
【仕様・価格】（ショート）1,800×680×400/31,000g/71,500円
【入手方法（連絡先）】ひのき家具マイスター・マトバ　石川県金沢市北森本町ニ88番地　
https://www.hinoki-furniture.com/

概要　無垢ひのき伸縮木製ソ
ファーベッド。夜は広げてベッド、昼
はソファーサイズに縮小し、日中の
お部屋の空間を広く使うことができ
る。サイズは全長～210cmとハー
フサイズ100cm、また希望のサイ
ズでの製作可能。ハーフサイズは２
台設置することで来客用のベッドと
して活用できる。

評価ポイント　都市部などの限ら
れたスペースを有効活用でき、か
つ木の質感を味わうことができるユ
ニークな発想の製品である。マット
を敷いた際に凹みができないようス
ノコのサイズにも配慮し、利便性に
優れる。

（有）マイスター・マトバ（石川）
ひのき広がる木製ソファー
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞1

【仕様・価格】2,040×1,030×710/25,000g/ 81,400円
【入手方法（連絡先）】http://hinokicraft.jp

概要　総檜無垢で造る、ヒノキクラ
フトのベッドシリーズ。単体のベッド
からロフトベッド、２段ベッドとサイズ
や仕様のオーダーにも対応。まるで
森の中にいるような、清 し々い檜の
香り。身も心も安らぎ、リラックスし
た状態で眠りにつける。和洋、どの
空間にも馴染む、ヘッドのスリットデ
ザイン。

評価ポイント　無垢の檜を使った、
シンプルでシャープなデザインが目
を引く。多世代での使用を想定し価
格も抑えられており、寝た際のきし
み音対策など細部の工夫もある。

（有）ヒノキクラフト（静岡）
総檜のシングルベッド
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞2

【仕様・価格】1,600×800×700/40,000g/170,000円
【入手方法（連絡先）】九銘協

概要　「木組み」という日本の伝統
技術を活用し「木と鉄を組む」こと
で木の反りを抑えた。側面にテー
パーを施すことで繊細さを強調し、
俯瞰すると7mmの独特な浮揚感
のある天板に仕上げている。天板
の構成は自由で、節有板のナチュ
ラルな空間から、無節一枚板のラ
グジュアリな空間まで多様なシーン
に対応可能。

評価ポイント　木と鉄のハイブリッ
ドを施したことで、洗練されたデザ
インを実現している。伝統技術を駆
使しつつも、家庭のみならずオフィ
スのミーティングテーブルとしても
活躍しそうな汎用性を併せ持つ。

（株）九銘協（福岡）、NINE PER ONE（ 福岡）、松尾樫工場（福岡）
Guideline System SUGI 3seams
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞3

【仕様・価格】1,200×750×790/24,500g/231,000円
【入手方法（連絡先）】http://www.e-hinokikagu.com　0597-36-1963（電話）　
0597-36-1774（FAX）

概要　FSC©認証材の「尾鷲ヒノ
キ」の無垢材を用いた、デザイナー
の小田原健氏がデザインした二人
掛けのソファ。植物系オイル塗料で
仕上げ、尾鷲ヒノキの豊かな香りを
楽しめ、家庭でもオフィスでもリラッ
クスしてくつろげる。

評価ポイント　ＦＳＣ©認証材を
使った座り心地の快適なソファであ
る。ひじ掛けの位置、触感などもよ
く、檜の香りも相まって長く座っても
疲れないようなフォルムが特徴的で
ある。

ウッドメイクキタムラ（三重）
尾鷲ヒノキリラックスソファ
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞4

【仕様・価格】2,760×1,060×1,720/80,000g/175,000円
【入手方法（連絡先）】家具の共伸

概要　ハシゴではなく階段で昇り
降りするすることによって小さな子
供でも安全に昇り降りできる。階段
の踏板のスペースは収納ボックス
等として使え、ヘッド部分には引き
出し、コンセント、引戸など仕掛け
があり、子供の遊びスペースにも
なる。

評価ポイント　急こう配のハシゴ
ではなく階段で昇降する２段ベッド
で、木材の質感も味わえ、スノコが
通気性も確保する。玩具や文具な
ど子ども用の収納に役立つ工夫も
ニーズがある。

（有）共伸家具製作所（広島）
からくり二段ベット階段付き
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞5

【仕様・価格】446×450×1,798/6,200g/170,000円
【入手方法（連絡先）】各天童木工製品を取り扱う販売店　http://www.tendo-mokko.co.jp/
shops/、オンラインショップ　http://shop.tendo-mokko.co.jp/

概要　イタリア語で「木」意味する
“ALBERO”は森の木々をモチー
フにしたコートハンガー。この美し
いフォルムを当社の独自技術であ
る「RPW(Roll Press Wood)技
術」を用いることにより、広葉樹と
同様の強さを軟質針葉樹(スギ材)
で実現した。

評価ポイント　独自技術によって、
曲線を活かしたインパクトある意匠
とともに強度も確保した高級感あ
る製品。木のイメージにあった曲線
美は応接や店舗でも目を引く美しさ
を有する。

（株）天童木工（山形）
コートハンガー「ALBERO」
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞6
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【仕様・価格】1,210×755×335/11,200g/98,000円
【入手方法（連絡先）】各天童木工製品を取り扱う販売店　http://www.tendo-mokko.co.jp/
shops/、  オンラインショップ　http://shop.tendo-mokko.co.jp/

概要　当社の独自開発技術である
「RPW(Roll Press Wood)」を
用いることにより、スギ材で美しくシ
ンプルなデザインを実現。女性にも
扱い易い軽さ、壁や畳を傷つけにく
い設計、隙間のない接合部など、機
能性にも優れ、旅館やホテルでなど
広く愛されている。スギの美しい木
目を活かしながら、日本各地に眠る
軟質針葉樹の可能性を広げる。

評価ポイント　シンプルで長く使い
たくなる座卓だが、独自技術によっ
て杉材を活用しこの意匠を実現し
た点は高く評価できる。軽さや丸み
を帯びたデザインで、子どもや高齢
者にも安全で使いやすい製品だ。

（株）天童木工（山形）
座卓
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞7

【仕様・価格】（MASS Series Chair -Natural Wood & Copper Frame）
590×670×420/5,000g/164,000円
【入手方法（連絡先）】https://fi llinglife.co/

概要　提案する内容は、熊本・阿
蘇（南小国町）から発信するライフ
スタイルブランド。250年の歴史を
持つ九州のブランド杉（阿蘇・小国
杉）を使用したプロダクト（インテリ
ア、アロマ商品）を展開。感度の高
い30代から50代の女性が主な対
象として構築している。

評価ポイント　林業地の若手事業
者が立ち上げたプロジェクトで、海
外も視野に入れたデザインがシャー
プで美しい。地域材をシンボルとし
た、ライフスタイル提案を軸とした地
域ブランドの新たな形と言える。

FIL（熊本）
FIL
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞8

【仕様・価格】585×625×760/8,000g/45,100円
【入手方法（連絡先）】http://hinokicraft.jp

概要　ゆったりとしたソファ型のダ
イニングチェア。オフィスで使う、仕
事用の椅子としても活躍する一人
掛けのソファのように、大きな座面
のZAチェア。あぐらをかいて、くつろ
ぎながら使える。重さの軽い木材、
檜だからこそ、椅子の移動もラクラ
クできる。

評価ポイント　あぐらをかけるほど
座面が広く、座りやすさへの工夫が
よい。クッション性も高く疲れにくい
椅子であるため、長時間の作業な
どをこなすオフィスでも活躍するだ
ろう。

（有）ヒノキクラフト（静岡）
ZAチェア
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞9

【仕様・価格】1,500×430×700/18,000g/77,000円
【入手方法（連絡先）】http://hinokicraft.jp

概要　リビングに置いても邪魔に
ならない奥行43cm。幅は置く場
所に合わせて、ちょうどいいサイズ
をオーダーできる。片方はお母さん
のミニデスクとして使い、その横で
子供はお勉強といった使い方も可
能。兄弟で使う学習机、親子で使う
多目的デスク。

評価ポイント　リビング学習が主
流の子どもがいる家庭でも、リビン
グに置いても圧迫感がない。サイズ
オーダーができるので家族構成、子
どもの人数などに合わせぴったり
の製品を購入できる。

（有）ヒノキクラフト（静岡）
キャビネットデスク［ツインタイプ］
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞10

【仕様・価格】1,200×1,200×700/25,000g/148,500円
【入手方法（連絡先）】http://hinokicraft.jp

概要　「Circle:サークル」の「C」
をとって、その名も「Cテーブル」
テーブルの脚を中央寄りに設計す
ることで、脚の位置を気にせずに、
普段は４人でゆったりと、来客の際
は椅子を並べて６人で、などと自由
に使う事ができる。

評価ポイント　4人から６人くらい
まで椅子を周りに並べて使えるテー
ブルで、人数が多い時に意外に困
る椅子の置き方への配慮が見られ
る。ちょっとした打ち合わせや軽い
飲食の場など、日常のシーンで役
立つだろう。

（有）ヒノキクラフト（静岡）
Cテーブル
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞11

【仕様・価格】579×532×710/7,200g/79,000円
【入手方法（連絡先）】セイコーヴィーバス　滋賀県彦根市稲枝町386-6　http://vee-vas.
com/、ここ滋賀　東京都中央区日本橋二丁目7-1東京日本橋タワー　http://cocoshiga.jp/

概要　滋賀県内のホテルや飲食
店、公共図書館、福祉施設などを
ターゲットとした椅子。日本人の体
格にあわせて、北欧から輸入され
る椅子より座面を低く、巾も狭くし
ている。ひじ掛け付きで、ゆったりと
座れ、立ち上がりやすくなった。ま
た座板の裏側にくぼみをつけること
で、椅子を引きやすくしている。

評価ポイント　強度や曲げにも耐
える県内のコナラを使った機能性
に優れた椅子。ホテル、旅館での利
用を想定したデザインは使いやす
い。製品をきっかけにグリーンツーリ
ズムや木育へもつながっている点も
素晴らしい。

