
都道府県 分野 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） サブカテゴリ 表彰部門

北海道（20点） 建築空間建材部材分野 森林公園モデルハウス 株式会社　土屋ホーム 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 SVダイヤフロア シリーズ 空知単板工業株式会社 床・壁・内外装材 ソーシャル

建築空間建材部材分野 ウッドブラインド　レラース 空知単板工業株式会社 インテリア ハートフル

木製品分野 PLYWOOD laboratory（FURNITURE） 滝澤ベニヤ株式会社 家具 ライフスタイル

木製品分野 からまつストレッチャーベンチ 丸善木材株式会社 家具 ライフスタイル

木製品分野 PLYWOOD laboratory（ STACKING） 滝澤ベニヤ株式会社 雑貨・日用品 ライフスタイル

木製品分野 PLYWOOD laboratory（PLAY OBJECTS） 滝澤ベニヤ株式会社 遊具・玩具 ライフスタイル

木製品分野 ネームホルダー[CRANE]
釧路森林資源活用円卓会議（釧路
市産業振興部農林課）

文具 ライフスタイル

木製品分野 PLYWOOD laboratory（DESKTOP ACCESSORIES） 滝澤ベニヤ株式会社 文具 ライフスタイル

木製品分野 にくきゅ～ペンスタンド 七尾ギターエンヂニヤリング 文具 ハートフル

木製品分野 森の音がするスマートフォンスピーカー 七尾ギターエンヂニヤリング 楽器 ライフスタイル

木製品分野 業務用 Smart Raisedbed花壇枠 有限会社サイテック 設備 ソーシャル

木製品分野 LiKids 株式会社　いさみや 大型遊具 ハートフル

木製品分野 ビスタガード
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

その他 ソーシャル

コミュニケーション分野 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

北海道芸術デザイン専門学校
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 みんなですすめる木づかいプロジェクト！ 北海道渡島総合振興局 普及・啓発（システム） ソーシャル

コミュニケーション分野 ハコダケ君 ハコダケ君
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ソーシャル

コミュニケーション分野 コールドチェーンの構築 空知単板工業株式会社
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ソーシャル

技術研究分野 授産施設で生産するデザイン性の高い木製品の
開発

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

木材利用の環境や社会
性を高める調査・研究

ソーシャル

技術研究分野 産学官連携「病院木質化プロジェクト」 株式会社ハルキ 試作品 ハートフル

青森県（2点） 木製品分野 ヒバ爆弾 わいどの木 雑貨・日用品 ハートフル

木製品分野 ひば浴槽 クラフト企画　ひばの郷 設備 ハートフル

岩手県（1点） 建築空間建材部材分野 杢創舎の家in下太田新築 有限会社　杢創舎 戸建・注文住宅 ソーシャル

宮城県（2点） 木製品分野 こだわりの七つ道具を仕舞う箱「NANA」 津山木工芸品事業協同組合 雑貨・日用品 ライフスタイル

コミュニケーション分野 世界の職人ネットワーク ARTISAN日本プロジェクト 一般社団法人ARTISAN日本 普及・啓発（システム） ソーシャル

秋田県（4点） 建築空間建材部材分野 屋敷森の家 木曽善元建築工房 戸建・注文住宅 ライフスタイル

木製品分野 ウッド・メモリーカード（幼児版・日本版・秋田版） Akitaコドモの森 遊具・玩具 ハートフル

木製品分野 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）

Akitaコドモの森 遊具・玩具 ハートフル

コミュニケーション分野 Akita-sugiプロジェクト Akitaコドモの森
イベント・ワークショップ
（継続）

ハートフル

山形県（3点） 木製品分野 Stool ＋（Wa-Za)　　 スツール　＋（和の座）
家具工房モク　木の家具ギャラ
リー

家具 ライフスタイル

木製品分野 Mキューブ 梅ヶ崎はれ工房 雑貨・日用品 ハートフル

技術研究分野 Roll Press Wood 株式会社 天童木工
新たな製造・加工の技
術

ライフスタイル
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福島県(8点） 建築空間建材部材分野 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-

日本大学工学部浦部智義研究室 公共施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 矢吹町中町第一災害公営住宅 スタジオ・クハラ・ヤギ 集合住宅 ライフスタイル

