
受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

宍戸庵 白浜誠建築設計事務所（東京都） 店舗・商業施設

椿茶屋
石飛亮建築設計事務所（神奈川県）五島自動車株式会社（長崎県）株式会社松岡建設（長崎
県）草草社（長崎県）

店舗・商業施設

池袋西口公園　GROBAL RING CAFÉ
三菱地所設計 ランドスケープ・プラス共同企業体（東京都）豊島区（東京都）株式会社シェル
ター（山形県）

店舗・商業施設

CLT PARK HARUMI
三菱地所株式会社（東京都）株式会社三菱地所設計（東京都）株式会社隈研吾建築都市設計
事務所（東京都）

店舗・商業施設

一場木工所オフィス
有限会社一場木工所（広島県）株式会社河本組（広島県）株式会社HUG（東京都）株式会社
MID研究所（東京都）

オフィス・会議施設

ROOFLAG
株式会社マウントフジアーキテクツスタジオ一級建築士事務所（東京都）大東建託株式会社
（東京都）東急建設株式会社（東京都）ARUP（東京都）テーテンス事務所（東京都）銘建工業株
式会社（岡山県）

オフィス・会議施設

PARK WOOD office iwamotocho 三菱地所株式会社（東京都）株式会社三菱地所設計（東京都） オフィス・会議施設

三井ホーム熊本支店新築工事 三井ホームコンポーネント株式会社（東京都）株式会社志垣デザイン店（熊本県） オフィス・会議施設

星野リゾート　BEB5軽井沢 株式会社佐々木達郎建築設計事務所（東京都） 宿泊施設（ホテル・旅館）

奈良県コンベンションセンター 株式会社大林組（大阪府）株式会社梓設計（東京都） 観光・交流施設

開成町庁舎
株式会社松田平田設計（東京都）開成町（神奈川県）大成建設株式会社（東京都）株式会社
シェルター　（山形県）

公共施設

清光社 埼玉支店
アリイイリエアーキテクツ（東京都）株式会社清光社（東京都）株式会社KAP（東京都）シグマ建
設株式会社（埼玉県）

工場・倉庫

ガイアフロー静岡蒸溜所 ガイアフローディスティリング株式会社（静岡県） 工場・倉庫

森町の家 有限会社扇建築工房（静岡県） 戸建・注文住宅

東馬込の家 株式会社松井郁夫建築設計事務所（東京都） 戸建・注文住宅

自給自足で暮らす　田舎の木の家 シーエッチ建築工房（兵庫県） 戸建・注文住宅

幸漆の家・幸然の家 株式会社サン工房（静岡県） 戸建・注文住宅

風光る平家 株式会社サン工房（静岡県） 戸建・注文住宅

一竿風月の家 株式会社サン工房（静岡県） 戸建・注文住宅

熊六拾六号  KATAOKA GALAXY 熊工房（東京都）NPO法人時ノ寿の森クラブ（静岡県） 戸建・注文住宅

手刻みの規格住宅【弥彦の平屋】 株式会社二村建築（新潟県） 量産型住宅

蔵の家 川上聡建築設計事務所（京都府）フジタケイ建築設計事務所（大阪府）
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）

棚の家 川上聡建築設計事務所（京都府）フジタケイ建築設計事務所（大阪府）
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）

漢方の本陣 株式会社松井郁夫建築設計事務所（東京都）
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）

木籠 株式会社 アトリエルクス（愛知県）
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）

森の素形 GLA（北海道）
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）

CONTEXTED（コンテクステッド）
合同会社REVearth（神奈川県）Office for Environment Architecture（大阪府）株式会社キドビ
ル工務店（大阪府）関西木材工業株式会社（大阪府）土井住宅産業株式会社（大阪府）

店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

NO WAVE 丸山寛文建築設計事務所（大阪府）
店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

CODO
後藤周平建築設計事務所（静岡県）鈴与株式会社（静岡県）株式会社ロフトワーク（東京都）株
式会社飛騨の森でクマは踊る（岐阜県）

オフィスの木質化・リノベーショ
ン

嘉麻市庁舎 株式会社久米設計（福岡県）嘉麻市（福岡県）
公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

高強度接着パネルによる在来軸組工法 株式会社ヤマダホームズ（群馬県） 構造材

Continuum 株式会社 九銘協（福岡県） インテリア

木のカーテン 株式会社元尾商店（富山県） インテリア

ObiRED（飫肥杉赤身外構材） ナイス株式会社（神奈川県） エクステリア

Guideline System FULL NELSON 株式会社九銘協（福岡県）株式会社ウエキ産業（福岡県） 家具（ベッド含む）

建具屋の腰かけ 椎名建具店（千葉県） 家具（ベッド含む）

木林（きりん）・日本の森のスツール フォレストヴォイス株式会社（東京都）有限会社匠（新潟県） 家具（ベッド含む）

モクダイ001 宮城島崇人建築設計事務所（北海道） 家具（ベッド含む）

HERA　CHAIR 有限会社匠-TAKUMI（新潟県） 家具（ベッド含む）

WOOD AQUA  FIRST KIT Laboratory Panacea（岡山県）有限会社一場木工所（広島県）HEREDIA KOMIYAMA（広島県） 雑貨・日用品