滋賀チェアプロジェクト（滋賀）、（株）安藤製材所（滋賀）、（株）アアルズ（滋賀）、
Masahiro Minami Design（滋賀）

滋賀チェア
ライフスタイル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞12
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【仕様・価格】（「添」プラチナタイプ細身）5×23×23/6g/ペアで210,000円
【入手方法（連絡先）】GRAIN　ホームページ　http://www.ryukyu-grain.jp/
ネットショップ　http://www.grain-shop.com/、098-998-1743 050-3578-1743

概要　屋久杉は木目の細かさや、
色、模様に至るまで、他の木には無
いとても素晴らしいものを持ってい
る。樹齢千年以上の年月を生きて
きた屋久杉の様に、末永く寄り添
い幸せでいられる様にとの思いを
込め製作している。

評価ポイント　ブライダル市場に
ターゲットを絞って物語ある木材を
使っている点は面白い。夫婦の絆を
樹齢の長い木材で表現しており、暮
らしの中へ木材を取り入れるきっか
けづくりにつなげようという思いが
読み取れる。

GRAIN（沖縄）
屋久杉ブライダルリング
ライフスタイル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞13

【仕様・価格】225×12×60/10g/8,150円
【入手方法（連絡先）】内装材大問屋　https://oodonya.jp/

概要　現在、私たちは化学物質が
多く含まれた接着剤を用いた塩ビ
系の内装材に多く囲まれており、
日々有害な物質を吸い込んだり、ア
レルギーに苦しめられている。そん
な中、無垢の木材を用いた内装材
は健康にも環境にも優しい素材で、
その木材にデザイン性という付加
価値を加えて出来上がったのが弊
社の「ウッドタイル」。

評価ポイント　空間デザインを自ら
手掛けることができる楽しさを持ち、
市場としては大きい。DIYの市場で
も期待ができるため、今後デザイ
ン・バリエーションを増やしていくと
さらに拡大が期待できそうだ。

ニッカホーム（株）（愛知）、大問屋（株）（ 愛知）、 ウッドデザインパーク（愛知）
「ニッカブロック」のウッドタイルで木のある暮らしをもっと身近に
ライフスタイル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞14

【仕様・価格】70×40×230/150g/10,000円
【入手方法（連絡先）】www.jackendama.com　
https://www.youtube.com/watch?v=oLoOAVJL9Lo（movie）

概要　福島県の木ケヤキ材を使っ
たけん玉。福島の木材青壮年協会
と共同プロジェクトとして福島の木
材は上質で且つ放射線量も問題
ないという事をアピールする意味も
含めて開発。より高度な技を求め
る国内外のプレイヤーの為にシェイ
プ、デザイン、表面のフィニッシュ等
こだわり抜いて作った世界最高の
競技けん玉と自負している。

評価ポイント　世界に400万もプ
レイヤーがいるともいわれる、スポー
ツけん玉を福島県産材で製作した
提案性ある取組である。ケヤキの特
徴を巧みに活かした機能、デザイン
が海外でも高く評価されるだろう。

（株）WHIRLWIND（東京）
JAC KENDAMA FUKUSHIMA HOPE KEYAKI
ライフスタイル Ⅰ 遊具・玩具 入賞15

【仕様・価格】230×90×270/350g/7,800円
【入手方法（連絡先）】埼玉県ときがわ町役場・産業観光課　埼玉県比企郡ときがわ町桃木32

概要　ときがわ町から誕生祝い品
として１歳６か月児に配布している
積み木。歴史的な背景を有する巨
木をモチーフにした積み木のデザイ
ンは、立体的な形状とやさしさを感
じる曲線が相まって、ファーストトイ
としてのごっこ遊びから積み上げて
遊ぶまで、家庭において長い期間
遊びに用いることが可能。

評価ポイント　子どもが生まれた
時の最初の玩具として、親しみやす
い素朴でかわいいデザインである。
うまく積み上げるには少々慣れも必
要で幼少期の手先を動かす練習に
もつながるだろう。木へ触れる入口
としてよい。

埼玉県ときがわ町（埼玉）
ときがわ木つみ木
ライフスタイル Ⅰ 遊具・玩具 入賞16

【仕様・価格】646×305×42/4,200g/950,000円
【入手方法（連絡先）】GLIDE STORE（自社店舗）https://www.questrel.jp

概要　デザインと構造の均質化が
進むエレキギターの製品群におい
て、新たな顧客価値を創造するギ
ター。新素材として北海道産のハン
ノキやイタヤカエデ、新技術として
岩手県気仙地方で受け継がれて
いる宮大工の伝統技術、デザイン
はフェラーリや北陸新幹線等のデ
ザイナーとして知られる工業デザイ
ナーの奥山清行氏。

評価ポイント　洗練された意匠に
地域の卓越した技術が注がれ、魅
力的なギターを作り上げた。美しい
シェイプはインテリアとしても十分な
存在感があり、国産材ギターの価
値を一層高めてくれる。

（株）セッショナブル（宮城）
QUESTREL - SWOOD
ライフスタイル Ⅰ 楽器 入賞17

【仕様・価格】（小）150×150×195/1,100g/17,500円
【入手方法（連絡先）】那賀ウッド　http://www.nakawood.co.jp/

概要　徳島県の伝統的なお弁当
箱・遊山箱。拭き漆仕上げのため、
意匠性があるほか、食品容器として
も安心して使える。表面をノミ掘り
仕上として、リラックスして使用でき
る。経年による風合いの変化を感じ
ることができ、木製品への愛着を醸
成する。地域材の活用により林業
振興・地域活性化を目指す。

評価ポイント　工芸ではなく日常
使い用として、ピクニックや小旅行
で使えば贅沢な気分を味わえそう
な製品である。木目を活かした漆
の美しさは時間を経るとともになじ
み、愛着を持てるだろう。

川口指物家具工房（徳島）
Naka Yusan Bako　－遊山箱－
ライフスタイル Ⅰ 伝統工芸品 入賞18
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【仕様・価格】（ワークブース）1,000×1,000×1,925/75,000g/500,000円
【入手方法（連絡先）】イトーキ 全国の支店、販売店で販売　http://www.itoki.jp/

概要　公共交通機関の待合ロ
ビー用のベンチ、PCコーナー向
けブース。内外のビジネスマンや
SNS利用者など、モバイルワーカー
の利用を想定し、独立型のワーク
ブースと人数を限定しない大型ベ
ンチ、小スペースでも設置可能なス
ツールをラインナップしたロビー家
具シリーズ。

評価ポイント　軽やかさを有しつつ
も機能性も併せ持つ、和を思わせる
家具シリーズである。駅や空港、公
共施設などでの活用で、インバウン
ドにも木の美しさ、魅力を伝え、日
本文化が木とともに歩んできたこと
を感じさせるだろう。

（株）イトーキ（東京）、（有）マルヒ製材（岩手）、（株）シオン（岩手）、クリエイティ
ブノルム（東京）、（株）ナナミ（ 静岡）

待合ロビー用家具シリーズ「iVas」
ライフスタイル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞19

【仕様・価格】1,180×376×395/1,650g/50,000円
【入手方法（連絡先）】Rewire　http://rewire-df.com

概要　組み立て式でフラットパック
になり配送費も抑えられるので、各
種イベントや、簡易的に使用する場
面など、様々な場所で活躍する商
品。個人のインテリアとしても様々
な空間にコーディネイトする事がで
きる。間伐材を使用すれば地域の
活性化にもつながる。

評価ポイント　丸太の質感をその
ままに、組み立て、解体、運搬に優
れるアイテム。カラーリングや絵など
で自分だけの丸太ベンチをつくる
ことも可能である。アウトドアのアク
ティブな感覚と似合う。

Rewire（群馬）
Log bench
ライフスタイル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞20

【仕様・価格】（スタッキングチェア）600×500×700/8,000g/150,000円
【入手方法（連絡先）】イトーキ

概要　オフィスのミーティングルー
ム、セミナールームだけでなくホテ
ルなどの宿泊施設のホール、カフェ
など広範囲な用途に使用できる
チェアシリーズ。スタッキングが可能
な構造のチェア。チェアの座面は座
り易さを追及し身体に合わせた3
次元形状を採用。肘から背にかけ
て木目が自然に流れるよう材料に
も拘り製造している。

評価ポイント　スタッキングチェア
＆テーブル、レクターン（演台）をラ
インナップに持つシリーズで、用途、
場所を選ばない、シンプルだが木
の質感をうまく活かしたデザインが
よい。木質空間にマッチする使い方
で、その魅力はさらに増す。

やまなし水源地ブランド推進協議会（山梨）
FSC©スタッキングチェア　HUMISKI
ライフスタイル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞21

【仕様・価格】870×840×1,800/80,000g/2,500,000円
【入手方法（連絡先）】夢創工房　090-1181-1613（森谷）

概要　真庭の地で育った檜の仏
壇。使用する檜の見立てから木取
り、材の加工、彫刻まですべて一人
の職人がおこなう特別な一品に仕
上げた。仏壇は自身が生きている
間だけでなく、子孫にも残っていく
もので、檜の香り、ぬくもりと美しい
杢目を末代まで伝えていくことがで
きる。

評価ポイント　重厚感と圧倒的な
存在感が唯一無二の価値を見るも
のに伝える。世代を超えて使われ続
けることを読み込んだ、丁寧で繊細
な技能が、木のポテンシャルを引き
出している仏壇である。

夢創工房（岡山）
総真庭檜仏壇
ライフスタイル Ⅰ その他 入賞22

【仕様・価格】900×1,100×30/440g/15,000円
【入手方法（連絡先）】会津 中村豊蔵　http://www.toyozo.com

概要　海外で蕎麦を打つ日本人
が急増する中、よりコンパクトで携
帯性に優れためん棒の需要が高
まっている。木製つなぎめん棒は、
最長1m強の長さでも、スーツケー
スへの収納を可能にし、金具を一
切使用しない100%木材のため、
安心・安全に国際線の機内にも持
ち込みが可能。和食文化の継承と
保護に役立てていただきたい。

評価ポイント　可搬性のあるめん
棒というユニークかつ現代的な発
想の製品。そば打ちにとって、長く使
いたくなるような相棒、といった趣
である。日本の食文化と木材の関
係性の深さを改めて知らされる。

