
（別添２）

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

北海道（10点） テーブル･レイズドベッド 有限会社サイテック 木製品 その他 ライフスタイル

PON FURNITURE 株式会社いさみや 木製品 家具（ベッド含む） ハートフル

木製ポップアップカード 空知単板工業株式会社 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

北海道産アカエゾマツ材のウクレレ”Ezo's Ukulele” 株式会社クワイアン 木製品 楽器 ハートフル

Profound wood　Ⅱ 北海道北三株式会社 木製品 その他 ハートフル

SUGI　SMILE 株式会社リヨ・デ・ホーム 建築・空間 モデルハウス・ショールーム ソーシャル

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

丸善木材株式会社 木製品 什器 ソーシャル

地域の森とつながる「薪ストーブのある家」づくり 有限会社　北清建設 コミュニケーション ビジネスモデル ハートフル

森を育む割り箸です。 （株）北海道アルバイト情報社 コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ソーシャル

訓子府町幼保連携型認定こども園　わくわく園 株式会社　久米設計 建築・空間 保育園・幼稚園 ソーシャル

青森県（４点） おどろ木 NPO法人おどろ木ネットワーク 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

八戸市立西白山台小学校 八戸市 建築・空間 学校 ソーシャル

りんご箱の家具 りんご箱の家具プロジェクト 木製品 家具（ベッド含む） ソーシャル

株式会社日本の窓　十和田木製サッシ工場 株式会社　東京組 建築・空間 工場 ソーシャル

岩手県（6点） アーチドクターＡＱ 有限会社内田販売システム 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

キュットピット 有限会社内田販売システム 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

レッグコアー900 有限会社内田販売システム 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

フィンガーゴリラ 有限会社内田販売システム 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

iPhone用ウッドケース　カエデ 株式会社バンザイファクトリー 木製品 雑貨・日用品 ソーシャル

次世代の新小屋組柱梁ユニット 木楽創研株式会社 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

※受賞団体は「主たる応募者」です。共同応募団体として各地域から受賞しているものも多くありますので、詳細はウェブサイトをご参照ください。
　「都道府県」は建築・空間分野については受賞作品の所在地、その他は受賞団体の所在地になっています。

「ウッドデザイン賞2017」受賞作品一覧（都道府県別）
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

宮城県（2点） QUESTREL - SWOOD 株式会社セッショナブル 木製品 楽器 ライフスタイル

木の室内創造あそび場「感性の森」 錦エステート株式会社 建築・空間 店舗・商業施設 ハートフル

秋田県（6点） 天然木のボールペン　ペンステイセット 有限会社中野木工 木製品 文具 ハートフル

男鹿総合観光案内所 内装木質化 株式会社kiki 建築・空間 店舗・商業施設 ソーシャル

ノーザンステーションゲート秋田プロジェクト 東日本旅客鉄道株式会社 建築・空間 公共施設 ソーシャル

あきた文化産業施設 松下 高橋リエ子建築設計事務所 建築・空間 店舗・施設のリノベーション ソーシャル

つみきこばこ 障害者支援施設　小又の里 木製品 遊具・玩具 ソーシャル

木ダボ工法による静砂垣工 株式会社　ウッディさんない 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

山形県（4点） コートハンガー「ALBERO」 株式会社 天童木工 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

座卓 株式会社 天童木工 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

木花 相原木材株式会社 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

英照院本堂新築工事 株式会社沼澤工務店 建築・空間 その他 ソーシャル

福島県（6点） 木製つなぎめん棒 有限会社　中村豊蔵商店 木製品 その他 ライフスタイル

とち椀　総溜糸尻木目漆 有限会社　中村豊蔵商店 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

眠り杉枕 株式会社磐城高箸 木製品 寝具 ハートフル

One year project Life style工房 建築・空間 戸建・注文住宅 ソーシャル

復興公営住宅（城北団地）～応急仮設住宅の木材を
再利用した復興公営住宅～

福島県会津若松建設事務所 建築・空間 集合住宅 ソーシャル

復興公営住宅　関船団地（福島県買取型復興公営住
宅整備事業 「常磐関船町地区」）

藤田建設工業株式会社 建築・空間 集合住宅 ソーシャル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

茨城県（10点） 棟匠の家～無垢の木でつくる健康住宅～ 株式会社棟匠 建築・空間 戸建・注文住宅 ライフスタイル

斜め格子ウェブによるI形梁の開発 住友林業株式会社筑波研究所 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ライフスタイル

