
ません。

家具工房モク 木の家具ギャラリー（山形）
Stool＋（Wa-Za）　スツール＋（和の座）／山形県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞3

概要

評価ポイント ピッチ調整で長く使える、スクール用の机と椅子。頑丈なイメージを伝え
るデザインで、パイプを使った主構造のものが主流のなかオール木製は価値が高い。

【サイズ】650×450×700mm　【重量】14,700g　【価格】45,100円　【入手先】http://
hinokicraft.jp

学校用の机として実績のある、高さ調
整式スクールデスク&チェア。小学校
用の机として開発。高さ調整式の机と
椅子で、JIS規格に合わせて設計。小
学入学から大人になるまでお使い頂
けます。机は、3cmピッチで７段階（52
～70cm）、椅子は4cmピッチで4段階
（座面高30～40cm）に調整が可能。

有限会社ヒノキクラフト（静岡）
スクールデスク&チェア／静岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞4

概要

評価ポイント ヒノキの無垢材を使った多目的に使えるサイズオーダー対応のシンプ
ルな４本脚テーブル。装飾をぎりぎりまで排除したシンプルさで、木の質感を楽しめる。
長く使いたくなるテーブルである。

【サイズ】1,350×850×700mm　【重量】28,000g　【価格】79,200円　【入手先】http://
hinokicraft.jp

リビング学習にも最適、シンプルな４
本脚引出付きダイニングテーブル。ご
家族の食卓テーブルとしては、もちろ
んですが、子供のリビング学習環境を
助ける引出付きのテーブルです。

有限会社ヒノキクラフト（静岡）
Pテーブル 引出付き／静岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞5

概要

評価ポイント 3つのパーツに分けて移動できるので可搬性に優れ、アウトドア仕様や
屋外イベント用として汎用性がある。ベンチ自体にスリットを入れ座面がフラットになる
ため、座りやすい。

【サイズ】1,800×400×350mm　【重量】100,000g　【価格】48,000円　【入手先・概要サイ
ト】http://kiso-sakai.sakura.ne.jp/商品案内/open-air

安価に自然のぬくもりを感じたいとい
う場合に活躍できるベンチです。パー
ツは国産の杉を使用した座面と、左右
の脚部には耐荷重性に優れた鉄を用
いています。3つのパーツごと分かれて
移動できるので、女性でも無理なく運
ぶことができます。ベンチ自体にスリッ
トが入っているので座面がフラットに
なることが特徴です。

酒井産業株式会社（長野）
スリーパーツ杉板ベンチ／長野県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞6
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概要

評価ポイント 欅の木目、板目など美しさを活かした塗装が美しい。手すり部分は足腰
の弱い高齢者等が立ち上がる際にちょうどよい高さ、太さで日常生活の中で活躍しそ
うである。

【サイズ】605×420×655mm　【重量】9,000g　【価格】50,000円　【入手先】龍神村Gワー
クス木工館に作品を出展　個人展示会販売、注文家具製作

欅アームスツールは気軽に座りやすい
ようにし、踏み台にもできる。紀州材と
しては家作りばかりではなく、家具、椅
子、木皿、など広く作られています。廣
畑木工製作は和歌山県製作所に取り
寄せてからオリジナル家具、注文家具
を製作しています。

廣畑陽一（和歌山）
欅アームスツール／和歌山県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞7

概要

評価ポイント カラフルな再生紙と未利用だったシラカバ間伐材、北海道のシナの小
径材などを貼りあわせたユニークな合板を使った家具シリーズ。木口断面を美しく見せ
るという逆転の発想でデザイン的に遊び心をくすぐるもの。

【サイズ】420×420×520mm　【重量】2,300g　【価格】45,000円　【入手先】滝澤
ベニヤ株式会社 http://www.takizawaveneer.co.jp/　【概要サイト】http://www.
plywoodlaboratory.jp/　

従来の合板の常識を覆し、木口断面
が美しく、デザイン性が高い新しい合
板。カラフルな再生紙と木材でできた
新しい合板。そのペーパーウッド合板
を使った今までにはない家具。接着剤
がノンホルマリンで安全。今まで使わ
れていなかったシラカバ間伐材、　北
海道のシナの小径木などを利用。

滝澤ベニヤ株式会社（北海道）、DRILL DESIGN（東京）、FULLSWING（東京）
PLYWOOD laboratory（FURNITURE）／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞8

概要

評価ポイント 普段はベンチとして、緊急時にはストレッチャーとして救護搬送などに使
う多機能ベンチ。防災対策が各地域で進むなか、普段使っている家具や設備がそのま
ま使える機能は使い勝手の面でも、保管の面でも有効である。

【サイズ】2,300×560×400mm　【重量】60,000g　【価格】300,000円　【入手先】丸善木材
株式会社 http://www.maruzenmokuzai.com

からまつストレッチャーベンチは公共
施設・学校・病院などで普段は上質な
国産材を使用した木製ベンチとして、
緊急時にはワンタッチでストレッチャー
に変化し救護の必要な人の搬送や治
療に使用できる多機能ベンチです。

丸善木材株式会社（北海道）
からまつストレッチャーベンチ／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞9

概要

評価ポイント 杉間伐材を使った七つ道具をしまうためのシンプルな箱。地元素材で
地元職人が手塩にかけてつくったモノで永く愛用したくなる製品。防虫効果のあるウコ
ン染め風呂敷をパッケージとして使用する配慮もある。

【サイズ】312×241×100mm　【重量】930g　【価格】12,000円　【入手先】クラフトショップ 
もくもくハウス http://moku2.biz/　もくもくハウス仙台店 http://moku2.info/sendai/index.
html

杉の町、宮城県登米市津山町の素材
で地元の工人が作った「蓋身式印籠
箱」。木目をいかした美しい白と落ち
着きのあるやさしい黒の２タイプ。A４サ
イズが収納できる木箱「NANA」は、モ
ノと心を綺麗にオーガナイズ。

津山木工芸品事業協同組合（宮城）
こだわりの七つ道具を仕舞う箱「NANA」／宮城県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞10

概要

評価ポイント 岐阜県郡上市産の杉でできた消毒・漂白されていない割り箸。虹をイ
メージした７色の箸袋に自分なりのありがとうの思いを書き込める。山の形になる箸袋
は、森、山、水の循環をイメージしており、作り手の思いが伺える。

【サイズ】85×228×87mm　【重量】320g　【価格】1,200円　【入手先】https://
gujowaribashi.stores.jp THE GIFTS SHOP　【概要サイト】www.gujowaribashi.com

海・川・魚・動物・人。みんな水が無い
と生きていけない。水が湧き出る場所
は「山」。水で育ったたくさんの命。そ
の命を頂いて生きる私たち。山で繋が
るみんなの命。山を守るために伐った
スギを割り箸にし、みんなにありがとう
の感謝をお届けし、ありがとうが溢れ
る国にしよう。そんな思いから誕生しま
した。

株式会社郡上割り箸（岐阜）
ありがとうが溢れる割り箸／岐阜県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞11

概要

評価ポイント 特徴的な表面をアーチ形状によって、強度確保とビジュアル効果を演
出した。軽く、シンプルなデザインで、飽きのこない普段使いで長く使いたくなる製品で
ある。

【サイズ】365×65×240mm　【重量】720g　【価格】40,000円　【入手先】星ヶ丘歩
道橋製作所 http://hoshigaokahodokyo.wix.com/furikake　【概要サイト】http://
hoshigaokahodokyo.wix.com/furikake#!bag/ro4p7

ビジネスシーンからカジュアルまで幅
広く使えるカバン。シンプルなデザイン
であるが個性を主張。普段持ち歩く物
なので材を薄くし軽さを追求。アーチ
型にすることにより強度と見た目の柔
らかさを出す。使い勝手を考え、A4サ
イズが入る大きさに。

星ヶ丘歩道橋製作所（東京）
木製カバン／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞12
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概要

評価ポイント 愛媛県のヒノキを使った桶に、愛媛県内子町の五十崎社中の工房で
真鍮の箔を施したアート性の高い製品。伝統的な技法、文様、道具のコラボレーション
で、異業種のマッチングが木材利用の拡大に繋がっている。

【サイズ】220×220×220mm　【重量】400g　【価格】12,000円　【入手先】http://www.
yuiro.jp/

金色の箔でさくらの文様を描いた黄金
に輝く湯桶。湯道具ブランド ＹＵＩＲＯの
商品ライン。湯桶に真鍮の箔を施しま
した。描いたのは日本の象徴でもある
桜の文様。湯を注ぐと一層真鍮箔の輝
きが増し、贅沢な湯あみ時間が過ごせ
ます。

ＹＵＩＲＯ（愛媛）
箔桶／愛媛県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞13

概要

評価ポイント カラフルな再生紙とシラカバ間伐材、北海道のシナの小径材などを貼
りあわせた特徴ある合板を使った小物入れ。スタッキングした際の意匠性が面白く、海
外でも受け入れられそうなデザインである。

【サイズ】87×86×114mm　【重量】260g　【価格】13,000円　【入手先】滝澤ベニヤ株式会
社 http://www.takizawaveneer.co.jp/　【概要サイト】http://www.plywoodlaboratory.jp/
　

従来の合板の常識を覆し、木口断面
が美しく、デザイン性が高い新しい合
板。カラフルな再生紙と木材でできた
新しい合板。そのペーパーウッド合板
を使った今までにはない雑貨。接着剤
がノンホルマリンで安全。今まで使わ
れていなかったシラカバ間伐材、北海
道のシナの小径木などを利用。

滝澤ベニヤ株式会社（北海道）、DRILL DESIGN（東京）、FULLSWING（東
京）

PLYWOOD laboratory（STACKING）／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞14

概要

評価ポイント 長野県木曽の檜を使った蕎麦打ちめん棒。自然塗料である生漆を何度
も手塗りで塗り重ねることでそばの水分を吸うことがなく、耐久性にも優れる。趣味のこ
だわりの逸品としてニーズがあると考えられる。

【サイズ】900×30×30mm　【重量】300g　【価格】9,000円　【入手先】頑固そば道
具 会津 中村豊蔵 http://www.toyozo.com/　【概要サイト】http://www.toyozo.com/
toriatukaisoba3/menbou3/index.html

木曽桧材の特性を活かし蕎麦打ち用
の麺棒に加工。軽く柔軟な材質は、手
の力を効率よく蕎麦生地に伝え、均一
な厚みの蕎麦を短時間で仕上げるこ
とができます。さらに漆塗りの効果で、
白木めん棒と比べ、蕎麦の余分な水
分や打ち粉が付着せず、滑りの持続性
が向上。蕎麦愛好家からプロまで幅広
い層にご愛用頂いています。

有限会社中村豊蔵商店（福島）
漆塗りめん棒／福島県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ キッチン・食器 入賞15

概要

評価ポイント 沖縄県産材を使った壺、器、コップのシリーズ。樹種ごとのテイストの違
いが面白い。乾燥は工房内で樹種と製品によっては数年も置かれる。削った木くずは
農家の人がたい肥づくりに用いるなど循環も意識している。

【サイズ】75×75×120mm　【重量】200g　【価格】3,000円　【概要サイト】沖縄県森林緑地
課Webサイト http://saion-wood.jp/wordpress/?p=3253

ヤンバルの森の恵みを暮らしの道具
に変えて届ける。素材の樹種は、シー
クワーサー（大宜味）、フクギ（大宜
味）、リュウキュウマツ（ヤンバル）、イタ
ジイ（ヤンバル）、ソウジジュ（大宜味の
畑）、ユシギ（ヤンバル）、カンダン（大
宜味）、クワディサー（大宜味）等10種
を越え、リュウキュウマツは国頭村森林
組合から供給。

オサム工房（沖縄）
ヤンバルの森の恵みの壺・器・コップ／沖縄県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ キッチン・食器 入賞16

概要

評価ポイント 多摩産の材を使ったカッティングボード。虫食い部分はのぞきつつも、
原型を活かしたデザインが自然素材であることを感じさせる。取っ手を作ったり、穴部
分にはひもを通して乾燥しやすくするなどの扱いやすさの工夫がある。

【サイズ】170×230×23mm　【重量】200g　【価格】2,300円　【入手先・概要サイト】http://
www.waen.tokyo/

東京都奥多摩町の古民家工房で、奥
多摩や西多摩などの東京多摩産材の
無垢の木を使ったカッティングボード
を製作しています。「ちょっと特別な日
常」をコンセプトに、木目を活かした加
工を施し、使い込みたくなるようなもの
づくりを目指しています。

waen（東京）
waen Cutting Board／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ キッチン・食器 入賞17

概要

評価ポイント ソロバン玉のカタチをしたランプセード。長野県産の朴の木を使用し
た。機能美を持つ民芸木工の照明器具は改めてその味わいが見直されつつあり、和
洋折衷の空間でもマッチしやすい。

【サイズ】620×620×240mm　【重量】2,700g　【価格】117,585円　【入手先・概要サイト】
http://www.mokko.co.jp

戦後、松本市主催で始まった民芸木
工の照明器具として作られました。
お客様のご要望に合わせたセミオー
ダーが可能です。そのため家庭用か
ら、店舗・宴会場等の大空間でもご活
用いただけます。製造当初から変わら
ない拭き漆を模した色と、白い和紙の
コントラストは和みをもたらす「用の
美」と言えます。

有限会社柳澤木工所（長野）
ソロバン玉セード／長野県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 照明器具 入賞18
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概要

評価ポイント 福島のスギを使った玩具。まっすぐには転がらない円盤を工夫しながら
運ぶことで、思いがけない動きが生まれる。木の良さを感じてもらいながら、自然と身体
を動かしたくなる工夫があるユニークな提案。古くなっても研磨すれば再生可能。

【サイズ】600×150×300mm　【重量】4,500g　【価格】24,300円　【入手先】http://dc2.
co.jp/index.html　【概要サイト】http://dc2.co.jp/product/product_toy_02.html

昔も今も子ども達は遊びを通して学
び、考え、そして成長していきます。私
たちの提案する遊具は「森の贈り物」
である木を子ども達の遊びの中で触
れて体感してもらいたいと考えていま
す。この「コロQ」は運動不足になりが
ちな現代の子ども達に木のぬくもりを
感じながら遊びを体感してもらう屋内
遊具として開発されました。

ディ・シー・ツー有限責任事業組合（福島）
アクティブキッズシリーズ　コロQ／福島県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞19

概要

評価ポイント スギの３層パネルを利用してバランス感覚を養う平均台だが、ベンチな
ど多用途に利用できる。使い方次第でさまざまな遊び方に展開できそうである。福島県
地域材の活用によって地元企業の活性化を促進する。

【サイズ】300×1,800×300mm　【重量】18,000g　【価格】177,000円　【入手先】http://
dc2.co.jp/index.html　【概要サイト】http://dc2.co.jp/product/product_toy_01.html

クネクネ橋は木のぬくもりを感じなが
ら遊びを体験してもらう屋内遊具とし
て開発されました。最大の特徴は途中
で折れ曲がる事ができるので難しいバ
ランス感覚を養える平均台にもなりま
す。コの字にすれば車座になれるベン
チの完成です。子どもからお年寄りま
でいろいろな発想で体を動かしながら
楽しめる遊具になっています。

ディ・シー・ツー有限責任事業組合（福島）
アクティブキッズシリーズ　クネクネ橋／福島県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞20

概要

評価ポイント カラフルな再生紙とシラカバ間伐材、北海道のシナの小径材などを貼
りあわせた特徴ある合板でつくられた玩具。木製玩具のデザインに再生紙の色使いで
アクセントをもたらし、遊びにもインテリアにも使えそうな楽しいものになっている。

【サイズ】225×50×105mm　【重量】230g　【価格】6,500円　【入手先】滝澤ベニヤ株式会社 
http://www.takizawaveneer.co.jp/　【概要サイト】http://www.plywoodlaboratory.jp/

従来の合板の常識を覆し、木口断面
が美しく、デザイン性が高い新しい合
板。カラフルな再生紙と木材でできた
新しい合板。そのペーパーウッド合板
を使った今までにはない玩具である。
接着剤がノンホルマリンで安全。今ま
で使われていなかったシラカバ間伐
材、　北海道のシナの小径木などを
利用。

滝澤ベニヤ株式会社（北海道）、DRILL DESIGN（東京）、FULLSWING（東京）
PLYWOOD laboratory（PLAY OBJECTS）／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞21

概要

評価ポイント デザイン的にはシンプルだが、その分、木製の質感が際立つ。宴会や会
議など多くの人と触れ合う場でのコミュニケーションツールとして機能する。伐期を迎
えているカラマツ、トドマツの利用促進につながり、地元釧路の山へ還元できる。

【サイズ】71×105×6.5mm　【重量】16g　【価格】800円　【入手先】札鶴ベニヤ（株） コイ
トイ工場 （有）大高印章店　【概要サイト】くしろの木製品 https://www.city.kushiro.lg.jp/
sangyou/nourin/ringyou/tiiki/kizunasassi.html

カラマツ・トドマツの化粧合板を使った
ネームホルダー。くしろ（北海道）産カ
ラマツ・トドマツのネームプレートで地
産地消。合板使用により、針葉樹でも
薄く軽量化できました。レーザー加工
によりお好みのデザインに。お気に入
りの一枚があなたの胸元を飾ります。