（有）中村豊蔵商店（福島）
木製つなぎめん棒
ライフスタイル Ⅰ その他 入賞23

【仕様・価格】700×700×1,800/10,000g/550,000円
【入手方法（連絡先）】http://www.washinonuno.com

概要　オリジナルの結婚式、気の
知れた仲間とアットホームな雰囲
気の披露宴パーティー。そんな結婚
式にぴったりなのは、人間の生活か
ら切り離すことのできない、いつで
も温もりを感じられる、木なのでは
ないかと考えた。間伐材から、『木
糸』を作り様々な質感の生地を活
かしてウエディングドレスとタキシー
ドを作った。

評価ポイント　木糸を使ったウェ
ディングドレスという、新たな木づか
いの用途の広がりを目指した開発
姿勢に共感した。想像以上にしっか
りとしたつくりになっており、アパレル
への木材利用という点で今後もアイ
デア次第で多様な展開が可能だ。

（株）和紙の布（大阪）、一歩舎デザインチーム（大阪）
Wood Harmony
ライフスタイル Ⅰ その他 入賞24
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【仕様・価格】
1,400×900×850/50,000g/132,000円
【入手方法（連絡先）】サイテック　sitecgarden.jp（販売）、
楽天sitecstore  http://www.rakuten.co.jp/sitecstore/

概要　ガーデニングは社会コミュニ
ケーションの発展や街の景観向上
に役立ち､観光の資源のコアにな
る経済活動として捉えることができ
る｡ ガーデニングに全ての人が参
加できるよう、着座姿勢や車椅子で
のガーデニングを可能にする｡素材
は手に触れて優しさを感じる国産
針葉樹を使用｡屋外で耐久性に優
れるヒノキアスナロを採用｡

評価ポイント　車いすに乗りながら
できるガーデニングキットという、高
齢社会の新たな提案に果敢に挑ん
でいる点に好感が持てる。高さがあ
るため、展示台としてもちょうどよい
高さで作品が見られるという効果も
ある。

（有）サイテック（北海道）
テーブル･レイズドベッド
ライフスタイル Ⅰ その他 入賞25

【仕様・価格】2,983.5×2,029×2,250/240,000g/4,000,000円
【入手方法（連絡先）】器プロジェクトhttp://utsuwa-project.com/

概要　情報とモノにあふれたこの
時代にシンプルに心が落ち着く空
間を提案した。木、紙、草、硝子、本
物の素材を使い組立分解できる和
室。これを「器」と名付けた。これまで
「普通」に使われてきた優れた日
本の技術や素材と、それを使い続
けてきた文化を見直し、時代に合う
市場を創造する。

評価ポイント　移動できる和室ユ
ニット、という枠を超えて、日本文化
や素材、技を詰め込んだショーケー
スのような空間である。場所を選ば
ず、多様なシーンでの活用が期待
できる。

器プロジェクト（大阪）
器プロジェクト
ライフスタイル Ⅰ その他 入賞26

【仕様・価格】（ポンスツール150）256×226×150/750g/9,800円
【入手方法（連絡先）】販売店を現在募集中

概要　未就学児童を対象にした木
製家具シリーズ。子どもの情緒に働
きかける天板の表情と明るい色使
い。安全性を考慮した角のない滑
らかなつくり。意匠、色使い、梱包
に至るまで統一感を出しつつ、幼い
ころより触れることで木の心地よさ
を体感することができる。

評価ポイント　カラーリングに特徴
があり、幼少時から木の良さに触
れるにふさわしい家具のシリーズに
なっている。丸みを帯びたフォルム
が使いやすさとともに玩具のような
チャーミングさも合わせ持つ。

（株）いさみや（北海道）
PON FURNITURE
ハートフル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞27

【仕様・価格】（アームレスチェア）420×500×720/3,300ｇ/400,000円
【入手方法（連絡先）】KOMA shop（弊社直営店）http://koma-shop.jp/

概要　広葉樹の硬度と粘りに鉋や
刀などの日本の伝統的な道具を
駆使することで10㎜厚まで削り込
むことが可能で、形成できる深い
三次曲面がドーム形状の強度を作
る。複雑な角度の強度設計により
堅く粘りのある広葉樹の特性が活
かされ針葉樹よりも強く軽くする事
ができた。日本の美意識「削ぎ落と
しの美」を追求した。

評価ポイント　研ぎ澄まされた形、
かつ軽量の椅子で、卓越した技が
広葉樹の魅力を引き出すことに成
功している。座面の曲面は包み込む
ような心地よさもあり、大切にした
い逸品となるだろう。

（株）KOMA（東京）
日本の広葉樹と技が創る削り出しの軽量椅子
ハートフル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞28

【仕様・価格】495×480×715/4,000g/50,000円
【入手方法（連絡先）】https://kitutuki.co.jp/、
飛騨の家具館（仙台・東京・高山・名古屋・大阪・福岡）　

概要　国産スギを圧縮加工して用
いた軽快なデザインのスタッキング
チェア、その名も“suginari(スギナ
リ)”。5脚までスタッキング可能。主
にパブリックスペースでの使用を想
定しており、軽量かつ強度を兼ね備
える。塗料や接着材には人や環境
に優しく安全なF☆☆☆☆対応の
ものを使用している。

評価ポイント　軽やかなデザインが
日常使いに適しており、シンプルか
つ機能的な製品である。実績ある
圧縮加工技術が実現した、杉材の
可能性を引き出した良質な椅子で
ある。

飛騨産業（株）（岐阜）
suginari
ハートフル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞29

【仕様・価格】（上下段セット）
1,010×2,120×850/58,500g/69,900円
【入手方法（連絡先）】通信販売ディノスのカタログ販売、
インターネットホームページ　http://www.dinos.co.jp/p/1334300190/

概要　睡眠の時は下段ベッドを引
き出し、朝目覚めたら上段ベッド下
に収納して住環境スペースに合わ
せて使える親子ベッド。天然木のナ
チュラルインテリアや檜の心地よい
香りが好みの方におススメしたい
国産檜を使用。下段ベッドはキャス
ター付きで動かしやすく、上段は布
団のズレ防止用ガード付き。通気
性のよいスノコ床板。

評価ポイント　親子で使うことを想
定した、特に都市部の狭小な空間
でも利便性の高いベッド。子どもが
毎日嬉しそうに自分のベッドを引き
出す様子が想像できる。１年で300
個という販売実績もその良さの証
明だろう。

（株）ディノス・セシール（東京）、（株）チヨダコーポレーション（広島）
ひのきが香る天然木親子すのこベッド
ハートフル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞30
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【仕様・価格】（アームレスチェア）420×500×750/2,300g/400,000円
【入手方法（連絡先）】KOMA shop（弊社直営店）http://koma-shop.jp/

概要　広葉樹の硬度と粘りに「蟻
組」や「ホゾ組」などの日本の伝統
的な技法を施すことにより７㎜厚
の部材で構成した格子の椅子。複
雑な角度の強度設計により堅く粘
りのある広葉樹の特性が活かされ
針葉樹よりも強く軽くする事ができ
た。日本の空間における美意識「空
間を遮らない透明感のある美しさ」
を追求した。

評価ポイント　格子状のインパクト
ある意匠が他にはない独自性を主
張しており、長く使いたくなる自分
の椅子、といった趣を醸し出してい
る。アート性を備えた技と素材を味
わう作品。

（株）KOMA（東京）
日本の広葉樹と技が創る格子の軽量椅子
ハートフル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞31

【仕様・価格】（木聞器セット）238×68×33/100g/12,000円
【入手方法（連絡先）】www.kikiki-japan.com、
オンラインストア　www.kikiki-japan.stores.jp

概要　樹木が自然にもつ香りや美
しさを愉しむパーソナルリフレッシン
グプロダクト。子どもの頃に削った
鉛筆のように木を削り出すと、美し
い木目が花のように広がり、木が
自然にもつ清涼感ある香りが漂う。
さらに「削る」という行為によって、
樹種による硬さや音、木目や色味
などの違いを五感を通して知ること
ができる。

評価ポイント　削るという行為で
各々の木の魅力に気づかせ、木との
コミュニケーションを深める。触感や
香り、木目など五感で感じることが
できるアイテムである。削りカスは木
粉として粘土などに利用できる。

HEREDIA KOMIYAMA design（広島）、松葉製作所（広島）
木聞器- KiKiKi
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞32

【仕様・価格】（Photo Frame Hinoki“star”）165×25×1,950/4,000g/23,000円
【入手方法（連絡先）】Have some fun! - Online Store　http://havesomefun.jp/store

概要　賃貸や柱が隠れた現代の
住環境等により、柱に子どもの身長
を刻む日本の良き風習がしにくく
なっている中、その柱の代用品とな
る約2mの天然無垢の桧を中心と
した木製身長計。「me-mori」は、
①目盛り、②メモリー（思い出）、③
meとmori（私と森→森や自然環
境を大切にしよう）という3つの意
味を内包。

評価ポイント　子どもの成長の記
録と柱のキズという記憶のアイテム
を現代版にアレンジしたユニークな
製品である。裏面をビー玉転がしの
遊具として使うこともできる。

Have some fun!（福岡）
木製身長計「me-mori～引越しできる柱のキズ」
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞33

【仕様・価格】121×121×70/80g/9,500円
【入手方法（連絡先）】会津 中村豊蔵　http://www.toyozo.com

概要　そば道具の本職用「こ
ね鉢」は、最低でも二尺(直径
60cm)となり、そのため材料は良
質な密度の高い大木が必要とな
る。本製品の汁椀は、そんな良質の
素材を長い年月乾燥させ、こね鉢
の一部として成れずに、眠っていた
素材を有効利用することで生まれ
た。表面の仕上げは、地元会津で
採れた漆を上塗りに使用。

評価ポイント　一見、普通の椀だが
その物語が奥深い。そば道具に精
通した事業者による、木を大切に使
い尽くしたいという思いが生んだ、
こだわりの品である。

（有）中村豊蔵商店（福島）
とち椀　総溜糸尻木目漆
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞34

【仕様・価格】35×35×80/15g/700円
【入手方法（連絡先）】青森市

概要　ブナの木口を加工した葉っ
ぱが水を吸収して見る見るうちに
開き始める。水の代わりにクロモ
ジ水等のハーブウォーター等を利
用することで、玄関や祈りの空間
を演出する芳香グッズとして応用
できる。世界遺産のブナ原生林白
神山地を抱く青森県から生まれた
作品。