歩行音、歩行感、転倒時の安全に配慮した木質フロー
リング床の研究

住友林業株式会社筑波研究所 技術・研究
木材利用の機能や快適性を高
める調査・研究

ライフスタイル

圧縮木材の圧縮弾性を応用した柔らかく傷が残りにく
い床材

筑波大学生命環境科学研究科木質材料
工学研究室

技術・研究
木材利用の機能や快適性を高
める調査・研究

ライフスタイル

杉の無垢床材は子供の遊びの質を変え、母親の姿勢
も変える

住友林業株式会社筑波研究所 技術・研究
木材利用の環境や社会性を高
める調査・研究

ハートフル

木材の形状記憶能を活かした簡便で緻密な浮彫加工 筑波大学生命環境系技術室 技術・研究 試作品 ハートフル

地域材と木造住宅施工技術の台湾輸出 株式会社棟匠 コミュニケーション
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

木ぐるみ CT 住友林業株式会社筑波研究所 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

木質バイオマス発電事業採算性評価ツールの開発と
公開

国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林総合研究所

技術・研究 その他の技術 ソーシャル

つくばみらい市立陽光台小学校 株式会社　梓設計 建築・空間 学校 ソーシャル

栃木県（2点） トーセン学習帳 株式会社トーセン コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ハートフル

日光山輪王寺千手堂復元計画 大成建設株式会社 建築・空間 寺社仏閣 ハートフル

群馬県（3点） Log bench Rewire 木製品 オフィス・施設用家具 ライフスタイル

雨水の侵入を防ぐタテ型ログ材の耐力壁 （有）太陽百年建設 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ライフスタイル

モデルハウス「循環の家」 株式会社アトリエデフ 建築・空間 モデルハウス・ショールーム ソーシャル

埼玉県（6点） コエドビールブースキット コエドブルワリー 建築・空間 店舗・商業施設 ライフスタイル

ときがわ木つみ木 埼玉県ときがわ町 木製品 遊具・玩具 ライフスタイル

せん断力のみ負担する薄壁鉛直構面　―スリム― 株式会社ポラス暮し科学研究所 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ライフスタイル

はんのうきときとひろば ねんりんワークス コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

わらしべの里共同保育所 アトリエフルカワ 建築・空間 保育園・幼稚園 ハートフル

ST Nursery 株式会社日比野設計＋幼児の城 建築・空間 保育園・幼稚園 ハートフル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