釧路森林資源活用円卓会議（北海道）、札鶴ベニヤ株式会社コイトイ工場（北
海道）、釧路工業技術センター（北海道）

ネームホルダー[CRANE]／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 文具 入賞22

概要

評価ポイント 伝統産業のはさみのハンドル部分に樺の合板を使い、手になじみ握り
やすい製品に仕上がった。伝統的な技術や知恵を未来につなげて産地を活性化させ
ると同時に、木材の適材適所使いの好例でもある。

【サイズ】70×70×42mm　【重量】99g　【価格】12,000円　【入手先】株式会社KAWAGUCHI
（東京都中央区日本橋室町4-3-7） http://www.kwgc.co.jp/　【概要サイト】http://www.
kwgc.co.jp/cohana

230余年の歴史を有する伝統産業と
して有名な播州刃物のはさみ。ステン
レス製の丈夫な和洋裁用はさみで、ハ
ンドルは手にやさしくなじみやすい木
製です。手作業で一つひとつ丁寧に仕
上げています。切れ味よく美しいフォル
ムのはさみが実現しました。

株式会社KAWAGUCHI（東京）
Cohana 木製ハンドルのはさみ／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 文具 入賞23

概要

評価ポイント カラフルな再生紙とシラカバ間伐材、北海道のシナの小径材などを貼
りあわせた特徴ある合板を使ったステーショナリー。オフィスや日常使いでのちょっとし
た遊び心を刺激するデザインになっている。

【サイズ】198×48×24mm　【重量】130g　【価格】2,900円　【入手先】滝澤ベニヤ株式会社 
http://www.takizawaveneer.co.jp/　【概要サイト】http://www.plywoodlaboratory.jp/

従来の合板の常識を覆し、木口断面
が美しく、デザイン性が高い新しい合
板。カラフルな再生紙と木材でできた
新しい合板。そのペーパーウッド合板
を使った今までにはない文具である。
接着剤がノンホルマリンで安全。今ま
で使われていなかったシラカバ間伐
材、　北海道のシナの小径木などを
利用。

滝澤ベニヤ株式会社（北海道）、DRILL DESIGN（東京）、FULLSWING（東京）

PLYWOOD laboratory
（DESKTOP ACCESSORIES）／北海道

ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 文具 入賞24
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概要

評価ポイント 北海道産の上質なカバ材を使用したスマートフォン用スピーカー。端材
を均一なサイズに揃えて集成材状に加工している。電源不要でどこへでも持ち出せ、
改めて木材の音響効果を実感させてくれる。

【サイズ】120×80×60mm　【重量】200g　【価格】6,980円　【入手先】七尾ギターエンヂニ
ヤリング

小柄ながらも、十分な音量を響かせ
ることが出来るように計算した作りに
なっています。電源を必要としないエ
コロジー且つすぐに使えて、コンパクト
なためデスクにも気軽に置けるデザイ
ンを意識しました。日常的に音楽と木
のぬくもりを楽しんでいただきたい、そ
んな作品です。

七尾ギターエンヂニヤリング（北海道）
森の音がするスマートフォンスピーカー／北海道
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 楽器 入賞25

概要

評価ポイント 木育空間をより簡単に作り出せることを目的に開発された。各種のイベ
ントや木質空間を簡易に作りたい場合に重宝する。滑り止め防止への配慮など安全
性にも気配りがあり、保育や遊び場などでニーズがありそうである。

【サイズ】500×500×11mm　【重量】1,000g　【価格】7,500円　【入手先・概要サイト】
http://www.kitutuki.co.jp

国産材活用と木育に適した無垢の杉
のフリーフロアです。1ユニットは50cm
×50cm厚み1cmのサイズです。施
工は敷くだけで簡単に様々な空間形
状に対応できます。表面は50%圧縮
杉材で、足にやさしく温かみがありま
す。底面は圧縮ウレタンフォームシート
で建物の床との滑りを防止。面ファス
ナーで連結が可能です。

飛騨産業株式会社（岐阜）
sugi free fl oor／岐阜県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞26

概要

評価ポイント 小径木丸太を使って簡単に小屋を組み立てることができる提案。テント
や屋根をつければ、屋外の休憩スペースや飲食スペースとして多目的な利用が見込め
る。夏の熱中症対策などにも木の香りをまとった日除け空間としてニーズがありそうだ。

【サイズ】3,902×3,902×2,570mm　【重量】60,000g　【価格】180,000円　【入手先】北村
淳建築設計事務所 http://forestdome.net　【概要サイト】http://forestdome.net/

フォレストドームは森の恵みを活用し、
人の役にたつ空間を生み出すことに
よって、森林を豊かにしていく「森と都
市をつなぐ」プロジェクトとして展開し
ています。用途や設置場所の環境に
合わせて森の香りのするフォレストドー
ムを活用することにより持続可能な豊
かな暮らしを実現しませんか。

とうきょう森林産業研究会（東京）、北村淳建築設計事務所（東京）、クリエー
ティブ・トレーディング（東京）

フォレストドーム／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞27

概要

評価ポイント 木製グレーチング。公園や保育園など裸足で利用する可能性が高い場
所で金属製のグレーチングに代わる製品として有効である。木質感は周辺環境にもな
じみやすく、ヒートアイランド対策やメンテナンス面でも有効である。

【サイズ】600×400×45mm　【重量】1,000g　【価格】7,000円　【入手先・概要サイト】九州
木材工業株式会社 本社 http://www.kyumoku.co.jp

本製品は色・手触り等の木材の素材
感を残しながらも高い耐久性を付与し
た低分子フェノール樹脂処理保存処
理木材「エコアコールウッド」を組み上
げて製作しています。公園、都市部、林
道等の環境に溶け込み景観が良く、
木材ならではの踏み心地の良さがあ
ります。低荷重から車両等の高荷重に
対応した製品をそろえています。

九州木材工業株式会社（福岡）
エコアコールウッドグレーチング／福岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞28

概要

評価ポイント 木のアロマを楽しみながら使う、木材用の保護塗料。100％植物由来
で木部に塗布することで木が持つ本来の艶や質感を取り戻し、長持ちさせる。自ら手を
かけて長く使う楽しさを提供してくれる影の立役者である。

【サイズ】50×40×100mm　【重量】179g　【価格】3,200円/本　【入手先】ナイス㈱の本部お
よび全国の各営業所　ナイス㈱ 木材事業部 国産材振興室（神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
4-33-1）

「森香」は、杉、檜、匂辛夷（においこぶ
し）の３種類のアロマが香る100％植
物由来の木部用自然塗料です。森の
アロマの香りに包まれながら、愛着の
ある無垢材を手入れすることで、木が
本来持つ色艶、質感、そして香りが甦
ります。「森香」は木を輝かせる木のた
めの美容液です。

ナイス株式会社（神奈川）、正プラス株式会社（東京）
森香／神奈川県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞29

概要

評価ポイント 素材の質感を活かした、シンプルで機能的な保育・幼稚園児用の椅
子。安定性や安全性とスタッキングなどの機能性を兼ね備えた、スタンダードな製品と
して評価した。

【サイズ】320×360×520mm　【重量】1,800g　【価格】40,000円　【入手先】当社及び販売
代理店　【概要サイト】今後、専用サイト開設予定

保育・幼稚園児用の椅子です。安全・
安心・健康・環境・持続性をテーマに
園児達の情緒・情操教育にも良い影
響を与えることを念頭に置いて開発し
た製品です。軽く、丈夫な構造なので、
園児達が自分で持ち運び出来、掃除
や片付けの際の利便性にも考慮した
製品です。

株式会社ティ・エス・シー（千葉）、ちばの木活用研究会（千葉）、株式会社ベル
研究所（東京）、ヤマシタデザイン（東京）

キッズチェアー／千葉県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞30
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概要

評価ポイント リビングで子どもが勉強する家庭が増えている。収納や整理整頓に悩
むランドセルの定位置があることは嬉しい。数や空間によって複数の選択肢があること
は重要。

【サイズ】330×400×950mm　【重量】14,000g　【価格】34,650円　【入手先】http://
hinokicraft.jp

ランドセルの指定席　種類豊富なラ
ンドセルラックシリーズ。お客様のライ
フスタイルに合わせて、ベストな物を
お選びいただけます。小学校の時だけ
ではなく、幼児期から大人になるまで
末永く使える「一生物」のランドセル
ラック、いつまでもお使いいただくため
に、シンプルなデザインに造り上げまし
た。

有限会社ヒノキクラフト（静岡）
ランドセルラックシリーズ／静岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞31

概要

評価ポイント 通気性などの機能を備えるため、ヘッドボードに欄間をあしらった点に
新規性がある。和室に置いても違和感のないデザインで、畳に布団に慣れ親しんだ世
代でもスムースにベッドへ移行できそうである。

【サイズ】1,050×2,100×810mm　【重量】46,000g　【価格】55,000円　【入手先】自社店
舗　【概要サイト】http://kyoushinkagu.co.jp/index.php

ヒノキ材と畳を使用した和風ベットで
す。ヒノキ材の香りと畳の風合い、その
組み合わせにより、リラックスして睡眠
へと導きます。ヘッドボードに欄間を使
用することにより、通気性がよく、部屋
に設置した際開放感があります。オプ
ションで、手すり、引き出しもつけること
も出来ます。

有限会社共伸家具製作所（広島）
欄間調畳ベット／広島県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞32

概要

評価ポイント 上段側が薄くなっており、部屋に置いた際の圧迫感を軽減する機能的
な木製ブックシェルフ。読書空間に木の温もりや香りをもたらし、インテリアとしても見
た目が良い。

【サイズ】1,200×300×1,790mm　【重量】31,000g　【価格】39,900円　【入手先・概要サイ
ト】通信販売ディノス及びネット販売 http://www.dinos.co.jp/p/1357100482/

お部屋に木の温もりや香りを感じてい
ただける読書空間を提供する、杉材の
ブックシェルフ。お部屋に圧迫感のな
いよう上段奥行を薄くし、側面板を斜
めにした独特な形状で安定感よく設
置できます。素材の持つ堅牢さを活か
した厚みのある棚板で本が探しやす
く、木の風合いの変化と共に、長くご
使用いただけます。

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）
国産杉薄型頑丈タワーシェルフ／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞33

概要

評価ポイント 職人技を存分に注ぎ込んだ純日本製の椅子。座り心地の良さと安定
感が素晴らしく、一生ものの逸品になるだろう。落ち着きある意匠性も良い。

【サイズ】535×530×615mm　【重量】5,700g　【価格】300,000円　【入手先】日本橋三越
本店 本館5階和食器特選売り場　I.S.U.house上柳　アマゾン　【概要サイト】https://www.
amazon.co.jp/ 「wabisabiチェア（ハグチェア）」で検索

細く華奢に手加工で作られた木枠に
この道一筋の塗装の職人、そして熊本
八代産の畳を張り込む職人と3人の
それぞれのエキスパートの職人が関
わることによって出来た純日本製の椅
子です。見た目以上に安定感のあり、
長く座っても快適な座り心地、長く使え
る技能がちりばめられた椅子です。

株式会社I.S.U.house上柳（東京）、吉原製作所（東京）、木島装工所（東京）
wabisabi チェア （ハグチェア）／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞34

概要

評価ポイント 未利用材や製紙用材を伐採業者から直接入手し、搬出が困難な木を
利用して、デザインを加え付加価値化した。二つとして同じものがないテーブルの表情
から、多様な樹種へ思いを巡らせることができる。

【サイズ】2,600×900×700mm　【重量】56,000g　【価格】288,000円　【入手先】有賀建具
店　arugatateguten@inacatv.ne.jp

里山に自生している広葉樹を中心に
した材を５～６年天然乾燥させ、複数
の樹種の板を幅はぎした、天板の色の
違いを楽しめるテーブルです。１卓ずつ
手作りで作り上げたテーブルが醸し
出す風合いは、月日とともに卓上で起
こった出来事・思い出とともに変化し
ていくため愛着が深まり、末永くお使
いいただけます。

有賀建具店（長野）
いろいろテーブル／長野県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞35

概要

評価ポイント 子供用衣類収納タンス。角を丸め、取っ手などの出っ張りをなくし、衝突
事故などの防止へ配慮し、家庭内利用での安全性を高めた。植物由来のオイルをベー
スにした天然塗装で、赤ちゃんがなめたりした場合も安心である。

【サイズ】900×440×827mm　【重量】12,000g　【価格】76,000円　【入手先・概要サイト】
大川家具ドットコムWEBサイト http://www.okawakagu.com/hihokiTYE.html

純国産チェストというだけでも安心で
すが、さらにヒノキ材という防虫防菌
作用のある材を使用し、化学物質の心
配だけでなく、角を丸めたりレールを
廃したりと打撃系の心配も少なくなる
ように考えられたチェストです。小さい
お子様をお持ちの方や、脚が不自由な
お年寄りの方にお選びいただいていま
す。

株式会社大川家具ドットコム（福岡）
なごみ九州産ヒノキチェスト／福岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞36
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概要

評価ポイント 三重県産の杉のキュービック型組み上げ式本棚。高樹齢材を自然乾燥
と低温乾燥によって精油分を保持したまま製品化し、NO2の吸着分解などの空気浄
化機能を向上させた健康志向の製品。背板部のこぐち部は板目材の４倍の空気浄化
作用となっている。

【サイズ】300×300×300mm　【重量】1,800g　【価格】14,500円　【入手先・概要サイト】百
年杉の加藤木材 http://woody-katoh.com/

読書は素晴らしい行為です。しかし流
通されている本棚はケミカル素材ばか
りです。本をたくさん読む人ほど屋内
の空気を劣悪にしているという事実を
「百年杉の加藤木材」は我慢ならな
いのです。本製品の背板はNO2浄化
板目の6倍！空気浄化×鎮静効果物
質放出反応速度100倍！のこぐち部で
す。本棚こそ百年杉なのです。

有限会社加藤木材（埼玉）
百年杉のこぐちキューブ／埼玉県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞37

概要

評価ポイント 北海道産タモの木目を天板に生かしたテーブル。両側に引き出しを付
け小物類が収納できるのは機能的である。和のテイストにこだわった味わい深く、長く
使いたくなる製品である。

【サイズ】640×400×550mm　【重量】8,600g　【価格】240,000円　【入手先】日本橋三越
本店 本館5階和食器特選売り場　I.S.U.house上柳　アマゾン　【概要サイト】https://www.
amazon.co.jp/ 「wabisabiチェア(ハグテーブル）」で検索

北海道産のタモ材を用い、日本の職
人による手作業による加工と塗装は
木の温もりと優しさを感じる。無垢の1
枚の木を削って作った側面の印影は
高度な技能が必要で、和をイメージし
心休まる。一目では引き出しがあるの
がわからないように精巧に製作され、
引き出しの向きは新しい工夫と独自の
発想で革新的。

株式会社I.S.U.house上柳（東京）、吉原製作所（東京）、木島装工所（東京）
wabisabi テーブル （ハグテーブル）／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞38

概要

評価ポイント 広葉樹の強度と粘度、針葉樹の軽量、柔らかさと温もりなど個々の特性
を活かしたスツール。廃棄される木材を積極的に購入し、独自の加工や曲線を活かし
たデザインを加えて独創性の高い製品にまとめている。

【サイズ】370×370×420mm　【重量】1,620g　【価格】35,000円　【入手先】自社shop　
自社web site　都内百貨店（新宿伊勢丹、日本橋三越、銀座三越ほか）　【概要サイト】http://
koma-shop.jp/product/entry/pick-stool/

広葉樹の強度と粘度、針葉樹の軽量、
柔らかい温もりなどそれぞれの特性を
活かしたハイブリッドです。全ての部材
の形状や角度、組手の細部まで意味
を持たせた工夫を凝らし快適性、耐久
性、軽量を実現しています。意味のあ
る曲線を多分に使うことでよりシンプ
ルで高機能を実現しました。

株式会社KOMA（東京）
PICK STOOL／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞39

概要

評価ポイント 一本の木材を切断せず、ひとつながりの輪となるよう加工されたユニー
クな額縁。木という素材の可能性を可視化させる、インパクトあるデザイン。それを形に
する技術の確かさも素晴らしい。

【サイズ】215×74×162mm　【重量】200g　【価格】12,000円

材料１本を切ることなく、ひとつながり
の輪となるよう加工された独創的な額
縁。ちょうど９０°に曲がるよう緻密に計
算された加工からは、木のしなやかな
動きや繊細さを感じることができます。
見て触って動かして楽しむことで、木
の特性と木工技術を身近に感じること
ができます。

せんがもとなか工房（神奈川）
Loooop／神奈川県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞40

概要

評価ポイント 壁面や柱に直接貼れるシールタイプの木製フォトフレーム。DIY製品とし
て国産のヒノキ、スギを使用したものは貴重である。暮らしを彩るアイテムとして使いた
い。