評価ポイント　水を含むとみるみる
うちに葉が開く、木の持つ特性を活
かした面白いアイテム。科学教材の
ひとつとしても使えるが、インテリア
雑貨として飾ってもかわいい。

（特非）おどろ木ネットワーク（青森）
おどろ木
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞35

【仕様・価格】（ボックスタイプ）120×120×100/100g/8,000円
【入手方法（連絡先）】相原木材（メール・電話で注文）

概要　薄くスライスした木で作り上
げられた花。木が持つ温かみと花
が持つ美しさの両方を感じる事が
出来る。国産の天然の木で作られ
た花々が大切な方へのギフト・記念
日はもちろん、あらゆる空間を演出
する。

評価ポイント　ふわふわで優しい
触感の、花を模ったアイテムでギフ
ト需要などに応えてくれる。多様な
樹種の違いを楽しむこともでき、造
形も自由度が高い。

相原木材（株）（山形）
MOKUKA
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞36
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【仕様・価格】65×500×64/900g/8,900円
【入手方法（連絡先）】www.uchida-power.jp、アマゾン　https://www.amazon.co.jp、
ディノス　https://www.dinos.co.jp、東急ハンスストア　https://hands.net/

概要　地域産スギを100％使用し
た足底筋のトレーニング器具。スギ
の軽量さ、肌触り、香り、温もりを活
かし、リラックス感覚でのトレーニン
グ継続性をねらいとする。主な効果
は下半身の疲労解消とバランスの
向上、筋肉強化。形状は熟練職人
の手で、足裏の土踏まずのアーチ
構造に沿ったフォルムに仕上げて
いる。

評価ポイント　青竹踏みのような
心地よさを味わえる機器。素足で乗
ることで木の柔らかさ、温もりを直
接感じることができる。

（有）内田販売システム（岩手）
アーチドクターＡＱ
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞37

【仕様・価格】65×600×65/700g/6,800円
【入手方法（連絡先）】www.uchida-power.jp、
アマゾン　https://www.amazon.co.jp、東急ハンズストア　https://hands.net/goods

概要　地域産スギを100％使用し
た下半身のトレーニング器具。独自
に開発した坂道形状で、脹脛（ふく
らはぎ）から下半身全体を効率よく
ストレッチする。スギの軽量さと肌触
りを活かすことで、リラックスした感
覚で気軽に継続可能なトレーニン
グをねらいとしている。主な効果は
下半身の筋力強化、腰痛予防、疲
労解消。

評価ポイント　木材を使ったトレー
ニング機器で冷たさを感じることな
く、気軽に部屋で練習できる。大学
との連携でその効果検証もきちん
と行なっている。

（有）内田販売システム（岩手）
キュットピット
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞38

【仕様・価格】85×900×63/1,400g/9,000円
【入手方法（連絡先）】www.uchida-power.jp、
楽天　http://www.rakuten.co.jp、
野球用品専門店スワロースポーツ　https://www.4860.jp

概要　地域産スギを100％使用し
た股関節および体幹強化のトレー
ニング器具。スギの軽量さを活かす
ことで、室内等での利用も可能とし
ている。また、木材の加工自由度を
活かし、外側と内側の傾斜を分ける
ことにより、競技に合わせた体幹ト
レーニングのバリエーションに対応
している。トレーニング解説動画も
SNSで公開中。

評価ポイント　体幹トレーニングを
気軽にできるアイテムで木材の加
工のしやすさを活かし、微妙な角度
をつけるなど細部への工夫がある。
スポーツ用機器の領域に木材を活
用する点でその有効性を示した。

（有）内田販売システム（岩手）
レッグコアー900
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞39

【仕様・価格】55×240×55/1,000g/4,800円
【入手方法（連絡先）】www.uchida-power.jp、アマゾン　https://www.amazon.co.jp、
楽天　http://www.rakuten.co.jp、東急ハンスストア　https://hands.net/

概要　グリップ部分に地域産ブナ
を使用した手首肘のトレーニング
器具。ブナの温もりを活かすこと
で、接触時のストレス軽減効果を
図っている。また、ブナはスギよりも
硬いため落下時の破損防止にもな
る。さらに、木材の加工自由度を活
かし、グリップ部分の差込方向で口
径の広狭を分け、鍛える部位で使
い分けを可能としている。

評価ポイント　指を開いた状態で
一般的なダンベルでは使わない筋
肉を鍛えることができる。ブナの硬
さを活かした耐久性も、持ち上げる
トレーニング機器という特性上、重
要なポイントである。

（有）内田販売システム（岩手）
フィンガーゴリラ
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞40

【仕様・価格】148×100×2/15g/1,000円
【入手方法（連絡先）】空知単板工業開発部　
0125-38-8001　http://www.sorachitanpan.com/

概要　天然木の薄単板でつくった
ポップアップカード。モチーフデザイ
ンによって、クリスマス・誕生日など
の個人需要のみならず、イベントノ
ベルティ・木育用教材などの団体・
法人需要にも利用できる。木製な
がら、薄くて立体的な表現ができる
木製ポップアップカードは、癒しの
他、驚きも与えてくれる。

評価ポイント　身近なポップカード
を木材を活用して作り、ノベルティ
などの利用に面白い。デザインや絵
柄のアイデアを学校や消費者との
コラボでつくるなど参加型の製品も
期待できる。価格を抑えている点も
有効。

空知単板工業（株）（北海道）
木製ポップアップカード
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞41

【仕様・価格】225×3×300/50g/1,980円
【入手方法（連絡先）】http://www.kinomeishi.com/

概要　平面素材である木の紙をス
ナップボタンで留めることで立体造
形を可能にした。子供から大人ま
で楽しめる商品となっており、特に
子供にとっては木のぬくもりを感じ
ながら、木に色を塗り、立体パズル
のように組み立てるという知育的・
木育的な側面も持つ商品となって
いる。

評価ポイント　木の紙をスナップで
とめる立体パズルのような楽しく、
かわいい製品である。指先を使う動
作は子どもの頃から大切な行為で、
プレゼントやワークショップにも使
え、幅広いニーズに応える。

（株）クレコ・ラボ（東京）
木の紙スナップ　動物シリーズ
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞42
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【仕様・価格】（杉ゆず・小箱）30×85×27/30g/600円
【入手方法（連絡先）】那賀ウッド　http://www.nakawood.co.jp/

概要　木材と木の精油を原料に使
用した「木の香り」を楽しむお香。
原料は全てこだわった自然素材。
自然の香りでゆっくりリラックスして
いただける。杉に地元のゆずを加え
た「杉ゆず」と「ひのき」のラインアッ
プをそろえた。地域材の活用により
林業振興・地域活性化を目指す。

評価ポイント　香りという五感の刺
激に着目したリラクゼーション製品
で、樹種ごとの違いを楽しむなど、
身体で感じる木の魅力がよい。素材
としての木材の利用、暮らしへ潤い
を提供する活用方法は今後のトレ
ンドと考えられる。

（株）那賀ウッド（徳島）、三国堂（兵庫）
Woody Incense -木の香-
ハートフル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞43

【仕様・価格】（ママスプーン）165×25×10/6g/2,000円
【入手方法（連絡先）】http://mokko.co.jp/

概要　「匙先がまるいと切り分け
が難しい。だったら、平らにしたらど
うだろう」母になった私の意見と、
子供の食べる様子を観察しながら
「あったらいいな」を取り入れて
いったスプーン。キズがついたり少
し欠けてしまった場合には、削って
形を整え、やすりをかけ、普段お使
いの食用油で磨けばまた使える。

評価ポイント　食育の第一歩であ
る、幼少期の食べ始めに適した素
朴ながら利便性に配慮した木製カ
トラリーである。口に入れた際にも
冷たくなく、食材の切り分けも楽な
ど細部にわたるやさしさが読み取
れる製品。

（有）柳澤木工所（長野）
もぐもぐスタート
ハートフル Ⅰ キッチン・食器 入賞44

【仕様・価格】80×80×93/15g/1,950円
【入手方法（連絡先）】販売用ウェブサイト　http://www.tougeishop.co.jp/　

概要　ご家庭でお茶などを飲む時
に、木のぬくもりや木肌への触り心
地を感じていただけるコップ。陶器
に木を融合させることで、木と土の
自然界での調和を感じられる。熱い
お茶を入れても、中空構造のため
熱くなりにくく、すぐに手で持てる。
手入れは通常の食器のように洗剤
での水洗いと簡単。

評価ポイント　岐阜の美濃焼と岐
阜県産材を活かし、ユニバーサルデ
ザインなコップを開発した。異素材
との組み合わせ、持っても熱くなら
ない機能性、洗浄も特別な手間が
いらないなど暮らしを彩る製品とし
て評価できる。

（有）籐芸（三重）
木影～kokage～
ハートフル Ⅰ キッチン・食器 入賞45

【仕様・価格】5×35×30/5g/1,500円
【入手方法（連絡先）】「大工小屋　甲斐」の店舗に連絡のうえ入手、
shop＆cafe然（http://zen-cafe.jp/shop.html）の店舗で購入

概要　利用されずに山で伐り捨て
られたスギを使って製作した「ス
プーン・フォーク使用補助具」。熊
本県阿蘇地域の木工作家と山師
の”もったいない”という想いと「手
の不自由な方のお役に立てれば」
との想いから生まれた作品。特許
庁から意匠登録をもらっている。

評価ポイント　木材を使った補助
具のため冷たくなく、ほどよい柔ら
かさが使いやすい。握力が弱い人で
も一般的な食器を使って家族と一
緒に食事を楽しめる。

大工小屋甲斐（熊本）、北宮塾（熊本）
スプーン・フォーク使用補助具
ハートフル Ⅰ キッチン・食器 入賞46

【仕様・価格】（眠り杉枕・白）630×430×90/2,300g/15,000円
【入手方法（連絡先）】すやみん工房　
http://item.rakuten.co.jp/toyamawebshop/1010000001/ ほか

概要　「眠り杉枕」は、間伐材割り
箸を約500膳刻んだ杉チップ（約
6ｍｍ角）を中材にした、これまでに
ない枕。安眠効果の高い香り成分
「セドロール」と、クッション性抜群
の寝心地で、森林浴をするかのよう
な心地よい眠りを届ける。通気性、
快適な寝心地、使い勝手など、高
次元でのバランスを追求した。