千葉県（5点） ちばの木・木製ポールパーテーション 株式会社山二建具 木製品 オフィス・施設用設備 ライフスタイル

ちばの木・勝負名刺 株式会社山二建具 木製品 文具 ハートフル

「DomaHut」：学生のアイデアでつくる小屋内の土間庭
空間～第1回ポラス・学生建築コンペティション応募作
品の実邸化プロジェクト～

ポラスガーデンヒルズ株式会社 コミュニケーション イベント・ワークショップ（単発） ハートフル

住まいるCHANCEネットワーク 東京中央木材市場買方組合 コミュニケーション 普及・啓発（システム） ソーシャル

現代数寄屋の住まい　松戸展示場モデル 菊池建設株式会社 建築・空間 モデルハウス・ショールーム ライフスタイル

東京都（43点） 国分寺フレーバーライフ社本社ビル （株）フレーバーライフ社 建築・空間 オフィス・会議施設 ライフスタイル

西参道テラス 株式会社石川素樹建築設計事務所 建築・空間 集合住宅 ライフスタイル

木のヘッドホン　Konohazuk H3 合同会社コノハズク 木製品 雑貨・日用品 ライフスタイル

JAC KENDAMA FUKUSHIMA HOPE KEYAKI 株式会社WHIRLWIND 木製品 遊具・玩具 ライフスタイル

待合ロビー用家具シリーズ「iVas」 株式会社イトーキ 木製品 オフィス・施設用家具 ライフスタイル

カマタマルシェ 日本工学院専門学校 コミュニケーション 教育・研修システム ライフスタイル

フクラシア八重洲(東京)
株式会社　フィールドフォー・デザインオ
フィス

建築・空間 オフィス・会議施設 ハートフル

Design LAB Tsukishima（デザイン・ラボ・月島） 株式会社イトーキ 建築・空間 オフィスのリノベーション ハートフル

日本の広葉樹と技が創る削り出しの軽量椅子 株式会社 KOMA 木製品 家具（ベッド含む） ハートフル

ひのきが香る天然木親子すのこベッド 株式会社ディノス・セシール 木製品 家具（ベッド含む） ハートフル

日本の広葉樹と技が創る格子の軽量椅子 株式会社 KOMA 木製品 家具（ベッド含む） ハートフル

木の紙スナップ　動物シリーズ 株式会社クレコ・ラボ 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

おばけパズル Takewari株式会社 木製品 遊具・玩具 ハートフル

ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ　ＴＡＢＬＥ　「茎」ＮＡＫＡＧＯ
株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイ
ン

木製品 オフィス・施設用家具 ハートフル

木製遊具もくもくトリデ 株式会社ザイエンス 木製品 大型遊具 ハートフル

子どもにおける木質内装空間の抗疲労効果に関する
研究

積水ハウス株式会社 技術・研究
木材利用の機能や快適性を高
める調査・研究

ハートフル

おばけパズル試作品（電磁誘導による木製品のインタ
ラクティブな発光）

Takewari株式会社 技術・研究 試作品 ハートフル

コドモのあしば NPO法人木づかい子育てネットワーク 技術・研究 その他試作物 ハートフル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

(東京都続き) AOZORA MUSEUM　ー　あおぞら銀行新本社　ー 株式会社あおぞら銀行 建築・空間 オフィス・会議施設 ソーシャル

日野市立カワセミハウス 日野市 建築・空間 公共施設 ソーシャル

赤羽の集合住宅 内海彩建築設計事務所 建築・空間 集合住宅 ソーシャル

垂木の住宅 富永大毅建築都市計画事務所 建築・空間
住宅のリノベーション（古民家
再生含む）

ソーシャル

T×HAPTIC with HANDS（ヒノキモデル） 東急住宅リース株式会社 建築・空間
住宅のリノベーション（古民家
再生含む）

ソーシャル

プレミアム檜集成材 株式会社日本ハウスホールディングス 建材・部材 構造材 ソーシャル

ＳＹＳＴＥＭＡ３１e YKK AP株式会社 建材・部材 開口部（窓・ドア） ソーシャル

木製防球格子戸 帝国器材株式会社 建材・部材 インテリア ソーシャル

Oxygen Oxygen 木製品 家具（ベッド含む） ソーシャル

もりの屋台‐だいご味‐ アースチャネルデザイン事務所 木製品 遊具・玩具 ソーシャル

永福小プロジェクト 相坂研介設計アトリエ コミュニケーション イベント・ワークショップ（単発） ソーシャル

6歳になったら机を作ろう！ 6歳になったら机を作ろう！委員会 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

あつまれキッズデザイナー
公益社団法人日本インテリアデザイナー
協会

コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

積水ハウス エコ・ファースト パーク内「森の教室」 積水ハウス株式会社 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

みんなの家・つみきの家 株式会社日本ハウスホールディングス コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ソーシャル

日本の木の手帳 北三株式会社 コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ソーシャル

国産材を使い続ける仕組みを活用したスギ花粉環境
改善への取組み

タマホーム株式会社 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

官・民・民による地域型ＣＳＶエコシステム【地方創生
×国産材利用】

古河林業株式会社 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

みんなでつくるモデルハウス「TOKYOSTYLE｣ 株式会社中島工務店 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

木材利用システム研究会 木材利用システム研究会 コミュニケーション
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

木育・森育楽会 NPO法人木づかい子育てネットワーク コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