【サイズ】167×0.6×129mm　【重量】10g　【価格】800円　【概要サイト】http://ecowoods.
nagoya/

国産のヒノキとスギで作ったシール
タイプの木製フォトフレーム『ウッズフ
レーム』、お気に入りのスナップ写真
を手軽にセンス良く飾りたい方に最適
です。再剥離タイプの粘着付きですの
で、壁や柱・ドア・キッチンボードなどお
好きな場所に固定して、剥がすのも簡
単！壁面に傷をつけないので賃貸住宅
でも安心です。

株式会社ＥＣＯＷＯＯＤＳ ＣＯＭＰＡＮＹ（愛知）、株式会社ウッドメイトアオヤマ（愛
知）

ダイレクトフォトフレーム・ウッズフレーム／愛知県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞41

概要

評価ポイント 持ち歩ける森由来のアロマ製品。木箱や蓋のヒノキ材は間伐材を使用、
香りも林地残材を有効活用して抽出される。和を感じさせるトータルコーディネート力
が素晴らしく、まさにハートフルな製品。

【サイズ】70×70×42mm　【重量】98g　【価格】5,000円　【入手先】yuicaウェブショップサイ
ト　yuica.com　全国のアロマスクール　全国のデパートの展示会　「結馨ゆいかミュージア
ム（飛騨高山）」（岐阜県高山市清見町牧ケ洞846正プラス株式会社）　【概要サイト】http://
www.yuica.com/SHOP/1052580/list.html

森から生まれた世界に誇れるアロマ
の香りをより身近に楽しめ、伝統的で
かつ現代的作品。手のひらサイズで、
いつ、どこでも持ち歩け、私たちの暮ら
しを健康で、豊かなものにしてくれる。
日本の伝統的技法の簪や、蓋も伝統
的模様を使用し、香りも森からの純粋
な精油のブレンドで、国内だけでなく
海外のお客様からも大好評。

正プラス株式会社（東京）、ホウコク木工（岐阜）
森香炉／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞42
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概要

評価ポイント ペン立てやメモ・カードホルダーに使えるユニークな形の雑貨。見た目
のインパクトがあり、思わず見入ってしまうようなチャーミングな製品。木の素材が主役
のカードたちを引き立てている。

【サイズ】105×45×45mm　【重量】80g　【価格】500円　【入手先】当社HP、電話問い
合わせにて対応　木材PRイベントなどでの直販　【概要サイト】http://www.hit-gifu.com/
bungeisya/shop01103.html

杉の木々が整然と並び立つ美しい山
はまるで「剣山」か「ハリネズミ」か「ハ
リセンボン」か…。そんな姿を表現した
のが「モリセンボン」です。メモ、写真、
文具、造花など、スギの柔らかい色合
いと木目が挿す対象物を引き立てま
す。スギの持つ「ぬくもり」が、暮らしに
アクセントと程よい刺激を与えてくれ
ます。

親和木材工業株式会社（岐阜）
モリセンボン／岐阜県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞43

概要

評価ポイント 山形県産の広葉樹の良さを掘りおこし、最上の地域性と新しい木材の
魅力をアピールしたオルゴール。一見それとはわからない意匠とテーブルに乗せた際
に奏でる音の意外性が楽しい製品。

【サイズ】70×78×60mm　【重量】200g　【価格】6,500円　【入手先】梅ヶ崎はれ工房

オルゴール。ネジを回すと木片から曲
が奏でます。片手におさまる程のサイ
ズですが、薄いテーブル板に乗せると
共鳴して音が広がります。山形県産の
広葉樹材を主に使用しています。様々
な樹種と曲の組み合わせの中から選
べる楽しみがあります。

梅ヶ崎はれ工房（山形）
Mキューブ／山形県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞44

概要

評価ポイント 青森県産のヒバを用いた除湿、消臭のためのアイデア製品。靴箱や押
し入れ、台所の下の棚などに置いておくと水分を含み、膨む。ネーミングもユニーク。

【サイズ】70×70×35mm　【重量】90g　【価格】240円　【入手先】「わいどの木」店舗　オン
ラインショップ http://ydonoki.jp/

100％天然素材の青森ヒバの力で、
湿気やイヤな臭いを吸い取り、カビを
防ぐオーガニック除湿、消臭材。

わいどの木（青森）
ヒバ爆弾／青森県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞45

概要

評価ポイント 木曽檜柾目の板材に溝を彫り、帯状に加工した黒柿を埋め込んだ蕎
麦切り用小間板。樹種の機能と耐久性を十分に活かした和の逸品と言える。食と道具
を合わせて海外へ発信することも可能だ。

【サイズ】270×340×25mm　【重量】100g　【価格】12,000円　【入手先・概要サイト】頑固
蕎麦道具 会津 中村豊蔵 http://www.toyozo.com/

蕎麦切りの工程で、包丁のガイド役を
果たす小間板。国産材にこだわり、木
曽桧の素直で真っ直ぐな木目中央に、
優雅に流れるような黒柿を合わせるこ
とで、和の木材の美しさと機能性を両
立。黒柿の静寂で力強い木目の変化
は使う人の心を癒し、そして愛着を感
じ、より一層、楽しい蕎麦打ち生活を
体感いただけると思います。

有限会社中村豊蔵商店（福島）
黒柿帯木曽檜こま板／福島県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ キッチン・食器 入賞46

概要

評価ポイント 16の樹種の木を使ったシンプルなデザインの積み木。樹種ごとの香り
や手触りを五感で感じ、木育につながる。無塗装で乳幼児も安心して使える。

【サイズ】130×130×160mm　【重量】470g　【価格】9,000円　【入手先】https://ki-rin.
stores.jp　【概要サイト】http://gujowaribashi.com

子どもが心地よく感じる素材は、お母
さんの肌の次に「木」。0歳から6歳ま
での五感体験が人格形成に大きく影
響しまう。まあるいつみきminiは「木」
の違いを「五感」で感じることができる
積み木です。岐阜県の16樹種の木を
使って河原の石ころをモチーフに、角
がなく、無塗装なので安心安全です。

株式会社郡上割り箸（岐阜）
まあるいつみきmini／岐阜県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞47

概要

評価ポイント 秋田杉の木製カード。微細な加工技術によって繊細な絵柄が表現され
ている。ゲーム用としてももちろんだが、インテリアとしても使えそうな製品である。

【サイズ】3,500×1,050×60mm　【重量】700g　【価格】29,800円　【入手先】株式会社ラ
ウンドテーブル http://r-table.net/　【概要サイト】販売元：株式会社ラウンドテーブル http://
r-table.net/　Akita-sugiプロジェクト http://akitasugi.wixsite.com/project

日本三大美林にも数えられる秋田杉
を使った、贅沢な木製カード。職人が
1枚1枚丁寧に仕上げ、微細な加工技
術によって施された絵柄も見事です。
2枚1組計24枚のカードで神経衰弱や
お話し作り絵カードとしてお楽しみ頂
けます。また、純粋に秋田杉の木目の
美しさを愛で、心地よい香りに癒され
てみるのもいかがでしょうか？

Akitaコドモの森（秋田）、株式会社ラウンドテーブル（秋田）、秋田杉プロデュースＡＡ
ＲＥＡ（秋田）、視覚伝達工房サイン・プロ（秋田）、イーワンホーム株式会社（秋田）

ウッド・メモリーカード（幼児版・日本版・秋田版）／秋田県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞48
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概要

評価ポイント 木片と金属ボルトの摩擦音が鳥のさえずりのようなバードコール。硬め
の広葉樹を柔らかい秋田杉で挟み、卵型に仕上げた。ちょうど握りやすい大きさ、手に
馴染む感覚は子どものファーストトイ的な使い方もできそうだ。

【サイズ】50×80×30mm　【重量】80g　【価格】 検討中　【入手先】株式会社ラウンドテーブ
ル　http://r-table.net/　【概要サイト】販売元：株式会社ラウンドテーブル http://r-table.
net/　Akita-sugiプロジェクト http://akitasugi.wixsite.com/project

北国の様々な広葉樹と秋田杉のコラ
ボ玩具。樹木によっての木肌の違いを
感じ楽しめ、金具を回すことで小鳥の
さえずりの音色も楽しむことが出来、
老若男女年齢を問わず楽しんでいた
だけます。ちっちゃな手のひらにやって
きた小さな森。そこから子どもたちの
ファンタジーの世界が大きく広がりま
す。

Akitaコドモの森（秋田）、株式会社ラウンドテーブル（秋田）、秋田杉プロデュースＡＡ
ＲＥＡ（秋田）、視覚伝達工房サイン・プロ（秋田）、イーワンホーム株式会社（秋田）

手のひらからのファンタジー（アキタスギ、アサダ、エンジュ、ケヤキ、サクラ、ブナ）／秋田県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞49

概要

評価ポイント 英単語学習とパズルを組み合わせたアイデア玩具。木の香りや温もり
を感じつつ、遊びながら学ぶことができる。大分県産杉を使い地元のメーカーで製作、
環境貢献の仕組みも併せ持っている。

【サイズ】440×362×14.4mm　【重量】750g　【価格】15,000円　【入手先】森のめぐみお
取り寄せ http://morinomegumi.kinodeguchi.jp/　EVI SHOP https://www.evic.jp/evi/
evi_shop/index.html　【概要サイト】http://www.evic.jp/evi/evi_shop/story/lineup/
goods_02_a-for-animal/index.html

A for Animalは、動物の英単語の頭
文字（アルファベット）にその動物のイ
ラストを当てはめて、パズルと付属の
絵本で遊びながら感覚的に英単語と
動物を連想し覚えることができます。
子供達に木の自然な香り、温もりを感
じてもらい、日本の木材利用の促進と
売り上げの一部を森林支援にまわす
環境貢献型商品です。

カルネコ株式会社（東京）、株式会社トライ・ウッド（大分）
A for Animal　木のどうぶつアルファベットパズル／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞50

概要

評価ポイント 大分県産材の杉でできた、タマゴ型のボールと直径2ｍのプールのレン
タルシステム。木育推進のレンタルパッケージとして、有効だ。木の香りと触感を安心し
て楽しんてもらうための衛生面での配慮もある。

【サイズ】2,000×2,000×210mm　【重量】1,400g　【価格】お問い合わせください　【入
手先】会社ＨＰ　http://www.kyushudaito.co.jp　【概要サイト】www.facebook.com/
kyushudaito

収納ＢＯＸにて全国にレンタル発送を
する事によりイベント・木育広場にて
手軽に遊び場を提供。保管庫に収納
をする前に滅菌庫で消毒しますので
安心安全を提供できます。

株式会社九州ダイト（大分）
杉たまごプールレンタル／大分県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞51

概要

評価ポイント 木の切り絵アートキット。「切る」「貼る」という手作業から木が持つ特徴
を感じてもらう感性を刺激する製品。精巧な図柄が可能になったことで、アート作品と
してインテリアとして使える点も良い。

【サイズ】297×10×210mm　【重量】200g　【価格】6,480円　【入手先】自社店舗　【概要
サイト】http://kyoushinkagu.co.jp/index.php

「切る」「貼る」「香る」　新しい木製
アート　木はり絵。ちょっとロハスで
アートな時間を過ごす時にお勧めす
る、新しいジャンルの手作りアートで
す。今までの木製品の常識を覆す精
巧な描写は一見の価値あり。楽しんで
作りながら日本の木の良さを知ってい
ただきたいと思っています。

合同会社きのわ（福島）
木はり絵　アートキット／福島県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞52

概要

評価ポイント 遊び心ある、木製ペンスタンド。足跡を模しているが、机の上にあると思
わずペンを差したくなる、アフォーダンスなデザインである。

【サイズ】60×60×60mm　【重量】30g　【価格】1,000円　【入手先】七尾ギターエンヂニヤリ
ング

かわいらしい足あとが手作り木製ペン
スタンドになりました♪ボールペンや
マジックペン、クリップや輪ゴムなど、
オフィスまわりのステーショナリーがい
ろいろ入るから、ナチュラルでありなが
ら、ウキウキした気分にしてくれます♪
職人による手作業で、丁寧に仕上げた
ペン立ては机の上のちょっとした癒し
にぴったり♪

七尾ギターエンヂニヤリング（北海道）
にくきゅ～ペンスタンド／北海道
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 文具 入賞53

概要

評価ポイント 国産材利用、独自の乾燥方法、京都大学森林学科による木質形成解
析の成果による、国産材エレキギター。国産材利用とその音響特性を活かし、バイオリ
ンや打楽器などへの展開可能性が期待できる。

【サイズ】300×50×1,000mm　【重量】3,490g　【価格】400,000円　【入手先・概要サイト】
http://lastguitar.com/wp/?p=19153

MR-40はボディのセンター部分に北
海道産のセンを使い、ボディ周辺部の
ネックおよびヘッド材には静岡県産の
桧（ヒノキ　天竜産）の同じ株から採っ
たものを使っています。8年以上天然
乾燥したものを選び、木材チップ燃焼
炉での低温乾燥を組み合わせた乾燥
を経て、一流の職人により精度の高い
ギターに仕上げました。

Sakuwood Guitars（東京）
Sakuwood Guitars  MR-40／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 楽器 入賞54
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概要

評価ポイント 山形県産の桐下駄。表面の突板に様々なプリントができ、鼻緒を選んで
オリジナリティ下駄を製作できる。桐の機能性を活かした下駄をより現代風にカスタマ
イズすることで、身近なアイテムになる。

【サイズ】80×230×80mm　【重量】250g　【価格】7,000円　【入手先・概要サイト】株式会社
ビッグウィルオンラインショップ アレンジ桐下駄のページ http://bigwill.shop-pro.jp/?mode=c
ate&cbid=1972013&csid=0

オリジナリティのあるあなただけの下
駄を製作できます。下駄表面はインク
ジェット印刷が可能なため、様々な柄
やロゴ等をプリントした下駄が1足より
製作可能です。桐素材の高級感と軽
さは、夏は涼しく冬はほんのり温かい
心地良さを生み出してくれます。表面
の突板に様々なプリントをアレンジし、
8種類から鼻緒を選べます。

株式会社ビッグウィル（徳島）
アレンジ桐下駄／徳島県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 伝統工芸品 入賞55

概要

評価ポイント 台形モジュールのバリアフリープランターで、車椅子に乗ったままでも
園芸を楽しむことができる。ガーデニングの楽しみを家庭や高齢者施設へと広げる社
会的な提案として評価した。

【サイズ】1,955×910×850mm　【重量】113,000g　【価格】229,000円　【入手先・概要サ
イト】株式会社ザイエンス営業本部環境製品部（直販） http://www.xyence.co.jp/　他、北海
道営業所、北関東営業所、大阪営業所、広島営業所にて販売。

はなとーくは組み合わせて使うことを
想定した台形モジュールのバリアフ
リープランター、作業台、ベンチです。
バリアフリープランターは車椅子利用
者は車椅子に乗ったまま園芸を楽し
むことができ、高齢者は立位で園芸作
業ができます。高齢者福祉施設や病院
の屋外で行う園芸療法にも最適です。

株式会社ザイエンス（東京）
バリアフリープランター「はなとーく」／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞56

概要

評価ポイント 介護施設での利用に特化した、青森ひばの浴槽。抗菌力や耐朽性と
いったひばの特性が活かされた安全・安心な製品。住宅設備機器類は国産木材の利
用が立ち遅れている分野のひとつであり、社会課題の解決の視点から見ても貴重なア
イテムと言える。

【サイズ】1,010×660×640mm　【重量】52,000g　【価格】680,000円　【入手先】弊社直接 
クラフト企画 ひばの郷

青森ひばの特性（抗菌力があり・耐朽
性がある）を活かした浴槽です。介護
施設（お年寄りなど）に特化した浴槽
に仕上げました。介護アドバイザーの
指導をうけ、安全・安心に配慮した製
品です。木の温もり、やさしい手触り、
そして香りに包まれて、一日の疲れを
癒していただければと想います。

クラフト企画ひばの郷（青森）、わにもっこ企業組合（青森）、ケア・プロデュース
有限会社ＲＸ組（京都）

ひば浴槽／青森県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞57

概要

評価ポイント 背もたれシートを引出すとミニテーブルとして使用できるアイデア製品。
足元のクリアランスを広く取り、清掃のしやすさにも配慮した。開発にあたって顧客であ
る１５の病院で患者動態調査と職員へのヒヤリングを行なった点も良い。

【サイズ】1,500×635×860mm　【重量】31,830g　【価格】354,700円　【入手先】株式会
社イトーキ全国支店、及び全国代理店並びにイトーキのホームページにて購入可能　イトーキ 
http://www.itoki.jp/products/econifa/　【概要サイト】http://www.itoki.jp/products/
econifa/ninoco/index.html

「シャープなデザインに込められたあ
たたかさ」スギの集成材をダイナミック
に使用した印象的なバックビューと施
設利用者に配慮した様々な配慮が特
徴、行き交う人々の状況を寛容に受け
止める日本人の心配りがこもった、シ
ンプルでもあたたかなロビーチェアで
す。

株式会社イトーキ（東京）
ロビーチェア　「ninoco」／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞58

概要

評価ポイント 和風縦格子の屋外案内板。自社開発の木材保存薬剤で保存処理した
木材を使用し、約15年～20年という標準耐用年数を有する点が特徴。街角案内など
で見かけた際に、素朴でほっとするビジュアルが良い。