評価ポイント　割り箸の加工技術
から生まれた、木の持つ効能を快
適な睡眠に活かした現代ニーズに
応えるアイテム。機能性やデザイン
性が高く、メディアにも注目され、海
外に販売実績もある。

（株）磐城高箸（福島）、遠山産業（株）（愛知）
眠り杉枕
ハートフル Ⅰ 寝具 入賞47

【仕様・価格】700×1,200×30/4,500g/575,000円
【入手方法（連絡先）】日本の匠と美　ほさか　http://hosaka-n.jp

概要　寝具業界の定説である快
適に眠るための定義、吸放湿効果
は寝具の素材として木材チップ・麻
綿は最高峰にある。その木材チップ
と麻綿を混合したモノを敷き布団
の中材として商品を開発した。弊社
オリジナル木材カールチップ（特許
製法）は、素材の性質上において
吸放湿効果が既存の寝具素材に
比べはるかに上回る。

評価ポイント　睡眠は現代人に
とって極めて重要なテーマであり、
さまざまな製品が登場しているが、
乳幼児用に木を使った上質な製品
はあまり存在していない。汗をかき
やすい乳幼児にとって木材チップや
麻綿の機能はありがたいものであ
ろう。

（有）榊工業（山梨）、浅尾繊維工業（株）（島根）、（株）麻絲商会（滋賀）
赤ちゃん用布団3点ｾｯﾄ（敷き布団、敷きパッド、掛け布団）
ハートフル Ⅰ 寝具 入賞48
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【仕様・価格】500×270×70/1,600g/27,000円
【入手方法（連絡先）】日本の匠と美　ほさか　http://hosaka-n.jp

概要　独自のカール形状が、独特
の空気層を作り出し爽やかに休む
ことができる。その木材チップと麻
綿を混合したものを枕の中材とし
て商品を開発した。ユーザーは、全
ての成人（特に汗かきの人）。自然
素材にこだわり環境負荷が少なく
人にも地球にも優しい商品。

評価ポイント　中材の形状に工夫
を凝らし木材の効能をさらに向上さ
せて、柔らかさや温かさがある枕を
開発した。適度なクッション感が包
み込むような感覚をもたらし、健全
な睡眠を後押ししてくれるだろう。

（有）榊工業（山梨）、浅尾繊維工業（株）（島根）、（株）麻絲商会（滋賀）
大人用枕
ハートフル Ⅰ 寝具 入賞49

【仕様・価格】72×104×30/150g/4,000円
【入手方法（連絡先）】ビッグウィル（0883-79-3300）にて受注生産（現在）

概要　こどもから大人まで、誰もが
楽しく遊べる「トランプ」の素材に
国産材を使用した。樹のぬくもりが
感じられる、ちょっと贅沢なトラン
プ。表と裏で異なる素材を使用する
ことにより、材によって色や手触り
が違うことが実感でき、国産材のも
つ豊かな表情を直に感じ取ること
ができる。

評価ポイント　競技としてのトラン
プというより、楽しく木の触感や香り
を楽しむツールととらえる方がよい
だろう。つき板シートを両面貼り合
わせで製作されており、地域材を使
えばオリジナルモデルも可能、土産
品などにも応用できる。

（株）ビッグウィル（徳島）
国産材・樹のトランプ
ハートフル Ⅰ 遊具・玩具 入賞50

【仕様・価格】（はがきサイズ 　富士山麓ヒノキ無垢材5mm厚）148×100×10/77g/4,000円
【入手方法（連絡先）】公式ストアobakepuzzle.com、
10月から予定：道の駅 小国、12月から予定：道の駅 朝霧高原

概要　木のあたたかい質感・魅力
を最大限に活かす、シンプルで裏
表のない、おばけのデザインによる
難易度の高いパズルシリーズ。11
ピースのモデルはシンプルなデザ
インで3歳でも完成できる一方、大
人でも難解で手に触れると驚きを
持って受け入れられる。

評価ポイント　かわいいおばけがモ
チーフだが、実際にやってみるとな
かなか難しい。シンプルなつくりな
がら、独自のデザインで広くSNS等
で拡散されている点がユニーク。

Takewari（株）（東京）、デジタルファブリケーション（株）（静岡）、小国町森林組
合（熊本）、ファブラボ小国β（熊本）、正プラス（株）（岐阜）

おばけパズル
ハートフル Ⅰ 遊具・玩具 入賞51

【仕様・価格】40×40×40/23g/300円
【入手方法（連絡先）】小谷村キハダ生産組合（小谷村役場観光振興課農林係内）

概要　大量のキハダボールを大型
の容器に入れ、キハダボールプー
ルとして活用した。芯材も使用した
ことから顔に見えるボールがあり、
「キハダマンをさがせ！」と称し子
供たちがワクワクしながらキハダマ
ンたちと遊ぶこともある。数個を手
に持ってお年寄りの運動効果も期
待できる。

評価ポイント　木材の意匠を、顔に
見立てる面白い発想だ。ふたつとし
て同じ模様のない木の不思議さ、
美しさを楽しみながら感じることが
できる、良質で温かみのある知育玩
具である。

小谷村キハダ生産組合（長野）、酒井産業（株）（長野）
キハダボール
ハートフル Ⅰ 遊具・玩具 入賞52

【仕様・価格】（つみきピース大）15×30×120/24g/3,800円
【入手方法（連絡先）】那賀ウッド　http://www.nakawood.co.jp/、
子育て支援ネットワークとくしま　http://knet-tokushima.jp/

概要　杉のつみきと桧のボール。
厚いタイプ（大ピース）と薄いタイプ
（小ピース）があり、タワーをはじめ
としていろいろな造形につんで遊
べる。つみきのピースサイズを小さ
いお子様も持ちやすく調整。年齢に
応じて様々な遊び方が可能。ボー
ルを使ってボウリングなどの遊びも
広がる。

評価ポイント　シンプルな積み木
とボールの組み合わせで、遊び方
は無限の可能性がある。積むだけ
でなく、壊すときの音もよい。子ども
の発育過程で大切な、「繰り返し、
つくって、こわす」という行為を誘発
する。

（株）那賀ウッド（徳島）
つむたん
ハートフル Ⅰ 遊具・玩具 入賞53

【仕様・価格】（サンブスギ）210×1×297/20g/8,000円
【入手方法（連絡先）】山二建具　https://www.yamanitategu.com

概要　今まで無かった木の名刺用
紙。特殊なマイクロミシン加工され
た用紙は、レーザープリンター汎用
機器で簡単に両面カラー印刷をし
て印刷後に簡単に名刺サイズに切
り分ける事ができる。今までの外注
費用を削減し、自身で簡単に名刺
印刷作業が行え、しかも国産材の
木の名刺用紙としてより多くの方
の利用が見込める。

評価ポイント　一般の用紙のよう
にオフィス等で印刷できる名刺用
の薄い木材。デザイン、レイアウトが
自在になることで、バリエーションを
増やすことができ、イベントやノベル
ティにも活用できそうだ。

（株）山二建具（千葉）
ちばの木・勝負名刺
ハートフル Ⅰ 文具 入賞54
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【仕様・価格】64×64×28/約150g/5,000円
【入手方法（連絡先）】1000ga.net

概要　本作品は、上品に道具を利
用する人のための木製の巻尺（コ
ンベックス）である。プラスチック製
の工業製品とは異なる、身に付け
る道具、飾る道具としての巻尺であ
る。手に納まるコンパクト性や尺貫
法の利用、手掛けなどの細工など、
手加工ならではのものづくりを手
掛けている。

評価ポイント　一見、巻尺とは見え
ない意外性、机に置いても違和感
のない木の質感、樹種による色や
触感の違いなど、これまでにないこ
だわりの製品である。職人のこだわ
りの持ち物としてもニーズがあると
考えられる。

せんがもとなか工房（神奈川）
杢の巻尺
ハートフル Ⅰ 文具 入賞55

【仕様・価格】（寺院・神社用）110×17×161/200g/1,800円
【入手方法（連絡先）】楽天市場などのショッピングサイト　
https://item.rakuten.co.jp/ngm-altar/tenryu-shuin01/
（杉の温もり御朱印帳 寺院・神社用）

概要　杉の木を使用した御朱印
帳。寺院や神社への参拝の証とし
て頂ける「御朱印」をもらうための
帳面。老若男女問わず、寺院・神社
どちらの御朱印を頂くことができる
シリーズラインナップ。神社用・寺院
用・寺社用の各デザインを展開中。
和モダンなデザインの彫刻が特徴
的。ご朱印と共に写真等を貼る事
で想い出のアルバムに。

評価ポイント　近年、若い女性にも
御朱印集めが人気になっている。
杉の表情と質感が、ちょっと他の人
とは違うこだわりを表現したい時に
ぴったりである。長く使いたくなるシ
ンプルさもよい。

雑貨とお仏壇なごみや（静岡）
杉の温もり御朱印帳シリーズ
ハートフル Ⅰ 文具 入賞56

【仕様・価格】（クロガキ製名刺入れ）
100×65×8/25g/6,000円
【入手方法（連絡先）】「大工小屋　甲斐」の店舗に連絡のうえ入手、
shop＆cafe然（http://zen-cafe.jp/shop.html）の店舗で購入

概要　利用されずに山で伐り捨て
られたり、処分されるはずだった木
を使って製作された木製名刺入
れ。ヒノキ、クロガキ、ヤマグワ、カイ
ヅカイブキの４種類。この名刺入れ
は、熊本県阿蘇地域の木工作家と
山師の”もったいない”という想い
が重なって生まれた作品。名刺交
換する際の話題提供には持って来
いである。

評価ポイント　普段はあまり市場
へ出回らない樹種も含め、材を大
切に使いたいとの思いから生まれ
た木製の名刺入れ。樹種ごとに表
情が異なり、初めての名刺交換の
際にも話題になりそうなインパクト
がある。

大工小屋　甲斐（熊本）、北宮塾（熊本）
木製名刺入れ
ハートフル Ⅰ 文具 入賞57

【仕様・価格】（ペンステイセット・秋田杉、イタヤカエデ、ケヤキ他）18×18×152または16×16×
152/26g/4,000～4,300円
【入手方法（連絡先）】47club：http://www.47club.jp/05M-000038nkm/goods/
detail/10080102/、とみや文具店（秋田市）、今野文具店〈湯沢市）