木製品分野 木のおもちゃからはじまる木材利活用 株式会社マストロ・ジェッペット 雑貨・日用品 ソーシャル

木製品分野 漆塗りめん棒 有限会社　中村豊蔵商店 キッチン・食器 ライフスタイル

木製品分野 黒柿帯木曽檜こま板 有限会社　中村豊蔵商店 キッチン・食器 ハートフル

木製品分野 アクティブキッズシリーズ　コロQ ディ・シー・ツー有限責任事業組合 遊具・玩具 ライフスタイル

木製品分野 アクティブキッズシリーズ　クネクネ橋 ディ・シー・ツー有限責任事業組合 遊具・玩具 ライフスタイル

木製品分野 木はり絵　アートキット 合同会社　きのわ 遊具・玩具 ハートフル

茨城県（4点） 建築空間建材部材分野 野草舎森の家　(保育園) 有限会社吉田建築計画事務所 保育園・幼稚園 ハートフル

建築空間建材部材分野 通所リハビリテーションセンター「茶釜の湯」 株式会社フケタ設計 病院・福祉施設 ハートフル

木製品分野 スタッキング小椅子 Rew Craft 家具 ソーシャル

技術研究分野 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～

住友林業株式会社筑波研究所 その他の調査・研究 ハートフル

栃木県（3点） 建築空間建材部材分野 下野市庁舎 株式会社　佐藤総合計画 公共施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 ＷｏｏＤ ＣＡＢＩＮ 栃木県木材業協同組合連合会 その他 ソーシャル

技術研究分野 クロスポール工法 有限会社　ナベ企画
新たな工法・素材活用
の技術

ソーシャル

群馬県（2点） 建築空間建材部材分野 社会福祉法人三峰会　つきよのこども園 株式会社ジャクエツ環境事業 保育園・幼稚園 ハートフル

コミュニケーション分野 木組みで秘密基地を作ろう～小さな大工さん～ 有限会社宮島工務店
イベント・ワークショップ
（単発）

ソーシャル

埼玉県（5点） 建築空間建材部材分野 住まいと暮らしサロン 株式会社アキュラホーム オフィス・会議施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 タムロンキッズ保育園 株式会社　日建設計 保育園・幼稚園 ソーシャル

木製品分野 百年杉のこぐちキューブ 有限会社　加藤木材 家具 ハートフル

コミュニケーション分野 まちなか木育ベビーサロン　はんのうきときとひろ
ば

ねんりんワークス
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

技術研究分野
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)～

株式会社　ポラス暮し科学研究所
新たな工法・素材活用
の技術

ソーシャル

千葉県（７点） 建築空間建材部材分野 新柏クリニック
医療法人社団中郷会 新柏クリニッ
ク

病院・福祉施設 ハートフル

建築空間建材部材分野 馬刀葉椎ウォール・馬刀葉椎フローリング 企業組合千葉県森林整備協会 床・壁・内外装材 ソーシャル

木製品分野 キッズチェアー 株式会社ティ・エス・シー 家具 ハートフル

木製品分野 スツール 株式会社ティ・エス・シー 家具 ソーシャル

コミュニケーション分野 狙撃王グランプリ 森のスポーツパチンコ協会
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 ともにつくる、ほんものを学ぶ。SLOW-Renovation 合同会社つみき設計施工社
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

技術研究分野 日本階段文化を再構築する研究会 株式会社CLE総合研究所
新たな工法・素材活用
の技術

ライフスタイル

東京都（47点） 建築空間建材部材分野 日本橋とやま館　「富山らしさを表現する木づか
い」

株式会社　乃村工藝社 店舗・商業施設 ハートフル

建築空間建材部材分野 ”山とつながる“六次産業化モデル ～「キシル吉祥
寺店 」FSC(R)認証材利用プロジェクト～

株式会社キシル 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 （株）マックスパート　八重洲オフィス
株式会社フィールドフォー・デザイ
ンオフィス

オフィス・会議施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 3×3 Lab Future 株式会社 乃村工藝社 オフィス・会議施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園 積水ハウス株式会社 保育園・幼稚園 ハートフル

建築空間建材部材分野 池上線戸越銀座駅　木になるリニューアルプロジェ
クト

東京急行電鉄株式会社 公共施設 ソーシャル



（東京都続き） 建築空間建材部材分野 Ｚｉｋｕの家
株式会社日本ハウスホールディン
グス

戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 「半平屋の暮らし」－みはらしだいの家－ 岡庭建設株式会社 戸建・注文住宅 ハートフル