木製ふとんかご プラフォームサンブレス株式会社 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

(東京都続き)
木造建築用高性能床遮音仕様「Mute床遮音システ
ム」

三井ホーム株式会社 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

森林再生を実現するサプライチェーンと美しい木質住
宅「田園都市の家」構想

伊佐ホームズ株式会社 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

Gビル自由が丘01 B館 株式会社シェルター 建築・空間 店舗・商業施設 ソーシャル

神奈川県（8点） SSDT(Sand Stedy Double Tree ) フォレストセイバー研究所 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ライフスタイル

杢の巻尺 せんがもとなか工房 木製品 文具 ハートフル

GALA 山麓社 木製品 楽器 ハートフル

Youji no Shiro Furniture Project 株式会社日比野設計＋幼児の城 木製品 オフィス・施設用家具 ハートフル

Ouchi 株式会社日比野設計＋幼児の城 木製品 大型遊具 ハートフル

国産ヒノキを使ったミニチェアづくりを通じた全国各地
での木育活動

すてきナイスグループ株式会社 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ハートフル

長野県産唐松ラウンドテーブルセット 有限会社　戸山家具製作所 木製品 家具（ベッド含む） ソーシャル

木と住まいの大博覧会 ナイス株式会社 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ライフスタイル

新潟県（6点）
オーダーメイドのDIYキット制作サービス　Storio
Design

ストーリオ株式会社 コミュニケーション ビジネスモデル ライフスタイル

三川観光きのこ園　散策通路沿いにある菌床倉庫 桜井木材建築株式会社 建築・空間 店舗・商業施設 ハートフル

曲げ木バネのマウスパッド ストーリオ株式会社 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

曲げ木の万年筆ケース ストーリオ株式会社 木製品 文具 ハートフル

間伐材（越後杉）や地域材を使った雪板（ゆきいた）作
り

Grain コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

ITOYA 荒町ラウンジ 株式会社シェルター 建築・空間 店舗・商業施設 ハートフル

富山県（4点） TADの庭の木せいひん とやまの木せいひん研究会 木製品 その他 ハートフル

高岡の家　もみじ 株式会社ミヤワキ建設 建築・空間 モデルハウス・ショールーム ソーシャル

イベント用県産材ベンチ 有限会社　小野沢家具店 木製品 家具（ベッド含む） ソーシャル

寺子屋型住宅展示場「高岡の家」 株式会社ミヤワキ建設 コミュニケーション プロモーション（定期開催） ソーシャル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

石川県（1点） ひのき広がる木製ソファー 有限会社　マイスター・マトバ 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

福井県（2点） ヒュッテナナナ 株式会社　ヒャッカ 建築・空間 オフィス・会議施設 ライフスタイル

うららぎ 東工シャッタ－株式会社 建材・部材 開口部（窓・ドア） ライフスタイル

山梨県（7点） FSCスタッキングチェア　HUMISKI やまなし水源地ブランド推進協議会 木製品 オフィス・施設用家具 ライフスタイル

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）

(有)榊工業 木製品 寝具 ハートフル

大人用枕 (有)榊工業 木製品 寝具 ハートフル

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

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

健康科学大学　看護学部１号館 学校法人健康科学大学 建築・空間 学校 ソーシャル

FSC認証木材及び地域木材による製品作りネットワー
クの構築

株式会社サンニチ印刷 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

長野県（7点） 信州型接着重ね梁（信州型SKB） 信州木材認証製品センター 建材・部材 構造材 ライフスタイル

kihada黄金の樹プロジェクト 小谷村キハダ生産組合 コミュニケーション
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

うふっ湯桶 産湯桶でウッドファースト協議会 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

もぐもぐスタート 有限会社　柳澤木工所 木製品 キッチン・食器 ハートフル

キハダボール 小谷村キハダ生産組合 木製品 遊具・玩具 ハートフル

キハダの学習机 小谷村キハダ生産組合 木製品 オフィス・施設用家具 ハートフル

携帯升 酒井産業株式会社 木製品 雑貨・日用品 ソーシャル

岐阜県（3点） 中空木材 親和木材工業株式会社 建材・部材 構造材 ライフスタイル

suginari 飛騨産業株式会社 木製品 家具（ベッド含む） ハートフル

日本の森がもっとワクワク 飛騨五木株式会社 コミュニケーション
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