概要　国産の木材を素材にした木
製のボールペン。握って使える文房
具なので、木の触感や香りがダイレ
クトに伝わってくる。ひとつの素材
からキャップ、軸、ペンステイ等を削
り出し、素材の無駄を極力少なくし
た。末永く使用できるように、リフィ
ルは交換可能。素材、太さ、形、機
能で選択できる。

評価ポイント　ひとつの材から木
工旋盤で削り出した、重厚ながら書
き味もよいボールペンである。樹種
の硬度や密度に合わせ形状を工夫
するこだわりもあり、ギフトを中心に
おしゃれなアイテムとして喜ばれそ
うである。

（有）中野木工（秋田）
天然木のボールペン　ペンステイセット
ハートフル Ⅰ 文具 入賞58

【仕様・価格】（Ezo's Ukulele Costom）
160×70×550/370g/210,000円
【入手方法（連絡先）】山野楽器本店　東京都中央区
銀座4-5-6、光栄堂楽器店　北海道札幌市中央区
南2西5-12狸小路5丁目、ウクレレショップポエポエ　
東京都目黒区祐天寺2-15-16

概要　北海道産のアカエゾマツ材
を使ったウクレレ。優しく柔らかで
余韻が残る綺麗な音色を奏でる。
音色の良さに加え、白く美しい外観
と、軽く弾きやすいことも大きな特
長。音量も大きく、軽さとの相乗効
果で弾く人のストレスが少ない。生
産は、伐採～製材～乾燥～製造～
販売まで一貫した協力体制を確立
した。

評価ポイント　アカエゾマツはピア
ノやバイオリンに使われるほど音響
特性に優れているが、希少種であり
入手も難しい。国産ウクレレにこだ
わり、材の選定・調達を実施、海外
産にひけをとらない音色の製品に
仕上がった。意匠も美しく軽量で長
時間弾いても疲れにくい。

（株）クワイアン（北海道）、三ッ葉楽器（株）（群馬）、（特非）森の生活 （北海
道）、山本組木材（株）（北海道）、ウクレレ四弦舎 （福岡)、きゃさ工房 （北海道）

北海道産アカエゾマツ材のウクレレ”Ezo's Ukulele”
ハートフル Ⅰ 楽器 入賞59

【仕様・価格】（杉材W2,400ワイヤーストレージスペー
ス付・天板ナチュラル・エッジヘアライン・黒焼付塗装）
2,400×1,100×733/80,000g/1,365,000円
【入手方法（連絡先）】三越伊勢丹プロパティ・デザイ
ン環境創造事業部建装営業部インテリア家具担当　
ショールーム　東京都大田区東六郷3-1-19　
03-3736-3372

概要　オフィス用会議テーブル。国
内産材に拘り、特に針葉樹板目の
木目の美しさをＷＰＣ技術による硬
化作用により実用性を損なわず実
現。日本の美をミニマルデザインに
求め日本刀に通じる無駄を排した
シャープな意匠を纏った。日本刀の
部位より「茎」と命名。

評価ポイント　会議や交渉の緊張
感を解きほぐす、木の美しさや柔ら
かさを前面に押し出し、かつ洗練さ
れたデザインに仕上がっている。天
板の薄さが圧迫感を与えず、重厚
な会議室でも、一般的なミーティン
グテーブルでも使えそうである。

（株）三越伊勢丹プロパティ・デザイン（東京）
ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ　ＴＡＢＬＥ　「茎」ＮＡＫＡＧＯ
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞60
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【仕様・価格】（4人用チェア背付タイプ）2,070×540×630/40,000g/350,000円
【入手方法（連絡先）】イトーキ　全国支店及び全国代理店、イトーキのホームページにて購入可能
https://www.itoki.jp/solution/eco/econifa/lineup/index.html

概要　量販店からカフェに至るさ
まざまな店舗向けに開発した「マー
ケットベンチ」。木造住宅用構造材
として使用されているスギ、ヒノキ
の柱材と丸パイプで構成されたデ
ザインで、素朴さとスタイリッシュさ
を兼ね備えた。

評価ポイント　スギ、ヒノキの柱材
と丸パイプで構成された、シンプル
だが機能性に優れたベンチである。
東京や神奈川の水源地である山梨
県の地域材を活用、物語性と合わ
せて使い手に訴求している。

やまなし水源地ブランド推進協議会（山梨）
マーケットベンチSolatio
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞61

【仕様・価格】（3人用チェア背付タイプ）1,904×516×660/40,000g/444,000円
【入手方法（連絡先）】イトーキ　全国支店・代理店・販売店にて販売

概要　駅や空港などの公共交通
機関の待合スペースやコンコース
への設置を想定したベンチで、公
共交通機関特有の利用者対策（泥
酔対策や必要以上の滞留防止）を
考慮した意匠と機能を備えている。
木材と金属を使い、耐久性を持ち
ながらも無垢材特有の素朴さと温
かみを持たせた。

評価ポイント　素朴さもありなが
ら、公共交通機関向けという不特
定多数の利用をにらんだ工夫があ
る点がよい。背付きや背なし、テー
ブルなど用途、規模に応じて選択
肢が多いことも大切なことである。

やまなし水源地ブランド推進協議会（山梨）
ステーションベンチ　Enpatia
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞62

【仕様・価格】690×440×640/8,000g/60,000円
【入手方法（連絡先）】小谷村キハダ生産組合（小谷村役場観光振興課農林係内）

概要　小学校で使用する学習机
をキハダ材により製作した。シンプ
ル、スリムを追求し、世界に通用す
るデザイン性の優れた机である。軽
量化を図るため、プラスチックのトレ
イにキハダ材のアタッチメントを取
り付けることで引出化する工夫を
行っている。

評価ポイント　皮生産のために伐
採されるキハダを有効活用すること
で地域の課題を解決し、かつ子ども
や学校にその価値を伝える意義あ
る取組。天板の発色が美しく、これ
までにない贅沢な学習机になった。

小谷村キハダ生産組合（長野）、小谷小学校（長野）、秀太郎工房（長野）
キハダの学習机
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞63

【仕様・価格】600×350×1,400/5,000g/29,900円
【入手方法（連絡先）】エム工房　kobo2003@fuga.ocn.ne.jp、
京都府森林組合連合会www.kyoto-shinrin.jp

概要　「板壁」イメージの全くない
光あふれる木製パーテーション。採
光面は全体の５０％、取外しも可
能で、和紙、切り絵、押し花なども
挿入できる機能性も備える。アルミ
バーやアクリル板との組合せは天
然木を一層引き立たせる。学校、
事務所、各公共施設等での使用を
想定。

評価ポイント　他素材との組み合
わせで、木製パーティションながら
装飾次第でインテリア的な使い方
も可能である。オフィスだけでなく、
学校、図書館、ＰＣブースなど多様
な場面で利用できそうだ。

（有）エム工房（和歌山）、京都府森林組合連合会（京都）
Ｅメイクパーテーション
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞64

【仕様・価格】345×318×490/3,000g/14,000円
（オーダーメイドのため、その都度価格は異なる）
【入手方法（連絡先）】www.kidsdesignlabo.com

概要　もっと木の温もりを感じてほ
しいという思いから始まった幼稚
園や保育園へ木の良さを活かした
良質な家具を届けるプロジェクト。
国産木材を国内工場で製作、天然
塗料で木目を活かす、工場から直
接輸送しコストを削減、受注生産で
在庫を抱えず自由にカスタム、など
デザインや工法を工夫し、良質で低
価格な木の家具を実現。

評価ポイント　価格を抑え、木材の
良さに直に触れられるようあえてカ
ラーリングをせずに、素材そのもの
を活かした愛着の持てる製品。幼・
保育園の木質化が進むなかでそこ
で使われることを意識した良質な
取組。

(株)日比野設計＋幼児の城（神奈川）、(株) KIDS DESIGN LABO（神奈川）
Youji no Shiro Furniture Project
ハートフル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞65

【仕様・価格】（Long SlowP 2m）165×25×1,950/4,000g/36,000円
【入手方法（連絡先）】Have some fun! - Online Store　http://havesomefun.jp/store

概要　元 『々me-mori』という木
製身長計の裏面にオプション加工
し、子どもに大人気を博したことから
『SlowP』という別ブランド化した
ビー玉転がしシリーズ。一般客のみ
ならず、幼稚園、商業施設等への販
売の他、レンタル事業も推進。木製
に拘り、ビー玉同士や木とあたる音
の美しさや木の温もりが高評価。

評価ポイント　木目の板の上をカ
ラフルなビー玉が転がっていく様子
を見るのは実に楽しい。長さがある
ので、さまざまな動きが起こり、音も
軽快。身体性を伴う木製遊具として
とてもよい。

Have some fun!（福岡）
SlowP（スロープ）
ハートフル Ⅰ 大型遊具 入賞66
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【仕様・価格】（もくもくトリデPCA-001）
6,050×2,820×3,600／1,250,000g／2,600,000円
【入手方法（連絡先）】ザイエンス営業本部景観エクステリア部（直販）
http://www.xyence.co.jp/、ほか北海道営業所、北関東営業所、大阪営業所、
広島営業所にて販売

概要　公園、学校、幼稚園などに
設置し、子ども達の屋外での遊び
を促進する木製遊具。受注生産品
なのでお客様の要望、設置場所の
スペース、予算などに応じて様々な
組合せが可能。また地域産材の活
用も可能。適切な保存処理によっ
て屋外でも永く使うことができる。
国交省指針、遊具の安全規準適
合品。

評価ポイント　樹脂・鉄製が多くを
占める屋外遊具を国産材で製作、
耐久性・耐候性も優れている。身体
を使って木製遊具で遊ぶことで、木
の魅力がさらに伝わることだろう。

（株）ザイエンス（東京）
木製遊具もくもくトリデ
ハートフル Ⅰ 大型遊具 入賞67

【仕様・価格】8,000×2,050×2,500/300,000g/3,600,000円
【入手方法（連絡先）】www.kidsdesignlabo.com

概要　〝子どもスケールの小さな家″。
本物の木が持つ温もりや手触りを
感じ、自由な発想で遊んでほしいと
いう思いから、『Ouchi』の中の要
素をすべて木で作った。化学塗料
などは一切使用せず、木材の経年
変化を肌で感じ、ものを大切に扱う
ことを自然と身につけることのでき
る遊び場とした。