【サイズ】1,170×120×1,800mm　【重量】219,000g　【価格】311,000円　【入手先・概要
サイト】株式会社ザイエンス営業本部環境製品部（直販） http://www.xyence.co.jp/　他、北
海道営業所、北関東営業所、大阪営業所、広島営業所にて販売

和のまちなみや庭園に使用するサイン
です。和の雰囲気とモダンな意匠とし、
主に観光地での設置に対応できる商
品です。表示板面は多言語化表記に
も対応可能で、国内外の外国人観光
客向けに設置できます。製品ラインナッ
プ以外の特注対応も可能です。

株式会社ザイエンス（東京）
和風style格子案内板／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞59

概要

評価ポイント 木製アスレチック遊具。木材保存処理による耐久性を高めた国産杉材
を使用し、遊具の安全に関する規準に適合させた。木製公園遊具の耐久性の課題を
克服し、木製遊具で安全に楽しく遊べるようにしたいという思いが伝わる。

【サイズ】1,200×8,800×2,500mm　【重量】1,200,000g　【価格】980,000円　【入手先・
概要サイト】株式会社ザイエンス営業本部環境製品部（直販） http://www.xyence.co.jp/　
他、北海道営業所、北関東営業所、大阪営業所、広島営業所にて販売。

「木に触れて遊んでほしい」という想い
から作った、木材保存処理をして耐久
性を高めた国産杉材を使用し、遊具
の安全に関する規準に適合した木製
アスレチック遊具です。予算にあわせ
たプランニングや敷地状況に応じた特
注品の対応も可能です。

株式会社ザイエンス（東京）
木製アスレチック遊具／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞60
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概要

評価ポイント 素材の質感を活かしつつ、デザイン、サイズ感、加工技術がうまく融合し
た完成度の高い遊具シリーズである。北海道のナラ材を使用し、木製家具メーカーで
培ったノウハウをつぎ込んでいる。

【サイズ】2,835×2,792×1,023mm　【重量】140,000g　【価格】2,900,000円　【入手先】
自社にて販売　【概要サイト】http://www.isam-net.co.jp

山の形の滑り台Mountain、子供の大
好きな乗り物Vehicle、北海道の名産
品から色を取ったつみきBlockの３種
類からなる室内遊具のシリーズ。登山
家にもなれる、パイロットにもなれる。
いつか大人になった時、優しい木の感
触を手が覚えていることにふと気がつ
く、そのような遊具を作りました。

株式会社いさみや（北海道）
LiKids／北海道
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 大型遊具 入賞61

概要

評価ポイント 木質系の質感の温かみや柔らかさとデジタルコンテンツの融合という、
コミュニケーションツールの新規性あるアプローチである。映像やセンサーとの組み合
わせでインタラクティブな機能も持たせられ、ロハスや自然素材をテーマにした店舗な
どでニーズがありそうである。

【サイズ】615×700×1,520mm　【重量】15,000g　【価格】215,000円　【入手先】WEB
サイト（https://www.mediacreativelab.com/）への問い合わせにより販売　【概要サイト】
https://www.mediacreativelab.com/product/easelsignage/

イーゼルサイネージは国産ヒノキの間
伐材を使用したイーゼル/フレームで
自然な木の温もりやヒノキの香りを感
じさせ、女性の目線の高さを意識した
木製イーゼルをベースに43インチの
高輝度ディスプレイを組み合わせるこ
とでユーザーの視認性を高め、店舗へ
の来店や商品への興味を促進させる
コミュニケーションツールです。

Media Creative Lab合同会社（東京）
イーゼルサイネージ／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞62

概要

評価ポイント 美山杉の円柱半割材を使用した折りたたみ式木製ベンチ。可搬性を重
視したつくりで、屋外イベントや野外休憩用などで使える。収納性にも配慮がある。

【サイズ】1,500×350×400mm　【重量】8,000g　【価格】6,000円　【入手先】福井県福井市
境寺町 美山町森林組合加工場

円柱半割材を使用した木製折り畳み
ベンチ。ベンチには珍しく円柱の半割
り材を使用して全体的に丸みを帯び
たシルエット。折りたたみ式なので、携
帯・収納にも便利。福井県旧美山町地
区にて生産される良質の美山杉の間
伐材100％使用しています。

美山町森林組合（福井）
円柱半割折りたたみ式ベンチ／福井県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞63

概要

評価ポイント 国産杉を使った保育・幼稚園児用の椅子。園児達が自分で持ち運び
できる軽さで、小ぶりな家具には最適な杉材をうまく利用した。地域材と公共施設、保
育・教育施設との接点を構築するモデルとして期待する。

【サイズ】460×240×410mm　【重量】1,750g　【価格】30,000円　【入手先】当社及び販売
代理店

様々な用途に使えるスツールです。安
心・安全・健康・環境・持続性・循環型
社会の構築をテーマに開発した商品
です。今春からの正式販売ですが、顧
客からの評価も高く、一般顧客・公共
施設からの注文が増えて参りました。

株式会社ティ・エス・シー（千葉）、ちばの木活用研究会（千葉）、株式会社ベル
研究所（東京）、ヤマシタデザイン（東京）

スツール／千葉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞64

概要

評価ポイント 未就学児使用対象の子供用スタッキングチェアー。座面は板座と和紙
紐編みの２種類があり、納入先の保育園は知的障がい者の施設も運営しており、和紙
紐編みの座面製作を彼らが担っている。

【サイズ】330×340×470mm　【重量】2,600g　【価格】32,400円　【入手先】木工家具
Rew Craft http://moku-rewcraft.jimdo.com/　【概要サイト】http://d.hatena.ne.jp/
rewcraft45/20160305#1457187027

茨城県のヒノキ材で作った、スタッキン
グ小椅子です。幼稚園用として製作し
ました。各家庭でも踏み台として、又、
積み重ねることで、大人用として、ハイ
チェアーとしてもお使いいただけます。
部屋の片隅に何脚かスタッキングして
おくのも便利です。座面は板座と和紙
紐編みの２種類があります。

Rew Craft（茨城）
スタッキング小椅子／茨城県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 家具 入賞65

概要

評価ポイント 富士山麓産檜製はがき。檜の良い香りが広がる感性を刺激する。山や
森に思いを馳せる人が購入するという行為を通じて、富士山麓地域の森林整備につな
がるような活動の一環として展開されている。

【サイズ】90×5×140mm　【重量】30g　【価格】900円　【入手先】道の駅朝霧高原 http://
www.asagiri-kogen.com/　【概要サイト】http://www.mtfuji-wpj.com/products/

天然素材（アナログ）にデジタルを掛
け合わせると新しい体験が生まれま
す。デジタル製造技術が微細で精巧
な美しい透かし彫り加工を実現し、光
と影の演出が新たな空間へと導きま
す。富士山が育てたヒノキのみを使用
し、そのまま土に環ることができる環境
に優しく美しいインテリア葉書「森のは
がき」を実現させました。

デジタルファブリケーション株式会社（静岡）
富士山朝霧ひのき製「森のはがき」／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞66
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概要

評価ポイント 製材所・木工所・住宅メーカー・デザイナーが協働し、木をテーマにしたプ
ラットフォームづくりを具体化している。南会津町出産祝い品「森からの贈り物」のnoeな
ど地域産材を利用した木製玩具を提案、地域資源と子育てをつなぐ取組を実践してい
る。

【サイズ】250×170×35mm　【重量】550g　【価格】5,000円　【入手先】高島屋・三越伊勢丹
銀座博品館・HAKKA KIDS・全国木製玩具店　アマゾン・楽天などのネットショップなど「ＦＡＶＯＲ」
　http://item.rakuten.co.jp/favor/mastro_geppetto_noe/　南会津町・飯館村・福井県BABY 
PARK（乳幼児親子教室）　【概要サイト】http://www.mastrogeppetto-jp.com/blank-fqgb0

地域の製材所・木工所・住宅メー
カー・デザイナーで構成された木製玩
具ブランドとそれを基盤にした国産の
木材活用の新しいビジネススタイルで
す。生まれてはじめて触る「木のおも
ちゃ」から派生して、木材の手配から
デザイン企画・製造ができるチームを
構成することにより幅広い知識と経験
で提案を行うことができる仕組。

株式会社マストロ・ジェッペット（福島）
木のおもちゃからはじまる木材利活用／福島県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞67

概要

評価ポイント 間伐材から生まれるセラミック炭で開発したオブジェ。脱臭と芳香の両
方の機能を持つユニークな形状をした製品。間伐材を炭として有効利用し、森を守り、
空気を守るというコンセプトがなじむ。

【サイズ】80×80×220mm　【重量】100g　【価格】3,500円　【入手先】オゾンリビングセン
ターモノバ、西武百貨店池袋本店６F　【概要サイト】http://www.ascam.net

森から生まれた炭で森をつくる。古来
より木炭は、空気の浄化や厄除けを目
的に利用されてきた馴染みのある素
材。針葉樹を思わせるフィルムに炭の
ペイントを施された森は、どこに置いて
も脱臭・調湿をしてくれます。サイズは
S・M・Lの３サイズ。並べてディスプレイ
すれば、お部屋の中に心地よい炭の
森が広がります。

株式会社アスカム（静岡）
森の炭の森／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞68

概要

評価ポイント 行政、森林組合、地域で活動している団体、イベント主催者、メーカー等
をつなぐプロジェクトから生まれた製品。シンプルなデザインだが、こうしたアイテムが
街中に点在することで強いメッセージ性を持ちうる。

【サイズ】1,500×800×1,200mm　【重量】2,000g　【価格】15,000円　【入手先・概要サイ
ト】人と木をつなげるプロジェクト https://www.facebook.com/hitotokiproject/

豊田市産ヒノキを利用したバイクラッ
ク。流通している木材の規格断面の寸
法、ノックダウン方式を採用し、加工の
手間を省き、簡単に運搬・設置するこ
とを可能とした。デザインは直線を活
かし、シンプルかつ繊細なシャイプと、
作品全体がグラフィカルな表現となる
デザインと構造とした。

人と木をつなげるプロジェクト実行委員会（愛知）、株式会社小野デザイン事務所（愛知）、向井木材株
式会社（愛知）、豊田森林組合（愛知）、豊田市（愛知）、しもやま再来るプロジェクト実行委員会（愛知）

人と木をつなげるバイクラック／愛知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 雑貨・日用品 入賞69

概要

評価ポイント 長野県のアカマツを使った無塗装のおもちゃのハンドル。素朴な玩具
で、色・香り・肌触りを感じて欲しいと思いがある。深刻なマツ枯れの被害状況を伝える
コミュニケーションツールとして評価。

【サイズ】160×160×20mm　【重量】100g　【価格】2,700円　【入手先・概要サイト】http://
www.mokko.co.jp

里山に育った木を使った、ハンドルお
もちゃです。当時3才だった息子に「ぼ
くも運転したいから、ハンドル作って」
と言われ作りました。香りや肌触りを
五感で楽しんで頂けるように、塗装は
しておりません。チャイルドシートでも、
お部屋でも、公園でも、これさえあれ
ば、いつでもどこでも運転手さんにな
れます。

有限会社柳澤木工所（長野）
おでかけ♪どこでもハンドル／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞70

概要

評価ポイント 上伊那農業高校との協働により、間伐から製材、加工、販売までを高校
生が体験する授業を提供するなど、地域の森林資源をテーマにした社会提案性の高
い取組。地域でこうした製品を積極的に利用することで地域づくりや森づくりに参画が
可能になる。

【サイズ】60×20×30mm　【重量】600g　【価格】5,000円　【入手先・概要サイト】KEESプロ
ジェクト　https://www.facebook.com/keesproject/　伊原商店（長野県伊那市）

信州伊那谷の間伐材アカマツを利用し
た、組み立て多用途ブロック「KEES」、0
歳からの「KEESミニ」、収納・インテリ
アに幅広く使える「KEESBOX」「KEES
ワゴン」で、半径10KM以内で地域の
森林資源を循環させ、地域の森林資
源に目を向け、地元愛を醸成するとと
もに、持続可能な地域づくりを目指
す。

KEESプロジェクト（長野）、NPO法人森の座（長野）、沖村製材所（長野）、こうあ
木工舎（長野）、伊那まちの再生やるじゃん会（長野）、伊那市商工会議所（長野）

伊那谷の間伐材アカマツを使ったKEESシリーズ／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 遊具・玩具 入賞71

概要

評価ポイント １本の国産木材を曲げて生産したステッキ。高度な伝統技術を有する職
人が減っている状況のなか、高齢社会によるニーズの高まりとギャップが生まれていく。
こうした背景に一石を投じる良質な逸品。

【サイズ】20×120×900mm　【重量】250g　【価格】21,600円　【入手先】当社店頭及びウェ
ブショップ http://tsuchiya-stick.shop-pro.jp/　全国の有名百貨店

伝統の国産ウッドステッキ、触れてみ
ればわかる、その品質と職人の技。国
産材を使用したクラシカルなデザイン
の1本の木材を曲げて生産したステッ
キ。介護予防の観点から、高齢になっ
ても自立歩行が出来るように、健康体
の時から使用してほしいシンプルなが
らスマートなファッション性も兼ね備え
たデザイン。

土屋産業株式会社（東京）
国産材ウッドステッキ一曲タイプ（桜・欅・樫）／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 伝統工芸品 入賞72
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概要

評価ポイント 青森県産ヒノキアスナロを使ったプランターボックス。木製ならでは質
感、色、触感は植物との親和性が高い。木造住宅のガーデニングとの相性が良い。

【サイズ】2,000×2,000×400mm　【重量】54,000g　【価格】159,000円　【入手先】http://
www.rakuten.co.jp/sitecstore/　【概要サイト】http://item.rakuten.co.jp/sitecstore/
c/0000000933/

ガーデナーの仕事は美しい、感動的
な、雰囲気がある花壇を作る事。独創
性を発揮して植物のデザインに専念し
て欲しいのです。面倒な花壇枠を設計
したり、一から作ったりすることをなく
する製品です。木製でGardeningにも
マッチングします。

有限会社サイテック（北海道）
業務用Smart Raisedbed花壇枠／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 設備 入賞73

概要

評価ポイント 北海道産カラマツを使った木製ガードレール。道路インフラにこうした材
を活用することで、複数の課題を解決し、景観もよくなる。デザイン性をさらに磨くことで
地域の観光資源としての活用も可能だ。

【サイズ】3,000×298×800mm　【重量】140,200g　【価格】30,000円　【入手先・概要サイ
ト】北海道産木材利用協同組合（旭川市神楽3条2丁目2-9） http://www.doumoku.or.jp/

ビスタガードは、北海道らしい雄大な
自然風景をさえぎることなく北海道産
カラマツの美しい木目で修飾し、北海
道の美しい景観を守り続ける木製ガー
ドレールです。雪国ならではの雪への
対応、薬剤に頼らない耐久設計、地域
材活用による地域経済効果、道路環
境への炭素ストックの形成など、従来
無かった魅力に富んだ製品です。

地方独立行政法人北海道立総合研究機構 森林研究本部林産試験場（北海
道）、北海道産木材利用協同組合（北海道）

ビスタガード／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞74
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概要

評価ポイント 滋賀県多賀町をフィールドとして、地域の森林資源を使った木製遊具
などの制作活動を行なう木匠塾のひとつ。幼稚園・保育園・小学校での木工体験など
を実施、それが認められ大学のカリキュラムに組み込まれるなど、活動の広がりを見せ
ている。

【体験・入手方法】塾長 中西茂行まで連絡　【費用】15,000～20,000円/人

地域産の木を使ったやさしい空間を
創っています。人口8000人弱の小さ
な町の保育園・幼稚園・その他公共施
設に制作した作品は、広く町民の方々
に親しまれています。

一般社団法人地域再生プロジェクト みなおし（滋賀）
多賀木匠塾／滋賀県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞1

概要

評価ポイント 生活必需品のトイレットペーパーをメディアとして活用するアイデアは面
白い。視覚だけでなくヒノキの香りをつけ、森林のイメージを喚起するなど、細部への工
夫があり、地域の森林資源理解に対する取り組みとしてはオリジナリティがある。

【体験・入手方法】電子メールで注文受付 paper_hamamatsu@yahoo.co.jp　【費用】トイレット
ペーパー1ロール100円で販売

天竜材の利用促進を図る新しい宣伝
媒体「お木づかいペーパー」。「木をつ
かうことに気をつかう」というのがプロ
ジェクトのコンセプトである。天竜材に
ついてのイラストを印字し、トイレット
ペーパーは生活必需品であるという
点から、幅広い世代への天竜材認知
度向上を図る。今こそあなたのお木づ
かい！

チームお木づかい（静岡）
お木づかいペーパー／静岡県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞2

概要

評価ポイント 異なる３つの業種が協働して、国産材にこだわりリビングダイニング等に
も置ける、子供の頃から大人になるまで使い続ける家具開発のプロジェクト。百年の計で
ある森林と子どもの成長を読み込んだ継続的なモデルとしてアウトプットに期待したい。