静岡県（18点） ＳＨＩーＫＩーＲＩ 株式会社きんぱら 建材・部材 インテリア ライフスタイル

Beppin 加藤木材産業株式会社 建材・部材 エクステリア ライフスタイル

総檜のシングルベッド 有限会社ヒノキクラフト 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

ZAチェア 有限会社ヒノキクラフト 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

キャビネットデスク［ツインタイプ］ 有限会社ヒノキクラフト 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

(静岡県続き） Cテーブル 有限会社ヒノキクラフト 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

杉の温もり御朱印帳シリーズ 雑貨とお仏壇なごみや 木製品 文具 ハートフル

森のバリケード 静岡県森林組合連合会 木製品 その他 ハートフル

掛川市森林組合新事務所 有限会社　村松篤設計事務所 建築・空間 オフィス・会議施設 ソーシャル

浜松中部学園でのFSCプロジェクト認証の取得　～学
校施設としては全国初の事例～

浜松市 建築・空間 学校 ソーシャル

天竜スギ　巾ハギテーブル　草木染GR730 株式会社マルホン 木製品 家具（ベッド含む） ソーシャル

街角見学会 幸和ハウジング株式会社 コミュニケーション イベント・ワークショップ（単発） ソーシャル

次代の木使いを拓く若者による「配架台」の製作 静岡県 コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ソーシャル

富士の森未来プロジェクト(FUJI HINOKI MADE） 富士地区林業振興対策協議会 コミュニケーション
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

遠州バザール 株式会社鈴三材木店 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

天竜材を使用した木製杭による地盤改良工事 幸和ハウジング株式会社 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

国内初、FSC認証材によるヒノキの「木ダボ」開発 株式会社キシル 技術・研究 試作品 ソーシャル

浜松信用金庫駅南支店 株式会社日建設計名古屋オフィス 建築・空間 店舗・商業施設 ハートフル

愛知県（11点）
名古屋大学　音楽練習共用施設～宇宙線望遠鏡実験
施設改修

名古屋大学施設・環境計画推進室 建築・空間 学校 ライフスタイル

木のある暮らしをもっと身近に　「ウッドタイル」 ニッカホーム株式会社 木製品 雑貨・日用品 ライフスタイル

LIGNOTEXエレキギター 名古屋木材株式会社 技術・研究 試作品 ライフスタイル

NEXT　WOOD　小牧展示場 桑原木材株式会社 建築・空間 モデルハウス・ショールーム ハートフル

Takumi Japan 株式会社イクタ 建材・部材 床・壁・内外装材 ハートフル

木製パター 工房　銘木史 木製品 その他 ハートフル

「森と人の物語」推進プロジェクト木育編 名城大学建築学科谷田研究室 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

ウッディーラー豊田 ウッディーラー豊田 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

リフォーム＋DIY　お施主様参加型リフォーム ニッカホーム株式会社 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

健康・快適に暮らすための木造民家改修活動 株式会社新和建設 技術・研究
木材利用の機能や快適性を高
める調査・研究

ソーシャル
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（愛知県続き） こじまこども園 株式会社 エムアーキ 建築・空間 保育園・幼稚園 ソーシャル

三重県（7点） 現代数寄屋の家 創家株式会社 建築・空間 戸建・注文住宅 ライフスタイル

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

木影～kokage～ 有限会社籐芸 木製品 キッチン・食器 ハートフル

Forest on the Sea NPO法人もりずむ コミュニケーション
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