評価ポイント　屋内空間にある小
さな家というコンセプトで、木に囲
まれながら、ごっご遊びなどで対人
関係を学ぶ時期にとてもよいアイテ
ム。幼児期にこうした体験をするこ
とは、成長後も自然素材を選ぶ選
択眼を養うことにつながる。

（株）日比野設計＋幼児の城（神奈川）、（株）KIDS DESIGN LABO（神奈
川）、学校法人清風学園（佐賀）

Ouchi
ハートフル Ⅰ 大型遊具 入賞68

【仕様・価格】1,000×500×800/15,000g/10,500円（看板除）円
【入手方法（連絡先）】静岡県森林組合連合会　静岡事業所　購買課　054-648-0045

概要　景観に配慮したバリケード。
通常のオレンジと黒のバリケードで
は目立ちすぎ、景観を阻害してしま
う場合に利用する。主に人通りの
多い商店街や市街地、歴史的な建
築物の周辺に使用することを目的
としている。看板製作を静岡市内
の障害者支援施設と連携して行
い、仕事の創出と目立つ場所への
設置によるモチベーションの向上も
見込む。

評価ポイント　用途が漸減してい
る小径木の県産材を円柱加工して
活用、景観にマッチする製品になっ
た。素朴さがかえって目を引き、違
法駐輪が設置前の半分になったと
いう効果もうなづける。

静岡県森林組合連合会（静岡）、エム工房（和歌山）、全国森林組合連合会（東
京）、静岡市役所公園整備課（静岡）、（一社）モリス（静岡）

森のバリケード
ハートフル Ⅰ その他 入賞69

【仕様・価格】100×80×860/580g/180,000円
【入手方法（連絡先）】工房　銘木史自社店舗　http://meibokushi.com

概要　木の持つ美しさ、温かみを
感じて頂くための、木製ヘッドに木
製シャフトを装着したパター。設計、
開発、試作、製品化までに４年の歳
月を掛け作った。設計開発コンセプ
トの譲れない条件は、綺麗な事、長
く愛着を持って使える事、ボールを
包み込む様な打感、一番はカップイ
ンする事、である。　

評価ポイント　木製シャフトは技術
的にも、意匠的にも難しいと思われ
るが、職人の曲げ組子技術を応用
して、見事にクリアした。ゴルフ用品
へ木材利用を取り入れる先進的な
試みで、他のスポーツ用品でもチャ
レンジに期待したい。

工房　銘木史（愛知）
木製パター
ハートフル Ⅰ その他 入賞70

【仕様・価格】100×150×830/530g/55,000円
【入手方法（連絡先）】パークゴルフ北海道、ｅパーク、ＳＰヤザワ、リペアショップチョイス、
マルシンねっとサービス、瑞宝舎,ダルパ、相武ゴルフ

概要　パークゴルフプレイヤー用製
品。独自の乾燥技術により含水率
7%以下を実現、強固な耐久性、打
感の爽快さを生み出した。木目の
意匠性を活かす塗装、塗膜により
木本来の個性・美しさを表現した。
地産地消を目標に国産材のメジロ
カバ、イタヤ、などを積極的にクラブ
ヘッドの材料として利用したり、製
品化するよう努めている。

評価ポイント　パークゴルフは高齢
者の健康増進以外にも観光地や
荒れ地利用などさまざまな理由で
実施されている。パターゴルフ用具
に地域材を活用することで、その土
地の持つ課題にも思いをはせて欲
しい。

北海道北三（株）（北海道）
Profound wood Ⅱ
ハートフル Ⅰ その他 入賞71

【仕様・価格】（アートワゴン）2,800×800×2,200/120,000g/1,500,000円
【入手方法（連絡先）】とやまの木せいひん研究会　http://www.mokuseihin.jp/

概要　富山県美術館TADで、地域
と美術館をつなぐ仕掛けが「アート
ワゴン」と「とやまものさし」。「アー
トワゴン」が美術造形作品の展示
発表、「とやまものさしTAD」で、
山・動植物等の情報や景色を楽し
める。幅広い世代層の方に、自然や
木を大切に思う心や木を生活で使
用する機会を生むことにつながっ
ていく。

評価ポイント　移転開館する美術
館を、県民に愛されるように工夫し
たいとの思いから生まれた製品。ワ
ゴンは様々な交流や創作の場とし
て、ものさしは山の稜線を描き景観
を楽しむグッズとして機能する。場と
コミュニケーションするツールとして
評価できる。

とやまの木せいひん研究会（富山）、富山県（富山）、ナグモデザイン事務所（東京）
TADの庭の木せいひん
ハートフル Ⅰ その他 入賞72
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【仕様・価格】1,810×1,810×30/45,000g/200,000円
【入手方法（連絡先）】一場木工所　広島県三次市上志和地町195-1　0824-68-2318　
ichiba@hinata.life、「ひなたぼっこ」http://hinata.life/

概要　天然乾燥広島産ヒノキの無
塗装ウッドマット。ヒノキ本来の香り
と肌触りが特徴。女性も簡単に組
み立てられる２畳タイプで、マンショ
ン・店舗など場所を選ばない。ま
た、リフレッシュ加工と不要時の無
料引取付属サービスで香りと美し
さの維持を可能とし、購入後のケア
サポート及び環境に配慮したプロ
ダクト。

評価ポイント　フローリングの上で
も楽しめるウッドマットで、質感と香
りがよい。3年以内に1回の表面カ
ンナ加工をセットにして販売してお
り、そのために厚みにも気を配った。
乳幼児のいる家庭でも便利そうだ。

（有）一場木工所（広島）
もりのらぐ
ハートフル Ⅰ その他 入賞73

【仕様・価格】（オーダーキッチン＆テーブル）4,500×950×855/180,000g/1,736,000円
【入手方法（連絡先）】株式会社 丸仙工業　２Fショールーム　福岡県柳川市間690-2　
0944-72-2201

概要　北米広葉樹に替わる魅力
的な国産早生広葉樹センダンのハ
イブリットパネル「PLT」を使用。住
宅産業が求める家具で住宅を仕切
る機能等、造作を簡易化する設備
の家具化。復興住宅・地域住宅・リ
ノベーションの３テーマで展開。

評価ポイント　早生広葉樹センダ
ンを杉合板の基材の両面に貼り合
せたパネルを開発し製品化した。セ
ンダンの活用と現代の住宅ニーズ
を組み合わせた社会提案性のある
取組。短期伐採から付加価値製品
を生み出し、山への経済的還元を
見込む。

協同組合福岡大川家具工業会（福岡）
SOUSEI（循環型地域材活用プロジェクト）
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞74

【仕様・価格】（りんご箱のテーブル）800×1,700×700/35,000g/295,000円
【入手方法（連絡先）】インテリア家具販売店・monoHAUS　http://keyplace.co.jp/

概要　日本を代表する農業資
材「りんご箱」をリデザインする。
20-30年もの間繰り返し使われ
た古いりんご箱に家具材として新
しい命と価値を吹き込み、テーブル
とスツールをつくった。家庭のダイ
ニングセットやオフィス用のデスク
など、その存在感は様々なシーンで
活用される。

評価ポイント　長期間使われたり
んご箱をリデザインした家具で、記
載されたさまざまな情報が物語性
を持つ。こうした循環を得て、またあ
らたなりんご箱製造による木材利
用が進むことが期待できる。

りんご箱の家具プロジェクト（青森）
りんご箱の家具
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞75

【仕様・価格】300×300×410/2,000g/45,000円
【入手方法（連絡先）】店頭販売、MODESTE

概要　多摩産の杉や檜など家具に
は不向きとされる木材を敢えて使
用した家具のブランド「Oxygen」
を設立。複数のデザイナーとのコラ
ボレーションによって木材の節や模
様を効果的に利用するテーブルを
開発するとともに、市内の繊維業者
との連携により高いデザイン性と
品質を併せ持った座面のスツール
を開発している。

評価ポイント　製材所やデザイ
ナー、組み立てなど製造に至るすべ
ての過程において多摩地域のネット
ワークで連携、デザイン性に優れた
ブランドが出来上がった。木の持つ
表情を活かし、意匠的・機能的にう
まくまとまっている。

Oxygen（東京）、フルスイング（東京）、WALDEN（東京）、hyakka（神奈川）、
アンファンテリブル（東京）、浜中材木店（東京）

Oxygen
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞76

【仕様・価格】1,200×1,200×700/100,000g/1,020,000円
【入手方法（連絡先）】戸山家具製作所　神奈川県海老名市今里3-25-41　
046-232-3641（電話）　046-233-7610（FAX)   
http://toyamakagu.jp/　toyamakaguseisakusho@gmail.com

概要　唐松の家具は幅広い層へ
の普及効果を考慮し、高いデザイ
ン性と加工技術を駆使して商品化
した。唐松の美しい木目や節を活
かし、歪み・割れの無い集成材を使
用、植物オイル仕上げとすることで
現代のエコロジカルの象徴となる
テーブルセットを完成した。

評価ポイント　ヤニや節が多く、ね
じれや割れを生じやすい短所を持
つ針葉樹の唐松を使い、あえて重
厚さを持った存在感ある製品に仕
上げている。経年変化を楽しむた
めに、長い間、使いたくなる製品で
ある。

（有）戸山家具製作所（神奈川）
長野県産唐松ラウンドテーブルセット
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞77

【仕様・価格】
1,800×400×400/10,000g/30,000円
【入手方法（連絡先）】小野沢家具店　富山県富山市
月岡町4-98　
076-429-0228　http://onozawakagu.co.jp

概要　イベント参加者の着席用と
して設置するシンプルで多目的に
使用できるベンチ。運搬・設置・撤
去がしやすい軽さに留意した。杉の
大径材が増えているので有効利用
し、辺材（白太）のみを使用、赤味
と比べて２割も軽量化した。熱伝導
率が低く、座板が暖かく木の良さが
伝わる。スタッキング機能をもち、運
搬・保管がしやすい。

評価ポイント　多目的に使用でき
る造形、作り易く、丈夫で安定性を
考慮した機能的な製品として評価
した。杉の大径材利用の点で有効
であり、白太は赤味と比べた際に
軽量化もできる。運搬の容易性など
から学校や地域イベントで子どもや
女性でも扱いやすい。