建築空間建材部材分野 内外を国産材でつなぐ　クリアビューデザイン 積水ハウス株式会社 量産型住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 堀切の家 桜設計集団一級建築士事務所 戸建・注文住宅 ソーシャル

建築空間建材部材分野 ドリーム・アーツ恵比寿オフィス31F 株式会社　ワイス・ワイス リノベーション ハートフル

建築空間建材部材分野 きぐみの壁
株式会社日本ハウスホールディン
グス

構造材 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 シータイル(多摩産スギ) 北三株式会社 床・壁・内外装材 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 オフセットサイディング  『COOL』 ニチハ株式会社 床・壁・内外装材 ソーシャル

建築空間建材部材分野 安ら木・安ら木２ 篠田株式会社 エクステリア ライフスタイル

木製品分野 YUNOKI 株式会社文祥堂 家具 ライフスタイル

木製品分野 国産杉薄型頑丈タワーシェルフ 株式会社ディノス・セシール 家具 ハートフル

木製品分野 wabisabi チェア　(ハグチェア） 株式会社I.S.U.house上柳 家具 ハートフル

木製品分野 日本の木と技が創る超軽量家具 株式会社 KOMA 家具 ハートフル

木製品分野 wabisabi テーブル　（ハグテーブル） 株式会社I.S.U.house上柳 家具 ハートフル

木製品分野 PICK STOOL 株式会社 KOMA 家具 ハートフル

木製品分野 木製カバン 星ヶ丘歩道橋製作所 雑貨・日用品 ライフスタイル

木製品分野 森香炉 正プラス株式会社 雑貨・日用品 ハートフル

木製品分野 waen Cutting Board waen キッチン・食器 ライフスタイル

木製品分野 A for Animal　木のどうぶつアルファベットパズル カルネコ株式会社 遊具・玩具 ハートフル

木製品分野 Cohana 木製ハンドルのはさみ 株式会社KAWAGUCHI 文具 ライフスタイル

木製品分野 Sakuwood Guitars  MR-40 Sakuwood Guitars 楽器 ハートフル

木製品分野 国産材ウッドステッキ一曲タイプ（桜・欅・樫） 土屋産業株式会社 伝統工芸品 ソーシャル

木製品分野 バリアフリープランター「はなとーく」 株式会社ザイエンス 設備 ハートフル

木製品分野 ロビーチェア　「ninoco」 株式会社イトーキ 設備 ハートフル

木製品分野 和風style格子案内板 株式会社ザイエンス 設備 ハートフル

木製品分野 木製アスレチック遊具 株式会社ザイエンス 設備 ハートフル

木製品分野 フォレストドーム とうきょう森林産業研究会 その他 ライフスタイル

木製品分野 イーゼルサイネージ Media Creative Lab 合同会社 その他 ハートフル

コミュニケーション分野 クリスマスツリー植林 公益財団法人PHOENIX
イベント・ワークショップ
（継続）

ハートフル

コミュニケーション分野 子どもと森を繋ぐ　巣箱プロジェクト 積水ハウス株式会社
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 家族と共に育つ家具／キッズファニチャープロジェ
クト

住友林業株式会社 ビジネスモデル ライフスタイル

コミュニケーション分野 日本の森から生まれたアロマyuicaで、人も森も健
康に！

正プラス株式会社 ビジネスモデル ライフスタイル

コミュニケーション分野 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

中越パルプ工業株式会社 ビジネスモデル ソーシャル

コミュニケーション分野 東京の森リノベーション 株式会社東京・森と市庭 ビジネスモデル ソーシャル

コミュニケーション分野 「木とくらす」～はたらく、まなぶ～ 株式会社内田洋行
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ライフスタイル



（東京都続き） コミュニケーション分野 既存樹利用プロジェクト～Ibuki~ 帝国器材株式会社 普及・啓発（システム） ハートフル

コミュニケーション分野 木ノベーション
岡庭建設株式会社　おかにわリ
フォーム工房

ビジネスモデル ライフスタイル

コミュニケーション分野 かっとばし!!シリーズ 株式会社 兵左衛門
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ソーシャル