TY Nursery 株式会社日比野設計＋幼児の城 建築・空間 保育園・幼稚園 ハートフル

旧猪子家活用プロジェクト　～志摩・人の場所を編む
～

m5_architecte一級建築士事務所 建築・空間
住宅のリノベーション（古民家
再生含む）

ソーシャル

菊丸のとっても木になる噺 株式会社オオコーチ コミュニケーション 普及・啓発（ツール・メディア） ソーシャル

滋賀県（3点） 滋賀チェア 滋賀チェアプロジェクト 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

どんぐりけんだいまえ保育園
Studio In's Factory + 滋賀県立大学生
活デザイン学科佐々木研究室

建築・空間 保育園・幼稚園 ハートフル

木質加熱アスファルト舗装 田中建材株式会社 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

京都府（4点） ヤマケン木のテント
一般社団法人　京都府建築士会　山と
住文化の研究会

建築・空間 その他 ソーシャル

地域産広葉樹材のトーンウッド適正の評価方法の開
発

京都大学大学院農学研究科森林科学専
攻生物材料設計学分野

技術・研究
木材の流通や販売促進に寄
与する調査・研究

ソーシャル

レイモンド向日保育園 株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ 建築・空間 保育園・幼稚園 ハートフル

「木の心地よさ」宿泊体験ショールーム：Villa法然院西
プロジェクト

TOMOマーケティング 建築・空間 店舗・施設のリノベーション ソーシャル

大阪府（6点） 器プロジェクト 器プロジェクト 木製品 その他 ライフスタイル

Wood Harmony 株式会社和紙の布 木製品 その他 ライフスタイル

木造複層格子梁 株式会社　竹中工務店 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ハートフル

プロトコルカウンター コクヨ株式会社 木製品 オフィス・施設用家具 ソーシャル

みんなで建てる日本の木の家～次世代につなぐ木育
ワークショップ～

NPO法人　もく(木)の会 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

結の森プロジェクト コクヨ株式会社 コミュニケーション
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
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兵庫県（3点） ご近所広場のある家 二川徹 建築・空間 戸建・注文住宅 ライフスタイル

ひょうごの里山の建材（コナラ・クヌギ） 株式会社しそうの森の木 建材・部材 床・壁・内外装材 ソーシャル

しそう杉の家　-播磨地域における里山の循環型住居
システム-

株式会社　山弘 コミュニケーション ビジネスモデル ソーシャル

奈良県（4点） ＣＪシリーズ studioJig 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

十津川村立十津川第二小学校・みどり保育所 株式会社岩崎建築設計事務所 建築・空間 学校 ソーシャル

奈良県産優良スギ材を用いたバイオリン 奈良県森林技術センター 技術・研究 試作品 ソーシャル

五條市上野公園総合体育館（シダーアリーナ） 杉本　洋文 建築・空間 公共施設 ソーシャル

和歌山県（4点） Ｅメイクパーテーション 有限会社　エム工房 木製品 オフィス・施設用家具 ハートフル

山荘・天の里 株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ 建築・空間 ホテル・旅館 ハートフル

田辺市立　新庄小学校 共同設計株式会社 建築・空間 学校 ソーシャル

道の駅くしがきの里 株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ 建築・空間 公共施設 ソーシャル

鳥取県（1点） 地域材を用いたヴォールト構造システム 米子工業高等専門学校 建築学科 技術・研究
木材利用の機能や快適性を高
める調査・研究

ソーシャル

岡山県（7点） 吉井の家 神家昭雄建築研究室 建築・空間
住宅のリノベーション（古民家
再生含む）

ライフスタイル

総真庭檜仏壇 夢創工房 木製品 その他 ライフスタイル

" Pd comb shelf " 岡山大学教育学部 技術・研究 試作品 ライフスタイル

IMAGAWAきこり通気口 株式会社イマガワ 建材・部材 床・壁・内外装材 ハートフル

里山の循環とふるさとの再生ー里山のコト・モノ・ヒトづ
くりー

一般社団法人アシタカ コミュニケーション
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

ドローン（UAV)を使用した院庄林業新立木購入システ
ム

院庄林業株式会社 技術・研究 その他の技術 ソーシャル

木テラス［KITERASU］ー久世駅CLTモデル建築物ー 株式会社ofa 建築・空間 公共施設 ソーシャル

広島県（6点） からくり二段ベット階段付き 有限会社共伸家具製作所 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

ＬＩＦＥ＆ＳｈｉｎｅＰｉｅｃｅ LIFE&ShinePiece 木製品 雑貨・日用品 ライフスタイル

木聞器 - KiKiKi HEREDIA KOMIYAMA design 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