（有）小野沢家具店（富山）、富山県木材研究所（富山）
イベント用県産材ベンチ
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞78
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【仕様・価格】900×1,800×700/28,468g/
338,000円
【入手方法（連絡先）】マルホン浜松本社　053-587-0711

概要　当社の地元・「天竜スギ」を
使用したテーブル。天然染料を用
いて染色する「草木染」は、無垢木
材本来の質感を活かした仕上げ
が可能。FSC©の原則および基準
に従った認証森林からの資源を
100％使用している商品のため、
森林の持続可能性に深く配慮され
ている。一般住宅から店舗まで、幅
広いシーンで使用できる。完全受
注生産品。

評価ポイント　FSC©認証の巾ハ
ギテーブルで草木染を採用、エコロ
ジカルなライフスタイルへ訴求する
製品である。シンプルな意匠、深み
のある色彩など製品そのものが醸
し出す雰囲気と森を守る物語が巧
みに融合する。

（株）マルホン（静岡）
天竜スギ　巾ハギテーブル　草木染GR730
ソーシャル Ⅰ 家具（ベッド含む） 入賞79

【仕様・価格】67×67×47/45g/600円
【入手方法（連絡先）】http://sakai-toys.jp/?pid=102820602

概要　ネックレスのように首から下
げることができ持ち運びも簡単。国
産のひのきを使った升なので飲む
時にふわりと香る匂いとお酒の香
りが混じりあい、楽しめる。大きさは
一合升より小さい五勺升。イベント
などで少量を沢山試飲する場合に
便利。お祝いごとや季節の節目な
ど様々なシーンで使用することがで
きる。

評価ポイント　イベントでの使用な
ど使い捨て容器に変わる、新たな
領域での木材利用シーンを創出し
ている。地域の材でできた升で地域
の酒を飲む、といった楽しみがもっ
と増えると素晴らしい。

酒井産業（株）（長野）
携帯升
ソーシャル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞80

【仕様・価格】（iPhone 6,6Plus / 6s,6sPlus/7,7Plus/5s/SE）
76×12×147/38g/7,500円
【入手方法（連絡先）】http://iphonewoodcase.strikingly.com、
https://sankeishop.jp/ITEM/ym200526-01014-00696

概要　イタヤ楓を使い製造した、ユ
ニバーサルデザインのiPhone専用
ウッドケース。木でありながら薄肉
で設計され、木の温もりと握りやす
さを兼ね備える。しっかりと握れる
造形を実現するため、千体の握り
象3Dポリゴンデータを解析し加減
傾向を数値として分析、結果を精
微な３次元造形に活かした。

評価ポイント　岩手県北部で採取
されたイタヤカエデを使ったスマー
トフォンケース。木の質感を楽しみつ
つ、人間工学の観点から握った際の
フィット感、機能性を高めている。

（株）バンザイファクトリー（岩手）
iPhone用ウッドケース　カエデ
ソーシャル Ⅰ 雑貨・日用品 入賞81

【仕様・価格】（木箱入り）230×150×65/900g/9,260円
【入手方法（連絡先）】木のおもちゃＨＡＮＡhttp://hana2004.jp/

概要　広島県産材の木材のみを
使った積み木。積み木には木の名
前が彫ってあり、セットは１７ピース
で広島の樹種別面積と同じ割合で
いろいろな積み木が入っている。広
島の山を感じることができるセット。
基尺は４センチ　誤飲しないサイズ
なので初めての積み木にぴったり。

評価ポイント　地域材を使った積
み木は多彩にあるが、県の樹種ごと
の面積とリンクさせたアイデアは新
しい。異なる木の異なる手触りや香
りが楽しめ、地元の森を歩いた際に
好きな木を探してみるのも面白い。

（一社）ひろしま森のおもちゃ協会（広島）
ひろしまつみき
ソーシャル Ⅰ 遊具・玩具 入賞82

【仕様・価格】270×200×175/2,700g/5,000円
【入手方法（連絡先）】小又の里　018-870-2361（電話）　018-870-2372（FAX）
omatanosato@omatanosato.jp、古河林業 プレカット事業部 　0186-78-4257

概要　四角形（30個）、台形（15
個）、長方形（50個）の計95個が、
専用小箱に収納。秋田杉製のため
滑りにくく、三種類のピースを組合
わせ複雑な積み上げや、積み上げ
る際のバランス感覚、空間把握能
力を育める他、数を数えたり形の
名前を覚えたりなど、利用方法は
多数。低年齢から幅広い年齢層で
楽しめる。

評価ポイント　ベーシックな積み木
で、安全性へも配慮があり、長く使
えそうな製品。企業の活用や秋田
県全域の幼稚園・保育所668か所
へ無料配布するなど、普及啓発効
果が高い。

障害者支援施設 小又の里（秋田）、古河林業（株）（東京）、梅屋楽器店（秋田）
つみきこばこ
ソーシャル Ⅰ 遊具・玩具 入賞83

【仕様・価格】120×120×160/100g/
価格は入手先に連絡
【入手方法（連絡先）】アースチャネルデザイン　
earth.channel511@gmail.com、茨城県八溝塗器而庵　http://kijian.thebase.in/

概要　茨城県大子町で４年に一度
行われる屋台の祭りをモチーフに、
大子町の文化である塗掻きの工程
で出される漆の木材を使用した屋
台の組み木。屋台どうしを連結さ
せ、たくさんの人と繋げて走らせる
事ができる。組み木は日本の木工
技術「相欠き」を利用し、遊びなが
ら日本の文化や木工技術の学びに
もなる子供用の組み木のおもちゃ。

評価ポイント　地域の祭をテーマに
した、日本の木工技術を使った屋
台の形をした玩具である。屋台を連
結したり、絵を描いた旗を立てたり
といった独自の遊び方が展開でき
る。地域文化の伝承と木材の技・素
材を組み合わせた良品。

アースチャネルデザイン（東京）、茨城県大子町役場まちづくり課（茨城）、茨城県
八溝塗器而庵（茨城）、茨城県杉山工房（茨城）

もりの屋台-だいご味-
ソーシャル Ⅰ 遊具・玩具 入賞84
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【仕様・価格】（直線1600ローカウンター横桟2連＋トップシェルフ・直線スクリーン付き）
3,280×1,170×1,245/179,400g/2,760,000円
【入手方法（連絡先）】コクヨ　http://www.kokuyo.co.jp/

概要　デザイン性に優れ、ＵＤ機能
も有する国産材窓口カウンター。造
作家具の利点である材料選択の
自由度は残し、量産品とすることで
品質の安定化、レイアウト変更の柔
軟性を実現した。別分野で受賞し
た結の森プロジェクトの一環として
材料入手から製造・販売までルー
トが確立している。指定地域産材
での製造も可能。

評価ポイント　洗練されたデザイン
で、見た目にも重さを感じない。地
域材を使った製作が可能なように
設計にも工夫がある。顧客や来客
のファーストコンタクトの場であるカ
ウンターにふさわしいインパクトで
ある。

コクヨ（株）（大阪）、graf（有）デコラティブモードナンバースリー（大阪）、四万十
町森林組合 大正集成材工場（高知）

プロトコルカウンター
ソーシャル Ⅰ オフィス・施設用家具 入賞85

【仕様・価格】27,900×660×900/600,000g/5,240,000円
【入手方法（連絡先）】丸善木材　0154－37－1561　info@maruzenmokuzai.com

概要　役場庁舎の古くなった受付
カウンター更新の為の地域材オー
ダーメイド什器。ハイカウンタ－と
ローカウンター16基の連結でトー
タル28ｍに及び、ダーク塗装カラマ
ツ羽目板はＬＥＤ照明が奥行き感
のあるストレートラインを演出。天板
は傷防止の透明ラミネートフィルム
処理をしたカラマツ集成材。収納は
引き出し式。　

評価ポイント　地元のカラマツ材を
使い、地域の技術でつくられたオー
ダーメイドのカウンターである。設計
にあたって詳細な聞き取りを行い、
機能性を高めた。LEDが間接照明
のような効果をもたらし存在感を際
立たせている。

丸善木材（株）（北海道）、鶴居村役場総務課（北海道）
地域産からまつ「ハイカウンター収納・カラマツ受付カウンター」＠鶴居村
ソーシャル Ⅰ 什器 入賞86

【仕様・価格】（サップボード軽量タイプ　パドル付）730×3,000×100/45,000g/800,000円
【入手方法（連絡先）】那賀ウッド　http://www.nakawood.co.jp/

概要　杉の粘り強いしなりにより、
安定感とスピード感がある木製
ボード。サップボード、サーフボード、
ハンドプレーンなどのバリエーショ
ンがあり、川・湖・海など日本の豊
かな自然をまるごと楽しめる。製品
を通じて、木材のあたたかさ、山・
川・海のつながり、日本の地域の魅
力の発信にも取り組んでいる。

評価ポイント　無垢の原材から加
工するため、木材の質感や機能を
ダイレクトに味わえる木製ボードで
ある。地域の水辺と地域の材の出
会いで、地域の魅力発信や理解に
つながっていくことを期待する。

（株）那賀ウッド（徳島）、那賀町地域おこし協力隊（徳島）、泉林産（徳島）
ＫＵＫＵ　-Wood Board-
ソーシャル Ⅰ その他 入賞87

【仕様・価格】（１箱50個セット）205×295×125/2,500g/4,500円
【入手方法（連絡先）】那賀ウッド　http://www.nakawood.co.jp/

概要　杉材を粉砕加工した木粉の
消臭性・吸水性を活かした簡易トイ
レ。既設のトイレやバケツなどで専
用袋に用を足し凝固させる。災害
時・断水時・その他緊急時にも衛生
を確保できる。木材の利活用によ
り、森林・山地が水源涵養、土砂災
害防止などの自然環境保全機能
を発揮し、災害を防ぐことにもつな
がる。

評価ポイント　防災備蓄の視点か
らも有効な木粉トイレである。高分
子ポリマーを配合し凝固性能を高
めており、コンパクト化に成功してお
り、現場での実効性が高い。

（株）那賀ウッド（徳島）、第一商事（大阪）
木粉簡易トイレ
ソーシャル Ⅰ その他 入賞88
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