技術研究分野 土木用間伐材利用プロジェクト プラフォームサンブレス株式会社
新たな工法・素材活用
の技術

ソーシャル

技術研究分野 弾性スギ圧縮木材による家具開発 拓殖大学 試作品 ライフスタイル

技術研究分野 エクステリアベンチ「ヴィーレッグ」 株式会社イトーキ 試作品 ライフスタイル

神奈川県（10点）建築空間建材部材分野 DADWAY　PLAYSTUDIO  （ダッドウェイ プレイスタ
ジオ）

酒井産業株式会社 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 小田原城天守閣 小田原城天守閣 公共施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 GATE SQUARE 小杉陣屋町 株式会社乃村工藝社 A.N.D. 集合住宅 ソーシャル

建築空間建材部材分野 飫肥杉赤身デッキ材 ナイス株式会社 エクステリア ライフスタイル

木製品分野 Loooop せんがもとなか工房 雑貨・日用品 ハートフル

木製品分野 森香 ナイス株式会社 その他 ライフスタイル

コミュニケーション分野 きまつり～森と木に包まれる夏～ きまつり実行委員会
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 みなまきのみんなの木プロジェクト 株式会社相鉄ビルマネジメント プロモーション（継続） ソーシャル

コミュニケーション分野 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～

川崎市
マッチング・サポート体
制

ソーシャル

技術研究分野 T-WOOD OAフロア 大成建設株式会社 実験住宅・施設 ライフスタイル

新潟県 （3点） 建築空間建材部材分野 （有）高儀農場　農家レストラン　”ラ・トラットリア・エ
ストルト”

有限会社高儀農場 店舗・商業施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 えちごトキめきリゾート雪月花 ICHIBANSEN / nextstations 公共施設 ライフスタイル

コミュニケーション分野 重川材木店の家づくりシステム 株式会社重川材木店 ビジネスモデル ソーシャル

富山県（2点） 建築空間建材部材分野 井波総合文化センター　富山県産材利用「ウッド
キューブ」

大建工業株式会社 公共施設 ソーシャル

コミュニケーション分野 北陸型木の住まい研究会 ウッドリンク株式会社
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ライフスタイル

福井県（5点） 建築空間建材部材分野 むらかみ食堂 伊藤瑞貴建築設計事務所 店舗・商業施設 ハートフル

建築空間建材部材分野 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

社会福祉法人　めぐみこども園 保育園・幼稚園 ライフスタイル

木製品分野 円柱半割折りたたみ式ベンチ 美山町森林組合 その他 ハートフル

コミュニケーション分野 福井県産材を活用したオフィス家具の開発 福井県
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ソーシャル

技術研究分野 マーベルウッド（環境配慮型無色透明保存処理木
材）

株式会社マーベルコーポレーショ
ン

木材利用の環境や社会
性を高める調査・研究

ライフスタイル

長野県 （17点） 建築空間建材部材分野 かわかみ保育園　子育て支援センター「きらきら」
株式会社　宮本忠長建築設計事
務所

保育園・幼稚園 ハートフル

建築空間建材部材分野 安曇野市庁舎
内藤・小川原・尾日向設計共同企
業体

公共施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 まちぐるみ 株式会社 Tree to Green 公共施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 AT-TATESHINA 株式会社シェルター 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 BALL GUARD 「ボールガード」 株式会社  ニュースト 開口部（窓・ドア） ライフスタイル

建築空間建材部材分野 ブロッキー 株式会社ランバーテック エクステリア ライフスタイル

木製品分野 スリーパーツ杉板ベンチ 酒井産業株式会社 家具 ライフスタイル

木製品分野 いろいろテーブル 有賀建具店 家具 ハートフル



（長野県続き） 木製品分野 ソロバン玉セード 有限会社　柳澤木工所 照明器具 ライフスタイル

木製品分野 雪洞 有限会社　柳澤木工所 照明器具 ハートフル

木製品分野 おでかけ♪どこでもハンドル 有限会社　柳澤木工所 遊具・玩具 ソーシャル

木製品分野 伊那谷の間伐材アカマツを使ったKEESシリーズ KEES プロジェクト 遊具・玩具 ソーシャル

木製品分野 信州型　木製遮音壁 長野県産材販路開拓協議会 設備 ソーシャル

コミュニケーション分野 KEESの森で過ごす一日 KEES プロジェクト
イベント・ワークショップ
（単発）

ソーシャル

コミュニケーション分野 KEESで遊ぼう KEES プロジェクト
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 KEESプロジェクト KEES プロジェクト
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ソーシャル