【体験・入手方法】今後発売予定

【住まい創りの《プロ》住友林業】×
【子供のあそび提案の《プロ》ボーネ
ルンド】×【日本の木で創る家具の《プ
ロ》キシル】の夢のコラボ！

住友林業株式会社（東京）、株式会社ボーネルンド（東京）、株式会社キシル
（静岡）

家族と共に育つ家具／キッズファニチャープロジェクト／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞3

概要

評価ポイント 林地残材活用と地域雇用促進を同時に満たし、森の素材から抽出した
精油やアロマウォーターで消費者の健康と美容に寄与する、というビジネスモデルとし
て評価した。暮らしと森林の関わりに新たなカテゴリを拓く。

【体験・入手方法・概要サイト】http://www.sei-plus.com/　http://yuica.com/　各種のイベ
ント会場・デパート　Facebook https://www.facebook.com/sei.plus/?fref=ts （正プラス株
式会社）　Facebook https://www.facebook.com/tadashi.inamoto.5?fref=ts （稲本正）　
Twitter https://twitter.com/yuica_aroma （正プラス株式会社）

「日本の森から生まれたアロマ＝yuica」
の入った製品は、人の健康や美容に
寄与する多くのエビデンスを持ってい
る。yuicaの精油やアロマウォーターの
素となる素材は、主に林地残材や間伐
材であり「森の再生」や「地方創生」に
も役立っている。森と人の健康に結び
つくyuicaで新しい生活習慣を生み出
そう。

正プラス株式会社（東京）、株式会社藤波タオルサービス（東京）、ナイス株式会社（神奈
川）、飛騨の地域森林資源を活用する会（岐阜）、昭和大学薬学部 荒川研究室（東京）

日本の森から生まれたアロマyuicaで、人も森も健康に！／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞4

概要

評価ポイント 国産の木、自然素材を使い、熟練の職人の手仕事で施すリノベーション
のビジネスモデル。木の効能、機能や暮らしや住宅と木のつながりも重要なコンテンツ
と位置付け、消費者視点での提案を行なっている。

【体験・入手方法】岡庭建設株式会社 おかにわリフォーム工房　【概要サイト】http://www.
okaniwa.jp/kinnovationstudio/

“安心”設計力、素材にこだわり、住ま
いの提案から技術力、保証までトー
タルにカバー。“家まもり”　これまで
培ってきた技術力で、お家のかかりつ
け医を担います。“自然素材”　木にこ
だわり、太陽、風、光、影を大切にした
暮らし。自然の力をできるだけ生かし
た持続的な暮らしの提案。

岡庭建設株式会社 おかにわリフォーム工房（東京）
木ノベーション／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞5

概要

評価ポイント 製材工場がラボを持っているケースは珍しく、社会的意義がある。展示
のみならず、パートナーシップづくりや消費者へのコミュニケーションなど「北陸型住ま
い」のソリューション提案のワンストップ・ビジネスモデルと言える。

【体験・入手方法】ウッドリンクラボご見学は、ＨＰ・ＦＡＸでの見学申し込み。その他問い合わせ
は、事務局のウッドリンクへ。　【費用】地域工務店入会費 12,000円/年ウッドリンクラボご見学
は無料　【概要サイト】http://www.hokuriku-kinosumai.com/　http://www.prewall.jp/
factory/

「北陸型木の住まい研究会」は北陸地
域の工務店約１６０社で構成された、
北陸地域の気候風土に最適な北陸型
木の住まいを研究・提案している組織
で、『地域型住宅のブランド化』に向け
た取組を積極的に展開しています。独
自のスキームで北陸型木の住まいを
普及させ、国産材使用量増加、地域産
業活性化などへ貢献しています。

ウッドリンク株式会社（富山）
北陸型木の住まい研究会／富山県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞6

コミュニケーション分野

56

コミュニケーション分野

444.indd   56 2017/02/10   18:03



概要

評価ポイント 季節行事と森林教育、木育を組み合わせ、かつ１年間の時間軸に則っ
た良質なプログラムである。コミュニケーション・ツールのデザインをさらに磨けば、より
参画のアピールにつながるだろう。

【体験・入手方法】木材・合板博物館〈公益財団法人PHOENIX〉（東京都江東区新木場1-7-
22 新木場タワー4F）　【費用】クリスマスツリー（アカエゾマツ苗木） 5,000円 （苗木代、往復送
料込）植林祭参加費（昼食付） 5,000円 / (昼食なし） 2,000円　【概要サイト】http://www.
woodmuseum.jp/xmastree/index.html

12月に北海道よりクリスマスツリー
（アカエゾマツ苗木）をご家庭や職場
にお届けし、お楽しみいただきます。ク
リスマス終了後、北海道へ戻し、５月
下旬に開催する植林祭で、地球に返
却(植林)します。森林育林を身近なも
のと認識し、活動を通してCO_削減に
も貢献できる誰でもご参加いただける
活動です。

公益財団法人PHOENIX（東京）
クリスマスツリー植林／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞7

概要

評価ポイント 昨年から始まった「Akita-sugiこどもきゃらばん」事業が浸透、拡大してい
る点を評価した。プロジェクトを推進するメンバーが県内の職人や現役の子育てママであ
る点も、地域の森や木と暮らし、ビジネスがつながっていることを示す良い仕組みである。

【体験・入手方法】秋田県内の希望する幼稚園・保育園・子育て交流広場などで県産樹木の玩
具で遊んだり、秋田の自然や森についての簡単なお話をする。またより広く活動を広めるため、子
供や子育て世代の家族が集まるイベントに積極的に参加し、同様の活動を行う。 　【概要サイト】
http://akitasugi.wixsite.com/project

森林資源を持て余している秋田だから
こそ、木材を上手に使って元気な森を
育てていく̶秋田杉を通して、森も木
材資源も人財も地域社会も、みんなが
無駄なく元気に循環できる「サーキュ
ラー・エコノミー(循環型経済)」を目指
しています。少子高齢人口減少が進
む秋田をAkita-sugiプロジェクトが元
気にします！

Akitaコドモの森（秋田）、株式会社ラウンドテーブル（秋田）、秋田杉プロデュース
AAREA（秋田）、 視覚伝達工房サイン・プロ（秋田）、イーワンホーム株式会社（秋田）

Akita-sugiプロジェクト／秋田県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞8

概要

評価ポイント 伐採された慣れ親しんだ学校敷地内の木を、新たな形で生まれ変わら
せ、地域へ戻す活動。森林資源活用の流れはなかなか目の当たりにする機会が少な
いなか、親しみのある木を入り口にして、木を切ること、使うことの意味を伝えてくれる。

【体験・入手方法】木製部分に改築前の学校に植樹してあった木々のみを利用して製品化。　【費
用】1,500,000円（壁面レリーフの価格）　【概要サイト】http://www.teikokukizai.co.jp

「既存樹利用プロジェクト」は学校の
増設などで伐採・廃棄されてきた木々
をトレーサビリティの確立された管理
のもと、教育や地域交流の場へ様々な
かたちに生まれ変える提案をします。
子どもたちの「ものを大切にする心」を
育み、先生方や地域の方々の記憶を通
じ学校の歴史を繋ぐ一助になると考
えています。

帝国器材株式会社（東京）
既存樹利用プロジェクト～Ibuki～／東京都
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（システム） 入賞9

概要

評価ポイント 自然災害で倒れたおおえのきを、通常は廃棄されるところを捨てずに活
用、木育のコミュニケーションツールとして価値を与えた点を評価。大学生の参加など
幅広い関係者を巻き込んだ、地域木育の先導的なモデルと言える。

【体験・入手方法】学校単位で木に触れ、木のぬくもり暖かさを木育、制作を通じ体験。　【費用】
農林中央金庫助成 1,000,000円　　

台風で倒れた「おおえのき」の思い出
を大切にするとともに、木の果たす役
割や木材の素晴らしさを子ども達に伝
える木育授業を実施し、並行して、思
い出の「おおえのき」に子ども達が触
れることができるようにと、ストラップや
机などの製作を行った。　今後も学校
の木や市町村木、県木などを用い木
に親しむ機会を増やしたい。

熊本県森林組合連合会（熊本）、農林中央金庫福岡支店（福岡）、菊池森林組
合（熊本）、熊本大学教育学部（熊本）

「『おおえのき』100年復活計画」命をつなぐプロジェクト／熊本県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞10

概要

評価ポイント 自分で書いた文字が、あまり木を使った木製時計に刻印される参加型
プログラム。木をモチーフにした創作活動としてトータルなデザイン力がある。

【体験・入手方法】1回のご注文でキシル商品を5万円以上(税込)お買い上げの方全員に申込用
紙を進呈。デザインを自由に記入後、店舗または郵送にて受付。キシル南工場で加工し、おおむね
1～2ヶ月後にお客さまのもとにお届けする。　【費用】無料　【概要サイト】http://www.xyl.jp/
html/my_clock.html#!page1

お子さまの書いた文字をそのまま文字
盤に刻印したオリジナルの掛時計。机
購入者への特典として年間約1500
人、延べ約5500人のお客さまにお贈
りしました。文字盤には自社工場で机
を製作する時に出る「あまり木」を利
用。直筆の文字を刻印した時計は、毎
日の時を刻みながら色つやを深め、お
子さまの成長を見守ります。

株式会社キシル（静岡）
世界で1つの「じぶん時計」／静岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞11

概要

評価ポイント 住宅、林業家、製材所が連携、流通に関わり年間工事計画とそれに伴う
仕入れと安定供給を仕組みにした、木材バリューチェーンの良質な取組。天然乾燥木
材の持つ特性が木の健康効果や癒し効果を発揮するため、ユーザーメリットも高まる。

【体験・入手方法】新産住拓株式会社へ問い合わせ　【費用】住宅建築ご検討中の方、木材に関
心がある方の山ツアー、プレカット工場見学等は無料。住宅建築は、有料。　【概要サイト】http://
www.shinsan.com/

新産住拓と林業家、製材所や木材市
場・林業関係者と出会いにより、独自
の国産材流通システムを構築。人吉・
多良木の木材乾燥センターでは約
７１，０００㎡の敷地に２３，０００㎥の木
材をストック、１～２年かけてゆっくりと
天然乾燥。「天然乾燥木材」の更なる
安定供給とそれを使った住まいづくり
を実現。

新産住拓株式会社（熊本）、多良木プレカット協同組合（熊本）、 エコワークス
株式会社（福岡）、株式会社すまい工房（熊本）

「てまひま」天然乾燥木材の住まいづくり／熊本県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞12
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概要

評価ポイント マリンスポーツと木材利用の接点を構築した独創的かつ社会提案性あ
る活動。若い世代や森と関わりの少ない層へサーフカルチャーを通じて啓発する。森と
海とつなぐ新視点がハートフルデザインにふさわしい。

【体験・入手方法】LEI SARF DESIGNSにて、サーフボードを保管中。木のサーフボードの実物を
見たり、それでのサーフ体験をする場合は、要相談。　【費用】製作にいたるまでの企画・調査費
100万円　サーフボード製作実費 100万円　サーフボードでの海での撮影など 50万円　【概
要サイト】http://newswitch.jp/p/4963

海に浮かぶ森。木のサーフボードを海
に浮かべると、それはまるで地球の上
に浮かぶ森林率66％の日本列島のよ
うです。このサーフボードにまたがり、
海の上で森に思いを馳せると、「森は
海の恋人」であることを、あらためて思
い出させてくれます。かつて船材として
盛んに利用された杉の新たな船出で
す。

SAKUWOOD認証協議会（大阪）、LEI SARF DESIGNS（神奈川）、NPO法人
もりずむ（三重）、株式会社Andeco（大阪）

Forest on the Sea／大阪府
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞13

概要

評価ポイント 昨年受賞のプロジェクトがさらに発展、進化している点を評価した。県
内の保育園、幼稚園で参加者数は親子合わせ１,０００人という規模になり、積木のワー
クショップイベントのみならず木育推進員養成など多面的な展開が継続されている。

【体験・入手方法】熊本ものづくり塾 メールアドレス ems.monodukuri@gmail.com　
【費用】不要　【概要サイト】https://www.facebook.com/全国ものづくり塾八代支部
-3975075737866351

木木（もくもく）おもいでづくりプロジェ
クトは親子や友だち、先生と一緒にも
のづくり（積木づくり）を通して思い出
づくりと楽しく木の特性や利点、使用
する道具の使い方を学びより身近な
素材として木材を理解し自分達で遊
ぶ積木を製作します。また、長く遊びな
がら活用する事で木のメンテナンスの
方法を学ぶ事が可能です。

熊本ものづくり塾（熊本）、全国ものづくり塾八代支部（熊本）、匠の泉（熊本）、
全国ものづくり塾（熊本）

みんなで木木（もくもく）おもいでづくりプロジェクト／熊本県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞14

概要

評価ポイント 地元材の杉や檜を用い、伝統構法で組立・解体が容易な部材を開発し
て、子供たちが切り妻屋根の秘密基地をつくるワークショップ。無垢材の特徴や森の現
状、木組みの強さや大工の仕事など複層的な学びにつながっている。

【体験・入手方法】NPO法人キッズバレイ きりゅうアフタースクール　【費用】1,000円　【概要サ
イト】http://kids-valley.org/blog/post-6229/

子供達が小さな大工さんになって１坪
ほどの秘密基地をつくりました。地元
の無垢の木に触れて、伝統的な木組
みで、楽しい体験の中で、古き良き日
本の家造りを学び、木や森を大切にす
る使うことを学びました。子供達の真
剣な表情や笑顔を見ていると、どんな
担い手になってくれるか将来が楽しみ
です。

有限会社宮島工務店（群馬）、NPOキッズバレイ（群馬）、株式会社前林（群
馬）、有限会社ブレス（群馬）

木組みで秘密基地を作ろう～小さな大工さん～／群馬県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（単発） 入賞15

概要

評価ポイント 間伐材利用の製品の成り立ちをさまざまなプログラムを通じて伝える
意義ある取組。多彩な関係者の参画により、地域の森へ改めて目を向け、関心を高め
てもらいたいという工夫が随所に見て取れる。

【体験・入手方法・概要サイト】KEESプロジェクト事務局キーズプロジェクト（長野県伊那市
荒井25 ワイルドツリ̶内）k.hiraga@bekkoame.ne.jp　https://www.facebook.com/
keesproject/　【費用】参加費200円

KEESの森で過ごす一日は、間伐材を
使った木製品KEESシリーズがどのよ
うにして、製品になるかを体験するとと
もに、森の心地よさを味わってもらうイ
ベントです。知る、遊ぶ、食べる、火を囲
む、ステージ、くつろぐ、間伐見学エリ
アがあり、メーンの間伐見学では、大き
な木が倒れる瞬間を五感で味わいま
す。

KEESプロジェクト（長野）、西地区環境整備隊（長野）、伊那市商工会議所（長
野）、こうあ木工舎（長野）、信州大学農学部（長野）、上伊那農業高校（長野）

KEESの森で過ごす一日／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（単発） 入賞16

概要

評価ポイント 多様な事業者の参画によって、数多くのアクティビティを提供している
取組。特に森から丸太、木材、木製品、暮らしへとつながる一連の流れを伝えるプログ
ラムは日常生活において木づかいを再認識させる契機になるもの。

【体験・入手方法】きまつり実行委員会（小田原市農政課内事務局）　【費用】基本参加費無料
各種アクティビティへ参加する際は有料（100円～4,000円）　【概要サイト】平成28年度実施の
お知らせ http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/agricult/forest/
summerfestival_h28.html

きまつりでは木育授業に始まり、きこり
の指導による間伐体験を行い、製材所
の見学後、木工体験をし、川上～川中
～川下の流れを森の中で実感できる、
「森林体験ツアー」を中心に、「森を
駆け抜けろ！MTB体験ツアー」や「森
林ナイトハイク」など、森や木を五感で
味わえるきまつりならではの催しを多
数実施しています。

きまつり実行委員会（神奈川）、小田原市森林組合（神奈川県）、小田原地区木材
業協同組合（神奈川）、一般社団法人箱根物産連合会（神奈川）、フォレストアドベ
ンチャー小田原（神奈川）、小田原こどもの森公園わんぱくらんど（神奈川）

きまつり～森と木に包まれる夏～／神奈川県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞17

概要

評価ポイント 昨年受賞の取組で、ワークショップや遊具が充実し、９０回もの開催を実
現している継続性を評価した。地元材の普及、活用と子育てをつなぐ新たなアイデアが
今後も多様な参画者と生まれてくることを期待する。

【体験・入手方法】開催時間にご自由にご来場ください。（予約不要・ワークショップ予約優先）　
【費用】利用料200円（大人ひとり＋子ども3人まで）ワークショップ100～500円程度　【概要サ
イト】http://hannokitokitohiroba.jimdo.com/

木育をテーマにした、赤ちゃんのため
の遊び場です。桜の木と川のせせらぎ
が聞こえる日本家屋のなつかしい空
間の中で、上質な国産材のおもちゃ
で自由時間。ママが作るおもちゃ作り
ワークショップも好評です。木で世界
を描く楽しさと、木が奏でる音の美しさ
と、木でモノをつくる喜びを。そんな感
覚の発見をお楽しみください。

ねんりんワークス（埼玉）、株式会社ハンモク（埼玉）、有限会社シミズ工務店
（埼玉）

まちなか木育ベビーサロン　はんのうきときとひろば／埼玉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞18
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概要