もりのらぐ 有限会社一場木工所 木製品 その他 ハートフル

キミのつくえ（家族で学習デスク作り体験） 株式会社トイロ コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ハートフル

ひろしまつみき 一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 木製品 遊具・玩具 ソーシャル
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山口県（1点） 下関ゴルフ倶楽部クラブハウス 清水建設株式会社 建築・空間 店舗・商業施設 ライフスタイル

徳島県（8点） Naka Yusan Bako　－遊山箱－ 川口指物家具工房 木製品 伝統工芸品 ライフスタイル

Woody Incense -木の香- 株式会社那賀ウッド 木製品 雑貨・日用品 ハートフル

国産材・樹のトランプ 株式会社ビッグウィル 木製品 遊具・玩具 ハートフル

つむたん 株式会社那賀ウッド 木製品 遊具・玩具 ハートフル

那賀町林業ビジネスセンター 那賀町 建築・空間 公共施設 ソーシャル

ＫＵＫＵ　-Wood Board- 株式会社那賀ウッド 木製品 その他 ソーシャル

木粉簡易トイレ 株式会社那賀ウッド 木製品 その他 ソーシャル

支柱アンカーの技術 有限会社　平井製材所 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

愛媛県（2点）
林業学習型のアウトドアフェス【ワンツーツリーフォレ
スト！】

ワンフォレ実行委員会 コミュニケーション イベント・ワークショップ（単発） ソーシャル

スミリンウッドピース 住友林業株式会社 建築・空間 工場 ソーシャル

高知県（1点） 宿毛商銀信用組合本店 艸建築工房 建築・空間 店舗・商業施設 ライフスタイル

福岡県（8点） Guideline System SUGI 3seams 株式会社 九銘協 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

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

SlowP Have some fun! 木製品 大型遊具 ハートフル

民間学童保育施設「Kids JR六本松」 九州旅客鉄道株式会社（JR九州） 建築・空間 子育て・学習施設 ソーシャル

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

ちくらす（女子大と工業大学の合同コンペによる木製品開発） 西日本工業大学 コミュニケーション イベント・ワークショップ（単発） ソーシャル

木製電動自動車　ＥＣＯ-杉＋ 木彩工房 コミュニケーション その他 ソーシャル

循環型地域材活用センダンPLTパネル（ Plywood
Laminated Timber）

協同組合福岡大川家具工業会 技術・研究 新たな工法・素材活用の技術 ソーシャル

佐賀県（1点） 人材発掘・育成でさがつく木のインテリアデザイン 佐賀県農林水産部林業課 コミュニケーション ワークショップ（人材育成） ソーシャル

熊本県（5点） FIL FIL 木製品 家具（ベッド含む） ライフスタイル

スプーン・フォーク使用補助具 大工小屋　甲斐 木製品 キッチン・食器 ハートフル

木製名刺入れ 大工小屋　甲斐 木製品 文具 ハートフル

蓬莱山永国寺本堂 株式会社飛鳥社寺 建築・空間 寺社仏閣 ハートフル

Ｄ＆Ｓ（デザイン＆ストーリ）列車　特急「かわせみ　やま
せみ」

九州旅客鉄道株式会社 建築・空間 その他 ソーシャル
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都道府県 受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者） 分野 サブカテゴリ 表彰部門

大分県（1点） OGUNI-SUGI POP UP TABLE 株式会社地域科学研究所 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ソーシャル

宮崎県（2点）
「木本（きほん）【宮崎編】」＋「みやざき市場～めぐる
木のめぐみ～」＋「木本ツアー」

宮崎県 コミュニケーション
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

日南市子育て支援センター「ことこと」 パワープレイス株式会社 建築・空間 子育て・学習施設 ソーシャル

鹿児島県（1点） 屋久杉玉磨き アートフル舎「屋久杉玉磨き」 コミュニケーション
イベント・ワークショップ（定期
開催）

ハートフル

沖縄県（1点） 屋久杉ブライダルリング GRAIN 木製品 雑貨・日用品 ライフスタイル

総数　250点
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