コミュニケーション分野 安曇野ブルーステイン 林友ハウス工業株式会社 ビジネスモデル ソーシャル

岐阜県（13点） 建築空間建材部材分野 CO-A RENOVATION STUDIO 株式会社弘栄工務店
モデルハウス・ショー
ルーム

ライフスタイル

建築空間建材部材分野 ご当地国産材でエコ！　木の塗り壁 「ご当地」
Mokkun

ヤマガタヤ産業株式会社 床・壁・内外装材 ソーシャル

建築空間建材部材分野 森のヒノキ　Ｓ 森の合板協同組合 床・壁・内外装材 ソーシャル

建築空間建材部材分野 琳光寺鐘楼新築 株式会社　河村綜建 その他 ライフスタイル

木製品分野 kids furniture 飛騨産業株式会社 家具 ハートフル

木製品分野 ありがとうが溢れる割り箸 株式会社郡上割り箸 雑貨・日用品 ライフスタイル

木製品分野 モリセンボン 親和木材工業株式会社 雑貨・日用品 ハートフル

木製品分野 まあるいつみきmini 株式会社郡上割り箸 遊具・玩具 ハートフル

木製品分野 sugi free floor 飛騨産業株式会社 設備 ライフスタイル

コミュニケーション分野 親和生産システム 親和木材工業株式会社 ビジネスモデル ソーシャル

コミュニケーション分野 自力建設プロジェクト 岐阜県立森林文化アカデミー 教育・研修システム ソーシャル

コミュニケーション分野 ぼくらと森のかけはしプロジェクト ぼくらと森のかけはしプロジェクト
ワークショップ（人材育
成）

ソーシャル

技術研究分野 ヒノキ突板ばり合板「和み」の開発 森の合板協同組合 試作品 ライフスタイル

静岡県（17点） 建築空間建材部材分野 浜松信用金庫きらりタウン支店 株式会社日建設計名古屋オフィス 店舗・商業施設 ハートフル

建築空間建材部材分野 浜松信用金庫高丘支店 株式会社日建設計名古屋オフィス 店舗・商業施設 ハートフル

建築空間建材部材分野 浜松信用金庫於呂支店 株式会社竹下一級建築士事務所 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 まるさらの家 幸和ハウジング株式会社 戸建・注文住宅 ソーシャル

建築空間建材部材分野 JPウォール 丸天星工業株式会社 構造材 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 天竜エコウッド 幸和ハウジング株式会社 構造材 ソーシャル

木製品分野 スクールデスク&チェア 有限会社ヒノキクラフト 家具 ライフスタイル

木製品分野 Pテーブル　引出付き 有限会社ヒノキクラフト 家具 ライフスタイル

木製品分野 ランドセルラックシリーズ 有限会社ヒノキクラフト 家具 ハートフル

木製品分野 augmenter 有限会社豊岡クラフト 雑貨・日用品 ライフスタイル

木製品分野 富士山朝霧ひのき製「森のはがき」
デジタルファブリケーション株式会
社

雑貨・日用品 ソーシャル

木製品分野 森の炭の森 株式会社アスカム 雑貨・日用品 ソーシャル

コミュニケーション分野 お木づかいペーパー チームお木づかい
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ライフスタイル



（静岡県続き） コミュニケーション分野 世界で1つの「じぶん時計」 株式会社キシル
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ハートフル

コミュニケーション分野 富士山地域材活性化プロジュクト
一般社団法人富士山木造住宅協
会　森林認証委員会

仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ソーシャル

コミュニケーション分野 オクシズネット オクシズネット
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ソーシャル

技術研究分野 Tenryu Guitar 前田　伸也 試作品 ソーシャル

愛知県（14点） 建築空間建材部材分野 森のマルシェ犬山 梶浦博昭環境建築設計事務所 店舗・商業施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 移動茶室 梶浦博昭環境建築設計事務所 店舗・商業施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 1.5世帯で住むスタイル 株式会社新和建設 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 HANA GRAPHIC WOOD 株式会社イクタ 床・壁・内外装材 ハートフル

木製品分野 ダイレクトフォトフレーム　・　ウッズフレーム
株式会社　ＥＣＯＷＯＯＤＳ　ＣＯＭ
ＰＡＮＹ

雑貨・日用品 ハートフル

木製品分野 人と木をつなげるバイクラック
人と木をつなげるプロジェクト実行
委員会

雑貨・日用品 ソーシャル

木製品分野 iLignosシステム手帳 名古屋木材株式会社 文具 ライフスタイル

コミュニケーション分野 人と木をつなげるカホンつくり
人と木をつなげるプロジェクト実行
委員会

イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 大工と組む わが家再生 株式会社新和建設 ビジネスモデル ソーシャル