評価ポイント クラフトデザインを学ぶ学生が地域材活用を提案し、木製品や家具、造
形物を制作する。地域材と作り手の距離を縮めることが何よりも木を使うことの良さ、
大切さの説得力を持つという指摘は重要である。

【体験・入手方法】北海道芸術デザイン専門学校 クラフトデザイン専攻　【費用】展示は無料、販
売品は100円から3,000円までの価格帯

“手づくりしてできたものは地域材と人
をつなぐコトになりました”材料を生か
し、制作する。感じたことは、産地や地
材との精神的な距離がものすごく縮ま
ること。人がもっと地材の良さに木(気)
づけば、循環する自然資源の見つめ
方に良い働きを持つという確信。学生
が地材利用拡大を提案する新しい発
信のかたち。

北海道芸術デザイン専門学校（北海道）、株式会社ハルキ（北海道）、北海道渡
島総合振興局（北海道）

木づかいproject  学生20人のアイデア！ 道南杉とトドマツの手づくり品／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞19

概要

評価ポイント 素材自体の面白さが目を引き、子どもたちが喜びそうなプログラムであ
る。ありそうでなかった木とアートの組み合わせで、木に触れてもらうためのアイデアと
してわかりやすさがあって良い。

【体験・入手方法】にしもく合同会社 http://www.nisimoku.co.jp/　wood@nisimoku.co.jp　
【費用】描く土台となる木板によって値段が変動し、小さなキーホルダータイプで200円、もくきゃ
んばすと呼ばれる木板が小・中・大と3種類あり、それぞれ300円・500円・1000円

製材をする際に大量に発生するお
が粉が、伝統的な染色方法や木自
体が持つ色を活かして、様々な色の
OGAkKOとして利用し、木板などの
キャンバスに描くことで、エコでユニー
クなアートの一つとして利用すること
ができる。そして、描くために利用する
ことで、身近な木材に触れる機会とな
る。

にしもく合同会社（大阪）、有限会社丸大製材所（岡山）、ターナー色彩株式会社
（大阪）

OGAkKO Art／大阪府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞20

概要

評価ポイント 都市部における木材利用の情報発信、体験拠点として良質な取組で、
親子で遊び学べる施設になっている。木づかいに関するワンストップ窓口は、体験の一
過性に留まらずに暮らしと木の接点を考える良い仕組み。

【体験・入手方法】神戸ハーバーランド umie MOSAIC（ウミエ モザイク）２階（兵庫県神戸市中
央区東川崎町1丁目6番1号）　【費用】入場無料　【概要サイト】http://kidukaioukoku.net/

都市部の大型商業施設「神戸ハー
バーランド」内にある木材利用拡大普
及拠点施設。誰もが気軽に訪れ、心地
よいスギの床に座って、木のあたたか
さ、やわらかさを肌で感じ、親子で目線
を合わせて木のおもちゃで遊ぶことが
できる。ワークショップやイベントを通じ
て、木造住宅や木のある暮らしの情報
を発信している。

兵庫県木材業協同組合連合会（兵庫）
ひょうご木づかい王国学校／兵庫県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞21

概要

評価ポイント 巣箱作りを通じて生物多様性や森の大切さを伝える活動。巣箱は自宅
の庭へ設置して、地域の鳥たちを呼ぶ。震災復興や林業地域活性化の側面を持ちな
がら、木材調達と木育イベントをつなぐ仕組みがうまく構築されている。

【体験・入手方法】積水ハウスの支店で不定期で実施　【費用】なし

環境学習の一環として、保育園・幼稚
園・小学校を対象に「巣箱作り」をス
タート。紙芝居も合わせて実施し、巣
箱作りを通じて森や生き物への理解を
より深める工夫を取り入れています。
巣箱の材料には、岩手県宮古市の材
木店から間伐材を取り寄せて使用し、
森林の適正管理に貢献するとともに、
東北経済復興にも繋げています。

積水ハウス株式会社（東京）
子どもと森を繋ぐ　巣箱プロジェクト／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞22

概要

評価ポイント 森にある身近な素材を使って、スポーツや競技会にするという、日本全
国どこの地域でも実施可能な面白いプログラムである。今後の広がりへ向けてどのよ
うな演出をしていくのか楽しみである。

【体験・入手方法】当協会が年２回（春・秋）に開催　【費用】競技会参加費 1,000円　ゴムパチ
ンコ作りワークショップ 大会価格：1,000円（通常：1,500円）　【概要サイト】www.moripachi.
net

子どもから大人まで男女一緒に競技
ができる。間伐材・木の実を使った地
域活性の新スポーツとして各地に展開
し競技人口を増やし全国大会を開催
する。森林整備で排出される間伐材を
活用する目的で発案・製作したゴムパ
チンコを使った競技会。アーチェリー
のように的を狙い得点を競う、玉はく
ぬぎのどんぐりが公式球。

森のスポーツパチンコ協会（千葉）、一般社団法人もりびと（千葉）
狙撃王グランプリ／千葉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞23

概要

評価ポイント 自分でつくった箸を学校給食で使う動きにつながっている。コンパクトで
レンタル方式にしたことで、体験の場が広がるパッケージとして評価した。

【体験・入手方法】http://www.kyushudaito.co.jp 各種木育イベント会場 1ＢＯＸ ゆうパック
110サイズ　【費用】一週間レンタル料金１ＢＯＸ 14,000円送料別途（桧はし50膳込み）　【概要
サイト】www.facebook.com/kyushudaito

箸作りに必要なセットをコンパクトにＢ
ＯＸ化、全国に発送レンタルする仕組
み。ＢＯＸにしたことで、場所を選ばなく
ても良く、ＢＯＸのフタをひっくり返して
治具をスライドして使うことで、普通の
箸から治具を交換して、多角形の箸も
作れる。箸材の桧は、県産材を購入、
加工。木育インストラクターの仲間やＮ
ＰＯ子育て支援を通して貸し出しをし
ている。

株式会社九州ダイト（大分）、学校法人飯塚学園 飯塚日新館小学校（福岡）、 
特定非営利活動法人子育て支援機構（福岡）

箸づくしキット（レンタルＢＯＸ）／大分県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞24
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概要

評価ポイント 組み立て多用途ブロックを使いブロック遊びや家具づくりができるワー
クショップ。開始以来、４０回、2,000人の参加は素晴らしい。６歳までの幼児用も開発
するなど、幅広い年齢層に対応できており、木育と創作を兼ね備えるプログラムとして
面白い。

【体験・入手方法・概要サイト】KEESプロジェクト事務局キーズプロジェクト（長野県伊那市
荒井25 ワイルドツリ̶内）k.hiraga@bekkoame.ne.jp　https://www.facebook.com/
keesproject/　【費用】なし

「KEESで遊ぼう」は、信州伊那谷の間
伐材アカマツから作られた組み立て多
用途ブロック「KEES」、「KEESミニ」を
使って、ブロックあそびの他家具など
も作れる木育広場です。月２回以上の
ペースで開催し「地域の木を使うのが
当たり前」、「地域の木が資源であるこ
と」への気づきを促し、地元愛を醸成
します。

KEESプロジェクト（長野）、西地区環境整備隊（長野）、伊那市商工会議所（長
野）、こうあ木工舎（長野）、信州大学農学部（長野）、NPO法人森の座（長野）

KEESで遊ぼう／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞25

概要

評価ポイント 南米の打楽器カホンを地域材で手作りし、皆でセッションする楽しい活
動。楽器というツールを使って、木を使うこと、つくること、演奏することで感性に訴える
プログラムに昇華させた。

【体験・入手方法】とよたまちさとミライ塾2015 ＷＥＢ申し込み　http://2015.toyota-
mira i juku.com/　【費用】カホン1台につき5,500円 参加費は無料　【概要サイト】
http://2015.toyota-miraijuku.com/programs/5590f0a377777752e4000000

地域材利用の方法として、木材にコ
ミュニケーションツールとしての機能
を持たせた。完成品をつかったリズム
セッションでは、参加者同士の一体感
が生まれ、情動的な時間の共有の中
で、地域木材の魅力について共感する
ことができた。さらに、会場までの道の
りには、里山の非日常的ロケーション
が観光要素も含まれる。

人と木をつなげるプロジェクト実行委員会（愛知）、豊田市（愛知）、カホンプロ
ジェクト実行委員会（兵庫）、向井木材株式会社（愛知）

人と木をつなげるカホンつくり／愛知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞26

概要

評価ポイント 主に市川市内をフィールドに、改修現場の一部を一般市民に開き、デザ
イン&施工ワークショップを開く活動。市民参加型の取り組みの中でも、体験に留まらず
実際の空間づくりにまで開かれている点がとても良い。

【体験・入手方法・概要サイト】ホームページ:http://tsumiki.main.jp　メール：info@tsumiki.
main.jp　【費用】ワークショップ参加費は、無料～10,000円/日程度

SLOW-Renovationとは、つみき設
計施工社が展開する市民参加型リノ
ベーション&ワークショップ事業です。
素材・人・場所の「出会い方」を丁寧に
編集し、デザイン&施工ワークショップ
を開催します。6年間で110回、1470
名に、本物の素材と技に触れる機会を
提供してきました。

合同会社つみき設計施工社（千葉）、和建築工房（千葉）
ともにつくる、ほんものを学ぶ。SLOW-Renovation／千葉県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ イベント・ワークショップ（継続） 入賞27

概要

評価ポイント 道南スギの地域での利活用を普及を目指し、屋台やクラフトなどを制
作、PRを行なっている。地域材活用、デザイン開発、人材育成の複数の効果を持つ意
欲的試みであり、地域活性化や若者定住促進につながっていく。

【体験・入手方法】地域材を活用した「屋台」「小物」（クラフト）のデザインから製作及び北海道新
幹線開業日イベントに展示PR。北海道渡島総合振興局産業振興部林務課　【費用】無料　【概
要サイト】http://kidukai.wp.xdomain.jp/

北海道の南に位置する渡島地方は杉
（道南杉）の北限地となっているが、
製材の7割は道外へと流通している。
この現状について世代を超えて共有
するため、地元の建築家、デザイナー
などの木づかいPTと地元学生が連携
し、地域材PR用屋台を制作。北海道
新幹線開業日イベントで「屋台」と「ク
ラフト」を展示・販売した。

北海道渡島総合振興局（北海道）、公立はこだて未来大学（北海道）、北海道芸術デザイン
専門学校（北海道）、北海道立函館高等技術専門学院（北海道）、株式会社ハルキ（北海道）

みんなですすめる木づかいプロジェクト！／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（システム） 入賞28

概要

評価ポイント 公園や学校のフェンスとして備蓄されている木製パネルを緊急時に
取り外し、被災地へ搬入する空間づくりの提案。自然災害大国・日本における防災ソ
リューションとして、その活動、アイデアを評価した。

【体験・入手方法】日本木材青壮年団体連合会 　【概要サイト】https://www.facebook.com/
woodtransformproject/

災害発生後、体育館などで一時避難
される被災者に、ストレスの少ない木
のぬくもりの空間を提供します。障害
をもっている人や赤ん坊に授乳したい
お母さん、あるいは元気に遊びたい子
どもたちなど災害弱者のために利用
できます。普段は公園や学校のフェン
スとして備蓄し、組立は素人6人で約1
時間でできます。

日本木材青壮年団体連合会 防災対策委員会（東京）
WOOD TORANSFORM PROJECT／大阪府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（システム） 入賞29

概要

評価ポイント 地域材活用や木製品、空間開発におけるデザインの関わり方、連携の
重要性を示唆するプロジェクト。木材利用バリューチェーンにデザイナーやクリエイター
の参画が欠かせないことを伝える良質な取組。

【体験・入手方法】株式会社TSC ショールーム「家具の森」（千葉県木更津市潮浜2-6-4）
【概要サイト】http://www.jawic.or.jp/case/kkyokyu5-1.php　http://woodwork.or.jp/　
http://www.houzz.jp/pro/artisanjapan

地域の木材を地域の業者が使う。か
つては当たり前だった木材の地産地
消がついに実現。国産材の普及に長く
尽力してきた小田原健の元に、全国各
地の素材生産者、製材業、工務店が
集まりました。吉村順三に師事した小
田原のデザインを地域の木を使い地
元の職人が作る。日本の木と職人を
活かすプロジェクトです。

一般社団法人ARTISAN日本（東京）、アベ・ホーム株式会社（埼玉）、株式会社ティ・エス・シー（千
葉）、株式会社アイ・シー・ジー（千葉）、丸平木材株式会社（宮城）、株式会社森未来（東京）

世界の職人ネットワークARTISAN日本プロジェクト／宮城県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（システム） 入賞30
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概要

評価ポイント 地域材を活用した、ユニークな木ぐるみキャラクターによる森林に関す
る啓発活動。強烈なインパクトと思わず笑顔になる雰囲気で、人々の心にメッセージは
残りやすいのではないだろうか。

【体験・入手方法】株式会社ハルキ 企画・開発室室長 鈴木（茅部郡森町字姫川11番13）
mokuiku@mori-haruki.co.jp　【概要サイト】http://www.m-sugi.com/112/m-sugi_112_
tokushu02.htm

ハコダケ君は道南スギから生まれた
地域材の伝道師です。ハコダケ君が怒
れば、不法伐採が無くなります。ハコダ
ケ君が困れば、地域材を使いたくなり
ます。ハコダケ君が笑えば、皆が笑顔
になります。合言葉はハコ！言葉の語
尾には必ず「ハコ！」が付きます。北海
道の森林現状の問題定義や木材利用
の啓発活動に一役買います！

ハコダケ君（北海道）、株式会社ハルキ（北海道）、パワープレイス株式会社（東
京）、株式会社内田洋行北海道支店（北海道）、函館空港ビルデング株式会社
（北海道）、北海道渡島総合振興局 産業振興部林務課（北海道）

ハコダケ君／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞31

概要

評価ポイント 林業従事者、製材所、木工所、商店で製品を開発、販売し、間伐材利用
を進める面的取組。小中高校、大学との連携によってプログラム開発や実施など人材
育成と地域愛の醸成にもつながっている。

【体験・入手方法・概要サイト】KEESプロジェクト事務局 https://www.facebook.com/
keesproject/　【費用】なし

信州伊那谷の間伐材アカマツを利用し
た、組み立て多用途ブロック「KEES」、0
歳からの「KEESミニ」、収納・インテリ
アに幅広く使える「KEESBOX」「KEES
ワゴン」で半径10KM以内で地域の森
林資源を循環させ、地域の森林資源
に目を向け、地元愛を醸成するととも
に、持続可能な地域づくりを目指すプ
ロジェクト。

KEESプロジェクト（長野）、NPO法人森の座（長野）、沖村製材所（長野）、こうあ
木工舎（長野）、伊那まちの再生やるじゃん会（長野）、伊那市商工会議所（長野）

KEESプロジェクト／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞32

概要

評価ポイント 地元林業組合との協働による、杉や桧の間伐材を利用したテーマパー
ク。普及啓発拠点として多彩な工夫、情報発信を行ない社員研修施設の役割も担う。
森林、林業と暮らしをつなげるプログラム開発に期待したい。

【体験・入手方法】内装材大問屋（ウッドデザインパーク施設見学・DIY商品販売の問い合わせ）　
【概要サイト】http://park-reform.com/

地元林業組合の方 と々協力しながら、
地元間伐材の活用し、内外装材の製
作、それを用いた地域のコミニュケー
ションの場、社員の研修施設です。施
設敷地内に川を作ったり、ツリーハウ
スを建てたりしています。また、間伐材
の新たな可能性として、一般人でも簡
単に施工が可能なDIY商品「ウッドタ
イル」を作っています。

ニッカホーム株式会社（愛知）
ウッドデザインパーク／愛知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞33

概要

評価ポイント 物語性のあるバッドの木の再利用で暮らしの中にアイテムを取り入れ
る、野球ファンには魅力的なものだろう。材料であるアオダモの育成に貢献する、社会
提案性ある取組と言える。

【体験・入手方法】兵左衛門オンラインショップ http://hyozaemon.shop-pro.jp/?mode=srh
&cid=907077%2C0&keyword=　【費用】2,000円（かっとばし!!箸）　【概要サイト】http://
colocal.jp/news/46020.html　http://jpbpa.net/partner/?id=1284202580-825685

プロ野球、社会人野球などで使用され
折れたバットを回収し、再製品化した
のが「かっとばし!!シリーズ」。売上げ
の一部は「NPOアオダモ資源育成の
会」を通じ、アオダモの植樹、育成に使
われ、未来の国産バットを作る活動に
参加しています。

株式会社兵左衛門（東京）
かっとばし!!シリーズ／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 普及・啓発（ツール・メディア） 入賞34

概要

評価ポイント 地域の子どもが伐採された木を使ったワークショップを開催、創作活動
を行なう地域の取組。愛着のある木が形を変え、また地域へ戻る。街とともに育ち、街
を支える子どもが参画している点が素晴らしい。

【体験・入手方法】みなまきラボ（地域活動施設）にて、募集の掲示。地域広報誌にて、ワークショッ
プの案内。　【費用】ワークショップ費 木の時計作り 500円／人、木の電車づくり 500円／人　
【概要サイト】http://sotetsu-life.com/minamimakigahara/labo/

南万騎が原駅の再整備では、街路樹
を伐採せざるを得なくなりました。そこ
で、これらの樹木は、地域の方々に「み
なまきラボ」で、新たに活用してもらう
テーブルや椅子に生まれ変わると共
に、子供たちとこの木で、時計や電車
を作りました。街路樹の利活用を介し
て、地域の方 と々、新たな街づくりへ一
緒に取り組みました。

株式会社相鉄ビルマネジメント（神奈川）、相鉄不動産株式会社（神奈川）、株式会社
Andeco（大阪）、有限会社乾木工（神奈川）、木工七木（奈良）、株式会社藤田木材（京都）

みなまきのみんなの木プロジェクト／神奈川県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ プロモーション（継続） 入賞35

概要

評価ポイント 松枯れ被害を受けた材は青が入って使い物にならないと林業業界で
は言われてきた。それを逆手にとって、新たなデザイン創発のきっかけにする意欲的な
取組である。クリエイティブマインドを刺激しつつ、松枯れ問題に一石を投じる活動。

【体験・入手方法・概要サイト】ソマミチオンラインショップ https://somamichi.stores.jp/または、
弊社に直接お問い合わせ　【費用】内装材：床板・壁板 12,000円／坪（税別）　小物類：つみき
8,800円、スツール18,000円、木箱3,800～8,500円（全て税込）

安曇野ブルーステインは松枯れ被害
木を利用し、自然由来のオシャレな青
模様を持つ商品だ。アンティーク材に
代表される「個性的な木材」を求める
ニーズに幅広く対応する商品として、
床板・壁板の内装材や積み木などの
小物類を展開中。松枯れの周知を目
的とした事業から一歩進んだ、価値の
あるオシャレな商品として提案する。

林友ハウス工業株式会社（長野）
安曇野ブルーステイン／長野県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞36
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概要

評価ポイント 証明書付間伐材の積極活用で購入を通じて里山保全、生物多様性保
全へ関わることができるプラットフォームを構築している。こうした製品の存在と流通自
体がコミュニケーション行為となっている点で横展開の可能性を感じさせる。

【体験・入手方法】従来の印刷用紙を「里山物語」と指定するだけで、誰でも容易に社会や環境に
貢献できる。　【費用】約1,000,000円（里山寄付金運用実績）　【概要サイト】中越パルプ工業
ウェブサイト http://www.chuetsu-pulp.co.jp/sustainability/activity/satoyama　里山物語
公式サイト http://www.satoyama-paper.net/

製紙業界随一の間伐材集荷量を誇る
中越パルプ工業が、「紙だからこそで
きる」誰もが社会に貢献できる仕組み
の紙が「里山物語」です。クレジット方
式で間伐材を最大限に活用すること
で森林保全、紙代金に含む寄付金に
より里山で活動する団体を応援するこ
とで生物多様性保全を図ることがで
き、紙を使う誰もが、参加できます。

中越パルプ工業株式会社（東京）、特定非営利活動法人里山保全再生ネット
ワーク（長野）

日本の森と里山を守り、人と生物を育む紙「里山物語」の取り組み／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞37

概要

評価ポイント 仕組みそのものは同様の事例も見られるが、間伐材利用促進のため、
製材から最終製品加工まで一貫生産の強みを活かし、真摯に付加価値化に取り組ん
でいる姿勢に共感する。

【体験・入手方法】親和木材工業株式会社 本社工場　【費用】なし　【概要サイト】http://www.
shinwa-m.com/company/　http://www.shinwa-m.com/factory/

親和木材工業株式会社は、日本の面
積の約7割を占める森林を「貴重な資
源」として捉え、独自の生産システム
を構築し、その資源を大切に利用する
ことを提唱し、実践しています。丸太か
ら、製材・乾燥・加工と一貫した生産
体制により、その「貴重な資源」を創意
工夫で余すところなく利用、活用し製
品を全国へ販売します。

親和木材工業株式会社（岐阜）
親和生産システム／岐阜県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞38

概要

評価ポイント 東京の都市と森をつなぐコミュニケーションデザインが洗練されたもの
になっている。オフィスのリノベーションに産地である奥多摩での従業員向け体験プロ
グラムも提案するなど巧みな仕掛けがとても良い。

【体験・入手方法】物件により異なる　【費用】物件により異なる　【概要サイト】http://
mori2ichiba.tokyo.jp/

ストレスフルな都心のオフィス環境を、
森の中のような快適な空間にリノベー
ションすることができれば、東京はもっ
と居心地の良い都市に生まれ変わる。
東京の”都市”と”森”が相互に関わり
あいながらこれからの東京をつくりあ
げていく、そんな空間づくりを提案して
います。

株式会社東京・森と市庭（東京）
東京の森リノベーション／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞39

概要

評価ポイント 川上は杉林を自社で育成、川中は自社製材工場でバイオマス燻煙乾
燥・製材、川下は顔が見える家づくり、というそれぞれの過程においてきちんと取組が
見られる。地産地消の徹底ぶりが良い。

【体験・入手方法】重川材木店に問い合わせ　【費用】3,500万円（１棟あたりの標準的な価格
帯）　【概要サイト】http://www.omokawa.co.jp/

自社で育てた40人の社員大工で年間
40棟の注文住宅を手掛けています。
地元新潟の越後杉を活用し、山で杉
林を育林、運営する製材工場はバイオ
マス燻煙乾燥でＣＯ２をカット、その材
を活用し、手仕事を大切にした自然環
境に優しい家づくりを行っています。

株式会社重川材木店（新潟）
重川材木店の家づくりシステム／新潟県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ビジネスモデル 入賞40

概要

評価ポイント 林業関係者、製材、木材流通、プレカット工場、工務店が連携体制を構
築し、商品開発、認証取得、普及に取り組む。一般消費者が理解しやすい啓発活動を
重視、家づくりへの参画を促している。

【体験・入手方法】木こりツアー（植林体験・伐採見学・製材見学）　入手方法：富士山木造住
宅協会HP・会員HP　連絡先：森林認証委員会事務局　【費用】会費 50,000円 ツアー参加
費 2,000円　【概要サイト】http://www.fuji-jbn.com/　http://www.fuji-jbn.com/forest/
index.html

SGEC森林認証取得。上記の認証に
基づくオリジナルブランド「富士山桧
輝」を開発。委員会の参加工務店には
土台・柱に富士ひのきの利用を推奨。
木こりツアー（植林・伐採・製材）年に
3回開催。上記ツアー参加者の中から
学習机の製作体験。

一般社団法人富士山木造住宅協会 森林認証委員会（静岡）、株式会社マルダ
イ（静岡）、一般社団法人工務店サポートセンター（静岡）、富士ひのき加工協
同組合（静岡）、株式会社ソマウッド（静岡）、日本製紙株式会社（静岡）

富士山地域材活性化プロジュクト／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞41

概要

評価ポイント 品質規格の確立及び受注体制の整備、プロモーション活動、 森林認証
材供給体制の確立などを行なう仕組みづくり。相談窓口を一元化し、提案型のコミュ
ニケーションを行なっている点が非常に良い。

【体験・入手方法】事務局 静岡市葵区安西2丁目21番地 静岡木材業協同組合内　【費用】
入会金10,000円 年会費30,000円　【概要サイト】https://www.facebook.com/okushizu.
net/

静岡市の中山間地域＝「オクシズ」。
豊かな自然と歴史ある林業に育まれ
てオクシズの森林は立派な資源とな
りました。オクシズネットは静岡市産木
材の有効利用をする製材・加工業者
のネットワークです。

オクシズネット（静岡）、静岡木材業協同組合（静岡）、静岡製材協同組合（静岡）、
静岡市林業研究会（静岡）、静岡市産材活用推進情報センター「ききしず」（静岡）

オクシズネット／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞42

62

コミュニケーション分野 コミュニケーション分野

444.indd   62 2017/02/10   18:03



概要

評価ポイント 都心のオフィス内の木材利用のコミュニケーション拠点として、表現が
巧みで洗練されている。一般消費者にはわかりにくい構造材の材種や工法を自ら選べ
る場所と機会を提供する機能は極めて有効だ。

【体験・入手方法・概要サイト】ビルナカ材木屋（愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 
大名古屋ビルヂング10F） http://www.birunaka.jp　【費用】無料

「ビルナカ材木屋」は、木造住宅の構
造材の樹種や工法を、一般消費者が
自ら見て・触れて、選択・購入できる店
舗です。自社工場を含めた提携工場
のネットワークを利用して、原木の仕
入れから製造・加工までを一貫体制で
行うこと、ECサイトを活用して営業効
率を高めることで、高品質な国産材を
低価格で提供しています。

株式会社ウッドフレンズ（愛知）

山からお客様にダイレクトに国産材を届ける仕組み 
“ビルナカ材木屋”／愛知県

ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞43

概要

評価ポイント 県では「一企業一木質化」で民間企業での県産材の利用拡大と家具
などの新たな分野での利用開拓を進めており、県産材によるオフィス空間の木質化の
モデルである。地域資源を活用した新たな空間提案の参考例として優れた取組。

【体験・入手方法】試作品展示：福井県庁内１Ｆロビー及び１Ｆロビー掲示板と１Ｆ受付カウンターに展示　
入手方法：家具建具組合及び株式会社イトーキにお問い合わせ　福井県 http://www.pref.fukui.lg.jp/
doc/kensanzai/offi  cekagu.html　イトーキ http://www.itoki.jp/　【概要サイト】http://www.pref.fukui.
lg.jp/doc/kensanzai/offi  cekagu.html　http://www.itoki.jp/products/econifa/

県の希少資源である黒スギの天板に、
越前和紙を挟み込んだ福井県庁知事
応接室の応接テーブル。豊かな自然
環境に育まれた独特の色合いが魅力
の黒スギと、卓越した技術と優れた品
質で国の伝統的工芸品にも指定され
る越前和紙。その存在感と美しさが、
空間を華やかに演出します。

福井県（福井）、株式会社イトーキ（大阪）、福井県家具建具協同組合（福井）
福井県産材を活用したオフィス家具の開発／福井県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞44

概要

評価ポイント 生材の水分と温度、酸素の管理において、冷凍庫保管や真空パック、保
冷コンテナでの配送など保冷管理体制を確立したモデル。ユーザーへ良い材を提供す
るための品質管理の先進例と言える。

【概要サイト】http://www.sorachitanpan.com/product/

弊社製品の極薄積層単板を住宅用フ
ロアーに接着する際、生材の使用が
有用ですが、木材は生材のままだとカ
ビ、腐朽に侵されやすく、また乾燥する
と収縮、割れ発生の懸念があります。
生材製品の品質維持の為、冷凍保管
や、製品の真空パック、保冷コンテナで
の配送等、製造から流通までの保冷
管理体制を確立しました。

空知単板工業株式会社（北海道）
コールドチェーンの構築／北海道
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 仕組み・ネットワーク（生産－加工－流通－販売をつなぐもの） 入賞45

概要

評価ポイント 木を活かしたリノベーションなど、多様な分野の事業者のビジネスマッ
チングを行なっている。木質化による街のブランディング、雇用や新たなビジネスモデ
ルの創出など連携による多くのメリットが期待できる。

【体験・入手方法】川崎市まちづくり局総務部企画課 50kikaku@city.kawasaki.jp

宮崎県と川崎市の互いの特徴や強み
を活かした連携・協力による新しい価
値の創造モデル、「崎－崎モデル」を
構築することで、それぞれの地域の活
性化と持続的成長に向けた取組を推
進します。さらに、こうした取組を全国
に発信することで、地方と都市の連携
による都市の発展とともに、木材利用
を一層促進してまいります。

川崎市（神奈川）、宮崎県（宮崎）

宮崎県と川崎市の連携による取組
～｢崎－崎モデル｣による木材利用促進～／神奈川県

ソーシャルデザイン部門 Ⅰ マッチング・サポート体制 入賞46

概要

評価ポイント ワンストップで測量から建設まで、全ての過程を消費者に経験してもら
う取組は希少で面白い。教育研修システムが備わっている点も有効。開始は2001年
からと、継続性の点でも高く評価できる。

【体験・入手方法】授業の一環として実施（岐阜県立森林文化アカデミー 森と木のクリエーター科
の学生）。一部、学外の方と協同で作業を行う場合があり、その都度呼びかけ。　【費用】授業の一
環として実施（通常の授業料以外の費用は必要なし）。一部、学外の方と協同で作業を行う場合が
あるが、その際も費用は発生しない。　【概要サイト】http://www.forest.ac.jp/facilities/self/

さまざまな分野の学生が協同で作り
上げる自力建設プロジェクトの効果的
な教育手法。学内の木材を活用し、地
域の職人さんの指導を受け、学生が
主体的に学ぶべきことを理解し、建設
する。さらには利用者として空間を評
価し、手入れも行う。身をもって体感し
たことだからこそ、自信になり、自ら考
え行動する原動力になる。

岐阜県立森林文化アカデミー（岐阜）
自力建設プロジェクト／岐阜県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 教育・研修システム 入賞47

概要

評価ポイント 地域の産業である自伐型林業を学び、デザインを実際におこし、木育と
プログラミングの合わせ技で実施されるプログラム。ITと木育を組み合わせた、さらに
進化した展開に期待したい。

【体験・入手方法】高知県佐川町立尾川小学校の六年生を対象に、総合学習の授業として実施
中。　【費用】無料　【概要サイト】http://issueplusdesign.jp/project/robot-zoo/　http://
www.miraikikin.org/activities/forestry/sakawa.html

「ロボット動物園」は高知県佐川町立
尾川小学校の六年生を対象にした、
世界に一台のオリジナルロボット作り
ワークショップです。ロボットを作る過
程で、地域産業やデザイン、電子工
作、更にロボットを自由に動かすため
のプログラミングを学びます。ロボット
作りを通して様々な創造的スキルが身
に付く教育プログラムです。

NPO法人イシュープラスデザイン（東京）、高知県佐川町役場（高知）、高知県
佐川町立尾川小学校（高知）

地域産業×創造性教育プログラム「ロボット動物園」／高知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ワークショップ（人材育成） 入賞48
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概要

評価ポイント 森林資源学習とものづくり、マーケティングまでトータルで学ぶプログラ
ムになっている点が良い。木を使うだけではなく、木を使って消費者へどのようなもの
を届けるべきかという視点が盛り込まれている。

【体験・入手方法】岐阜県内各小学校にチラシを配布、興味をもった子ども、保護者からハガキ
もしくはHP上の入力フォームから応募。毎年20組定員のところ40組程度の応募があり、最終的
には抽選により参加者決定。　【費用】参加費無料　【概要サイト】http://meets-vision.org/
activity/forest/　https://www.facebook.com/bokumori/

本プログラムは、森林資源の有効活
用について体系的に親子で学ぶ全4
回の環境学習プログラムです。「木を
伐って使う」ことの重要性を、実際に森
の中で伐採作業を体験したり、森林資
源を活用するお仕事をされる方々のお
話を聞いたり、体感したりしながら学
び、最後に森を守るために自分にでき
ることを発表します。

ぼくらと森のかけはしプロジェクト（岐阜）、NPO法人ミーツビジョン（岐阜）、有
限会社大原林産（岐阜）、郡上わりばしプロジェクト（岐阜）

ぼくらと森のかけはしプロジェクト／岐阜県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ ワークショップ（人材育成） 入賞49

概要

評価ポイント 木のある都市の風景を伝え、感じてもらい、ファンを増やすために、実際に
街中に設置している点を評価した。社会実装の第一歩を踏み出していくきっかけになる。

【体験・入手方法】１か月に約1回程度の会合を開催し、木質化の企画・運営を行う。ウッドデッキ、塀、フローリン
グなど地域材を用いた木質化のご要望を随時募集（企画・施工にご参画いただき、協働作業）。錦二丁目でも、
不定期に木質化の活動中。連絡先メールアドレス　woodismnagoya@gmail.com　【費用】参加費、入場料
は基本的に無料　【概要サイト】名古屋大学都市の木質化PJ　http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/̃biomeng/
toshimoku/index.html　都市の木質化 project（Facebook） https://www.facebook.com/toshimoku/

次世代の「森づくり」と「街づくり」を目
指して、都市部でマッシブな地域産木
材を大量に使い、木材ファンの輪を広
げる「人づくり」のプロジェクト。森の恩
恵を享受する人びとが主役です。人び
とが集う都市を舞台に、森と街の多彩
なメンバーが協働し、都市の日常に、
ありのままの木を、気楽な形で使って
います。

名古屋大学 都市の木質化プロジェクト（愛知）、錦二丁目まちづくり協議会（愛
知）、愛知県（愛知）

都市の木質化PJ／愛知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ その他 入賞50
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概要

評価ポイント 階段が片側落ちでも耐久性がある点に新規性がある。日本建築から学
んでいるものであり、見た目にも美しい。空間設計の段階においては、安全性への配慮
にも取り組んで欲しい。

【閲覧・入手方法】特許庁ホームページ、特許番号第5926343号　【概要サイト】https://www.
j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