コミュニケーション分野 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”

株式会社ウッドフレンズ
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ソーシャル

コミュニケーション分野 ウッドデザインパーク ウッドデザインパーク
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ソーシャル

コミュニケーション分野 都市の木質化PJ
名古屋大学都市の木質化プロジェ
クト

その他 ソーシャル

技術研究分野 NC組手什加工機（NCダブルカット・ラジアルソー） ながさか木房
新たな製造・加工の技
術

ソーシャル

技術研究分野 コンセプトカー　SETSUNA トヨタ自動車株式会社 試作品 ソーシャル

三重県（1点） 建築空間建材部材分野 株式会社眞栄　熊野作業所工場棟 株式会社大林組 屋内空間 ソーシャル

滋賀県 （5点） 建築空間建材部材分野 超省エネ木造保冷倉庫『木冷蔵-korezo-』 株式会社ひらつか建築 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 京都府立植物園古樹名木再生整備事業 田中建材株式会社 その他 ソーシャル

木製品分野 「くむんだー」木のジャングルジム 川村克己 大型遊具 ハートフル

コミュニケーション分野 多賀木匠塾
一般社団法人　地域再生プロジェ
クト　みなおし

イベント・ワークショップ
（継続）

ライフスタイル

技術研究分野 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

一般社団法人　地域再生プロジェ
クト　みなおし

新たな工法・素材活用
の技術

ハートフル

京都府（1点） 建築空間建材部材分野 京都木材会館 株式会社シェルター オフィス・会議施設 ソーシャル

大阪府（10点） 建築空間建材部材分野 クリーンライフ本社ビル
PLANET Creations 関谷昌人建築
設計アトリエ

オフィス・会議施設 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 SSDコンセプトハウス「すがおの家」＆「ナチュロ
ジーハウス」

国産材品質表示推進協議会：SSD
プロジェクト

量産型住宅 ソーシャル

建築空間建材部材分野 加子母子屋（cacimocoya） 栗林賢次建築研究所 量産型住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 SSD球磨桧Jポスト
国産材品質表示推進協議会：SSD
プロジェクト

構造材 ソーシャル

建築空間建材部材分野 PANE　Lovuer 株式会社HCマテリアル エクステリア ライフスタイル

コミュニケーション分野 OGAkKO Art にしもく合同会社
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 WOOD TORANSFORM PROJECT
日本木材青壮年団体連合会　防
災対策委員会

普及・啓発（システム） ソーシャル

コミュニケーション分野 Forest　on the Sea SAKUWOOD認証協議会
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ハートフル

技術研究分野 耐震補強技術 T-FoRest 株式会社竹中工務店
新たな工法・素材活用
の技術

ライフスタイル

技術研究分野 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

国産材品質表示推進協議会：SSD
プロジェクト

新たな製造・加工の技
術

ソーシャル



兵庫県（6点） 建築空間建材部材分野 ゆめの樹 株式会社吉住工務店 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 はじまりの杜 株式会社　坂井建築事務所
モデルハウス・ショー
ルーム

ライフスタイル

建築空間建材部材分野 里山25 株式会社　いなほ工務店 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 坂の上の小家 緒方幸樹建築設計事務所 戸建・注文住宅 ハートフル

建築空間建材部材分野 西宮夙川の住宅 加地則之 + 織戸建築計画 戸建・注文住宅 ソーシャル

コミュニケーション分野 ひょうご木づかい王国学校 兵庫県木材業協同組合連合会
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

奈良県（2点） 建築空間建材部材分野 5階建てCLT福祉ビル　Fellow　Ship　Center 社会福祉法人ぷろぼの 病院・福祉施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 大和棟と大和塀のある古民家 株式会社 貴志環境企画室 リノベーション ハートフル

和歌山県 （2点） 木製品分野 欅アームスツール 廣畑陽一 家具 ライフスタイル

技術研究分野 国産材創作企画室（NSKWOOD) 株式会社日本システム家具 試作品 ハートフル

鳥取県（3点） 建築空間建材部材分野 株式会社オロチ第2工場 株式会社オロチ 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 道の駅『にちなん日野川の郷』 日南町 店舗・商業施設 ソーシャル