地球環境を守る。資源を永続的、有効
に活用。伝統を人との豊かな生活に
生かし、家族の絆を大切にする。木造
階段に革命的な可能性をもたらす。

株式会社CLE総合研究所（千葉）
日本階段文化を再構築する研究会／千葉県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞1

概要

評価ポイント 防腐剤を使った場合、本来の木材が有する色調が変わってしまうため、
色が保持される技術はニーズがある。データ収集もしっかりしており、普及に期待がか
かる。

【閲覧・入手・技術提供の方法】（株）マーベルコーポレーション　【概要サイト】http://fukuiweb.
jp/marvel/

「マーベルウッド」は、重金属を使用し
ない環境配慮型の保存処理木材で
す。銅を使用しないため「緑銅色」に
着色することもなく、木材本来の美しさ
を外構・外装材として表現することが
でき、国産材利用の新たな可能性の
拡大にも寄与する、純国産の技術力で
開発された、新しいタイプの環境製品
と言えます。

株式会社マーベルコーポレーション（福井）、株式会社片山化学工業研究所
（大阪）

マーベルウッド（環境配慮型無色透明保存処理木材）／福井県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 木材利用の環境や社会性を高める調査・研究 入賞2

概要

評価ポイント 弾性を活かした木材の利用には新規性がある。椅子は「座ってみたい」と思わせる意
匠性を持っている。クッション性や揺れ吸収の特性を活かした新しい家具や什器の開発に期待したい。

【閲覧・入手方法・概要サイト】日本デザイン学会第62回春季研究発表大会：2015　「弾性を有するスギ圧縮木材の家具への適
用」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/62/0/62_102/_article/-char/ja/　日本デザイン学会第63回春季研究発表大
会：2016　1.弾性を有するスギ圧縮木材による椅子部材の感覚評価 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/63/0/63_65/_
article/-char/ja/　2.弾性を有するスギ圧縮木材による帆立部材を持つシェルフの防振効果 https://www.jstage.jst.go.jp/
article/jssd/63/0/63_237/_article/-char/ja/　デザイン情報サイトJDNの「卒展：拓殖大学」 https://school.japandesign.ne.jp/

弾性スギ圧縮木材は、「これ木材な
の？」と思わせるくらい柔らかく、弾性
があります。椅子の座面に使えば、そ
れぞれの荷重に合わせてたわんで心
地良く、シェルフの帆立に使えば地震
の揺れを受けても倒れにくい。弾性ス
ギ圧縮木材を使えば、人に優しく人を
守ってくれる家具をつくることができる
のです。

拓殖大学工学部デザイン学科用品設計研究室・室内設計研究室（東京）、筑波大学生命環
境学群生物資源学類環境工学コース（茨城）、秋田県立大学木材高度加工研究所（秋田）

弾性スギ圧縮木材による家具開発／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 試作品 入賞3

概要

評価ポイント コミュニケーションツールとした印象的な形状をした囲い型ベンチ。
パーツ交換のメンテナンス性も良い。環境のシンボルになるようなアイコンとして今後
の活用方法を考えたい。

【閲覧・入手方法】イトーキeconifaカタログにて公開　【概要サイト】http://www.itoki.jp/
products/econifa/

ヴィーレッグは屋外用囲い型ベンチで
す。公園や屋外広場などに設置して使
う事を想定しています。日陰をつくりだ
しながら、優しく風が通る形状になっ
ています。また、囲い型ベンチなので、
視覚的に周辺と区切られ、中に座ると
落ち着いた雰囲気を感じられます。

株式会社イトーキ（東京）
エクステリアベンチ「ヴィーレッグ」／東京都
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 試作品 入賞4

概要

評価ポイント 基材の合板も表面加工の突板も100％国産ヒノキであり、意匠性が美
しく木質空間を彩る素材として、デザインの可能性を広げてくれる。加工技術の高さが
伺える良質な提案である。

【閲覧・入手方法】日刊木材新聞（平成25年3月23日号）に概要掲載　【技術提供の方法】商品
サンプル配布 特別注文による製造販売

全層ヒノキの構造用合板に薄いヒノキ
突板を貼った内装用合板。構造用合
板の強度性能とヒノキの美しい柾目と
独特の香りが特徴である。表面の化粧
ばりは、片面ばりと両面ばりの両タイ
プが製造可能であり、用途としては壁
材や天井板の他、家具や建具などイン
テリア全般が対象となる。

森の合板協同組合（岐阜）
ヒノキ突板ばり合板「和み」の開発／岐阜県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 試作品 入賞5

概要

評価ポイント オフィスの木質化の中でも、IT環境が進化している昨今、フロアの木質
化は難しい側面があった。表面材の種類や配置をニーズに合わせて自由に変更でき、
脚部の調整のみで既設OAフロアからの交換も容易である点は素晴らしい。

【閲覧・入手・技術提供の方法】担当者に問い合わせ　【概要サイト】http://www.taisei.co.jp/
about_us/release/2016/1439211152231.html

木製の表面材と下地材を一体化させ、
オフィスなどの室内レイアウトに対応
して木材の種類や配置を自由に設定
し、配線の取出し部の意匠性も考慮で
きる、施工性やデザイン性に富んだ木
製OAフロア『T-WOOD OAフロア』を
開発しました。木材ならではの温かみ
を感じられ、表面材には地域産材を使
うことも可能です。

大成建設株式会社（神奈川）
T-WOOD OAフロア／神奈川県
ライフスタイルデザイン部門 Ⅰ 実験住宅・施設 入賞6
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概要

評価ポイント 通常の圧密技術を施した場合、木材の色が黒くなることが多く、元の色
が保持されるのは良い。香りが残せる点も木材の良さを伝えるという面からもありがた
い。さらなる用途開発に取り組んで欲しい。

【閲覧・入手・技術提供の方法】一場木工所との秘密保持契約及びノウハウ実施許諾契約の締
結 

地域材である天然乾燥ヒノキ「ひなた
ぼっこ」の商品化にあたり、木材圧密
処理をした際に損なわれる色と香りを
残す研究により、購入者が求める美し
い色や香りの保持に成功した。さらに
湯船で凸部に触れることにより指先や
肌へ程よい刺激を与えられ、表面に描
いた絵によって、湯船での親子のスキ
ンシップを図ることができる。

有限会社一場木工所（広島）

広島県産ヒノキの木材圧密処理による視覚・嗅覚の保持と
商品化研究／広島県

ハートフルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞7

概要

評価ポイント 特別な技術ではないが、普及することで地元工務店が地域材を使った
公共施設を手掛けるようになれば面白い。コストの面からこれまでできなかったアプ
ローチを解決する視点が良い。

【閲覧・入手方法】中西茂行に連絡　【技術提供の方法】実大実験のデータなど

地元産無垢材で創るローコストロング
スパン架構を実現します。通常の流通
材サイズのヒノキや杉材を構造材とし
て連結させ、地元の大工さんで加工可
能な継手加工とすることで、ローコスト
なロングスパン架構が可能となる。す
だれ梁上材、下材の二種類を同加工
の連続にする、帯金物も二種類の連
続、母屋受け金物も三種類など。

一般社団法人地域再生プロジェクト みなおし（滋賀）

地域産無垢材（ヒノキ・スギ）を使ったロングスパン架構
（すだれ梁）の研究／滋賀県

ハートフルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞8

概要

評価ポイント 昨年受賞の木と健康の関係を検証するプロジェクトだが、カビ・バクテ
リアのデータ収集・分析が加わっており、その新規性を評価した。こうした知見を活用し
て、消費者へ木の効果、効能を訴求する製品や空間のデザインが向上することを望む。

【閲覧・入手方法】直接ご相談

本プロジェクトは木材が人の心身に及
ぼす効果・効能を科学的に検証するた
め、無垢材である「津江杉」を内装に
用いた建物（無垢材棟）、表面が塗装
やクロスで覆われている非無垢材を
用いた建物（非無垢材棟）の2棟の実
験棟を建設し、温度・湿度や揮発性成
分、さらに滞在した際の人の生理心理
応答を測定・分析している。

九州大学農学研究院（福岡）、国立大学法人九州大学基幹教育院（福岡）、公
立大学法人福岡女子大学（福岡）、近畿大学産業理工学部（福岡）、株式会社
安成工務店（福岡）、株式会社トライ・ウッド（大分）

木の家と健康を科学するプロジェクト／福岡県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 木材利用の機能や快適性を高める調査・研究 入賞9

概要

評価ポイント ヒノキボールなどの木質系の遊具施設の良さが科学的に証明されたと
いう点を評価した。木育推進や子育て環境での木づかいにエビデンスを与える意義あ
る研究。

【閲覧・入手方法】2015日本建築学会DVDで閲覧可能　【技術提供の方法】住友林業株式会
社筑波研究所(山内)へ問合せ

木の素材が持つ良さを検証するため、
素材の異なる３種(ヒノキ、プラスチッ
ク、ゴルフボール)のボールプールに
入った際の生理反応を小学生低学年
で測定した結果、心拍変動においてヒ
ノキボールでのみプールに入った後に
副交感神経系活動が有意に高くなり、
生理的にリラックスした状態が誘発さ
れたことが示唆された。

住友林業株式会社筑波研究所（茨城）、国立研究開発法人森林総合研究所
（茨城）

木心地のいいプール～木の玉プールによるリラックス効果～／茨城県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ その他の調査・研究 入賞10

概要

評価ポイント 繊細な曲線を表面加工に施すことによって、多彩な表情を与え、空間を
演出する素材の提案。加工技術の独創性にアドバンテージがある。デザインマインドを
刺激する素材である。

【閲覧・入手・技術提供の方法・概要サイト】http://www.nihonsystem-kagu.co.jp/　メールア
ドレス（西浜工場）nsk6811@deluxe.ocn.ne.jp

NSKWOODは、地元 和歌山県産杉・
桧材を利用し、よりよい品質・環境に取
り組み、“木”本来の素材で温もりや美
しさを心や肌で感じてもらえる安らぎ
の空間を与えます。涼やかな印象、温
かな印象両方を兼ね揃えた素材は木
の長所です。目地にカラーリングするこ
とでかわいい印象もあらわせます。い
ろんな環境にどうぞ。

株式会社日本システム家具（和歌山）
国産材創作企画室（NSKWOOD)／和歌山県
ハートフルデザイン部門 Ⅰ 試作品 入賞11

概要

評価ポイント 角材に穴をあけ同径の丸棒を貫通させパネル化する工法で、金属を使
わずに頑丈なつくりを実現している。小径間伐材の活用は木材利用における大きな課
題であり、こうした新分野開拓に積極的に取り組んで欲しい。

【閲覧・入手方法】ウェブサイトで公開　【技術提供の方法】（有）ナベ企画 ウッドバンクハウス事
業部で受付　【概要サイト】http://www.woodbank-house.net　http://kazedaichi-pro.jp/

クロスポール工法は、小径間伐材の
大量利用を目的に開発をしました。低
価格な小径間伐材を角材で利用する
ことで大量利用に繋げ、防腐剤加圧
注入処理を行い屋外での利用を可能
にし、新たな需要を掘り起こしました。
小径間伐材のバイオマス燃料としての
利用が進む中、工作物としての利用は
CO2の固定となります。

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）

クロスポール工法／栃木県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞12
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概要

評価ポイント シンプルな工法提案だが、林道整備に使える有効な提案と考えられ
る。耐久性や施工性に優れるだけでなく、山の景観保持にも貢献するだろう。

【閲覧・入手・技術提供の方法】弊社連絡

間伐材の有効利用できるのは、ウッド
レール工法です。ウッドレール工法は
山腹工に設置する土のう水路の代用
品としての簡易木製水路になります。
ウッドレール工法は耐久性（土のう比
較）に優れ、施工性（パネル化）が抜
群、大型重機不要（１パネル18㎏）、景
観に融合（木材製品）します。

プラフォームサンブレス株式会社（東京）
土木用間伐材利用プロジェクト／東京都
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞13

概要

評価ポイント 一般的な住宅用流通材を使って複合梁を実現している点で合理的な
選択肢を与えてくれる。材料コストや納期の課題をクリアし、かつ住宅用部材の場合は
配送時にコンパクト化でき、建設地で長大部材に組み立てできるなどのメリットもある。

【閲覧・入手方法】採用自社物件『ポラス建築技術訓練校』の見学は随時受け付け可能　【技術
提供の方法】ポラテック㈱を通して、技術を用いる建物の設計・施工請負からの受注、もしくは、そ
の構法に用いるプレカット部材の供給が可能。

ポラスフレームシステムは、住宅向け
に流通している規格材を束ねること
で、安価で手に入りやすい、大断面集
成材と同等の構造性能を持つ『合せ
梁』『合せ柱』『重ね梁』を構成する。
各部材は60分準耐火性能も保有し
ており、強度、性能、コスト感、共に中
大規模木造建築に新しい選択肢を与
え、消費者に木材利用を促す。

株式会社ポラス暮し科学研究所（埼玉）、ポラテック株式会社（埼玉）

ポラスフレームシステム～一般規格流通材を用いて大断面を形成する、準耐火
60分性能保有の建築用木質構造部材(合せ梁・合せ柱・重ね梁)～／埼玉県

ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 新たな工法・素材活用の技術 入賞14

概要

評価ポイント 間伐材利用の組み立て什器部材を誰でも、高精度に効率よく生産可能
なシステムの提案。災害時に避難所や仮設住宅等での利用を考えると、車載可能な
加工機は効力を発揮する。また、地域材を使ったイベント等での活用も考えられる。

【閲覧・入手方法】当社へ請求。現物機械、動画にて動作状況を確認できる　【技術提供の方法】
販売と、実使用のための機械の貸し出し　【概要サイト】http://www.geocities.jp/nagasaqa/
kikaiSoft.html

東北震災、熊本地震に災害支援物資
として活用されている”組手什”という
組み立て棚材を加工します。パソコン
からのNC制御で、誰にでも効率よく
高精度で生産できます。事務的なパソ
コン操作とおなじ感覚で、約１日あたり
５００本の２ｍの組手什を加工します。
間伐材利用製品においてのコストの
低減を図ります。

ながさか木房（愛知）
NC組手什加工機（NCダブルカット・ラジアルソー）／愛知県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 新たな製造・加工の技術 入賞15

概要

評価ポイント 国産材の大径部位活用と品質確保を熱処理技術で同時に満たす課題
解決型の提案である。今後、杉の大径材が大量に産出されるため、その活用につなが
る提案は社会的価値が高い。

【技術提供の方法】当該技術にて製造される杉・桧のJAS機械等級区分構造用製材及び関連部
材を商品として販売。　【概要サイト】SSDプロジェクト http://www.ssdpu.com

人工林高林齢大径化で末口40センチ
を超える杉元玉は、ツインソー自動製
材ラインや合板製造ライン等に載らず
南九州で需要薄にある。この大径部位
の高歩留り有効活用と付加価値商品
化を目指し「丸太状熱処理併用中温
域複合乾燥法を用いた芯去り製材」
技術を開発。成果品はJAS機械等級
区分構造用製材規格で供給する。

国産材品質表示推進協議会：SSDプロジェクト（大阪）、株式会社紅中（大
阪）、球磨プレカット株式会社（熊本）、九州横井林業株式会社（熊本）、湯前木
材事業協同組合（熊本）、熊本県球磨郡 湯前町 産業振興課（熊本）

丸太状熱処理併用中温域複合乾燥法を用いた芯去り製材による大径材活用技術／大阪府
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 新たな製造・加工の技術 入賞16

概要

評価ポイント 昨年受賞した作品を元にガイドツアーを実施、ユーザーの意見など客
観的評価を取り入れた新しいMAPとして進化した。マップの利用により、地域の良質な
木空間を発見、体感でき、木づかいの魅力や価値を生活者へ伝える。

【閲覧・入手方法】麻生建築&デザイン専門学校に問い合わせ

博多駅周辺における木を活用した
建築や空間を実態調査し、それら建
築・空間を纏めたパンフレット型MAP
「HAKATA WOOD MAP」を作成しま
した。本MAPを活用することにより、博
多の身近な木の空間の再認識が促進
され、「賑わい」をもたらす博多の景観
の魅力・価値の気づきを与えることを
期待しております。

麻生建築&デザイン専門学校 建築サークル（福岡）
HAKATA WOOD MAP／福岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ その他の調査・研究 入賞17

概要

評価ポイント 最小限の異種木材をボディーに組み込み、材料の弱点を補い、使用材
独特の響きを発生させる独創的な取組。構造によって、国産杉などの軟材木がエレキ
ギターの材として活用できる道を拓く新規性ある提案である。

【閲覧・入手方法】インターネットまたは電話受注での販売予定 http://www.senaguitars.
com/　＊Sena Guitarsにて開発実験中 　【概要サイト】https://www.facebook.com/
tenryuguitar/

国産杉で製作したエレキギター。特許
出願中のボディー構造により著名ギタ
リストが納得する音を実現。国産初、
世界でも類を見ないプロモデルの天
然杉ボディーのエレキギターです。

前田伸也（静岡）
Tenryu Guitar／静岡県
ソーシャルデザイン部門 Ⅰ 試作品 入賞18
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