建築空間建材部材分野 Ｊパネル 協同組合レングス 構造材 ライフスタイル

岡山県（2点） 建築空間建材部材分野 漣 株式会社イマガワ 開口部（窓・ドア） ライフスタイル

建築空間建材部材分野 新きざみ 株式会社イマガワ 開口部（窓・ドア） ハートフル

広島県（2点） 木製品分野 欄間調畳ベット 有限会社共伸家具製作所 家具 ハートフル

技術研究分野 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

有限会社一場木工所
新たな工法・素材活用
の技術

ハートフル

徳島県（１点） 木製品分野 アレンジ桐下駄 株式会社ビッグウィル 伝統工芸品 ハートフル

愛媛県（2点） 木製品分野 箔桶 ＹＵＩＲＯ 雑貨・日用品 ライフスタイル

技術研究分野 任意部位の光透過性を向上させた木材 杉元宏行
新たな製造・加工の技
術

ライフスタイル

高知県（2点） 建築空間建材部材分野 高知県森連会館 鈴江章宏建築設計事務所 オフィス・会議施設 ソーシャル

コミュニケーション分野 地域産業×創造性教育プログラム「ロボット動物
園」

NPO法人イシュープラスデザイン
ワークショップ（人材育
成）

ソーシャル

福岡県 （7点） 建築空間建材部材分野 Pure - for Kids - （ピュア・キッズ） エコワークス株式会社 戸建・注文住宅 ハートフル

建築空間建材部材分野 延寿寺の家 tatta建築設計事務所 リノベーション ライフスタイル

木製品分野 ネジ・キューブ３連　sugi 木彩工房 家具 ライフスタイル

木製品分野 なごみ九州産ヒノキチェスト 株式会社大川家具ドットコム 家具 ハートフル

木製品分野 エコアコールウッドグレーチング 九州木材工業株式会社 その他 ライフスタイル

技術研究分野 木の家と健康を科学するプロジェクト 九州大学　農学研究院
木材利用の機能や快適
性を高める調査・研究

ハートフル

技術研究分野 HAKATA WOOD MAP
麻生建築&デザイン専門学校　建
築サークル

その他の調査・研究 ソーシャル

長崎県（1点） 建築空間建材部材分野 変なホテル・ウエストアーム 鹿島建設株式会社 ホテル・旅館 ライフスタイル

熊本県（6点） 建築空間建材部材分野 庭と木と暮らす。 株式会社　すまい工房 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 平成28年熊本地震における木造応急仮設住宅の
供給

一般社団法人　木と住まい研究協
会

集合住宅 ソーシャル

コミュニケーション分野 組手什協議会による熊本震災支援 組手什おかげまわし協議会
イベント・ワークショップ
（単発）

ソーシャル

コミュニケーション分野 「『おおえのき』100年復活計画」命をつなぐプロジェ
クト

熊本県森林組合連合会
普及・啓発（ツール・メ
ディア）

ハートフル

コミュニケーション分野 「てまひま」天然乾燥木材の住まいづくり 新産住拓株式会社
仕組み・ネットワーク（生
産－加工－流通－販売
をつなぐもの）

ハートフル



（熊本県続き） コミュニケーション分野 みんなで木木（もくもく）おもいでづくりプロジェクト 熊本ものづくり塾 その他 ハートフル

大分県（3点） 木製品分野 杉たまごプールレンタル 株式会社　九州ダイト 遊具・玩具 ハートフル

コミュニケーション分野 ヤブクグリ ヤブクグリ
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

コミュニケーション分野 箸づくしキット（レンタルＢＯＸ） 株式会社　九州ダイト
イベント・ワークショップ
（継続）

ソーシャル

宮崎県 （1点） 建築空間建材部材分野 四季彩テラス 株式会社ウッドデザイン 戸建・注文住宅 ライフスタイル

鹿児島県（3点） 建築空間建材部材分野 木づかう住まい ヤマサハウス株式会社 戸建・注文住宅 ライフスタイル

建築空間建材部材分野 【木・立・ち】 ヤマサハウス株式会社 戸建・注文住宅 ハートフル

建築空間建材部材分野 塩や 第一工業大学根本研究室 リノベーション ソーシャル

沖縄県（2点） 建築空間建材部材分野 ペンション＆カフェテラス「たちがあ」一帯のゾーン 大宜見 朝雄 店舗・商業施設 ライフスタイル

木製品分野 ヤンバルの森の恵みの壺・器・コップ オサム工房 キッチン・食器 ライフスタイル

総数　251点