ミズナラボトル NiiMo（新潟県） 雑貨・日用品

ひねり髪すき/撥水 アートフォルム有限会社（秋田県） 雑貨・日用品

樹木から生まれた　マスク＆フォレストミスト 縁樹の糸（大阪府）高野山寺領森林組合（和歌山県） 雑貨・日用品

ゆとり玩具 Cúkor 小枝ワークス（愛知県）monolaughic（愛知県） 遊具・玩具

木硯 YOAKE（福岡県） 文具

お守り福笑　家内安全　学業成就 有限会社小野沢家具店（富山県） 文具

北海道産エゾマツ材サイレントウクレレ”elevocco" 株式会社クワイアン（北海道） 楽器

CLASSIC KIT FOR  YAMAHA ELECTONE
ELS01/02

丸善木材株式会社（北海道）CADUCITY鈴木一浩音楽制作室（北海道） 楽器

天竜杉を活用したベンチ「stripe」シリーズ 飛騨産業株式会社（岐阜県）浜松市林業振興課森林・林業政策グループ（静岡県） オフィス・施設用家具

flow 株式会社KIJIN（東京都）株式会社ソーケン製作所（東京都） オフィス・施設用家具

智頭杉バイクラック
一般社団法人麒麟のまち観光局（鳥取県）株式会社サカモト（鳥取県）TRAIL ON（鳥取県）ヤ
ママスデザイン（鳥取県）

什器

KOYATENT 株式会社長谷萬（東京都） 大型遊具
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イルローザバウム
株式会社かたちとことばデザイン舎（徳島県）株式会社イルローザ（徳島県）とくしま建築学生
スタジオ（徳島県）

大型遊具

山形式フェンス 山形県（山形県） その他

QRwood ハッチ・クリエイト・ワークス株式会社（大阪府） その他

MOKU1-GP（モクワン-グランプリ） 「コサキの木」MOKU1-GP（東京都）
イベント・ワークショップ（定期
開催）

中高大連携森林学習プロジェクト～学んで守ろう
僕らの森林～

近畿大学農学部（奈良県）奈良県（奈良県） 教育・研修システム

ハイブリッド耐火柱 T-WOOD TAIKA
大成建設株式会社（東京都）齋藤木材工業株式会社（長野県）日本インシュレーション株式会
社（大阪府）

新たな工法・素材活用の技術

木材で座屈拘束した平鋼ブレース 大和ハウス工業株式会社（奈良県） 新たな工法・素材活用の技術

VAVA ～MDFで作る未来の耐力壁～
CRAZY TIMBER ENGINEERING（東京都）東京大学木質材料学研究室（東京都）株式会社ポラ
ス暮し科学研究所（埼玉県）株式会社ノダ（東京都）シネジック株式会社（宮城県）

試作品

受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

MOUNTAIN HUT MIGRANT（長野県） 店舗・商業施設

株式会社遠藤建築アトリエ新社屋
株式会社遠藤建築アトリエ（北海道）株式会社安藤耕作構造計画事務所（東京都）札幌市立大
学大学院デザイン研究科（北海道）

オフィス・会議施設

株式会社ミヨシ産業広島営業所 株式会社ミヨシ産業（鳥取県）Hafnium Architects 福山弘（神奈川県） オフィス・会議施設

突板のギャラリー 株式会社ニンキペン一級建築士事務所（大阪府） オフィス・会議施設

都田幼稚園
株式会社ア・シード建築設計（埼玉県）学校法人中山学園 都田幼稚園（神奈川県）有限会社
江尻建築構造設計事務所（東京都）株式会社栄港建設（神奈川県）テクノウッドワークス株式
会社（栃木県）株式会社屋久島地杉加工センター（鹿児島県）

保育園・幼稚園

K.S. Kindergarten Lunch House
S.O.Y.建築環境研究所（東京都）井上健一構造設計事務所（東京都）有限会社冨祥工務店（茨
城県）株式会社コト葉LAB.（東京都）学校法人湖北白ばら学園（千葉県）

保育園・幼稚園

大川保育園 twha（東京都） 保育園・幼稚園

TOMONi保育園 髙橋勝建築設計事務所一級建築士事務所（京都府） 保育園・幼稚園

丘の幼稚園 株式会社STUDIO YY（東京都）株式会社K&T一級建築士事務所（東京都） 保育園・幼稚園

高知学園大学 艸建築工房（高知県） 学校

千里リハビリテーション病院　アネックス棟
住友林業株式会社（東京都）医療法人社団和風会 千里リハビリテーション病院（大阪府）株式
会社サムライ（東京都）株式会社共同建築設計事務所（東京都）

病院・福祉施設

ひらざわ内科ハートクリニック 伊藤瑞貴建築設計事務所（福井県） 病院・福祉施設

南風原の老人福祉施設
株式会社山口瞬太郎建築設計事務所（沖縄県）タムタムデザイン一級建築士事務所（福岡
県）

病院・福祉施設

金閣原谷会館 STUDIO RAKKORA ARCHITECTS（京都府） 公共施設

五平柱の住宅
アトリエコ（東京都）株式会社多田脩二構造設計事務所（東京都）株式会社相川スリーエフ（千
葉県）株式会社山二（長野県）

戸建・注文住宅

PHASE DANCE（伊豆高原の別荘） 株式会社廣部剛司建築研究所（神奈川県） 戸建・注文住宅

Sou atelier thu（兵庫県） 戸建・注文住宅

佐藤邸に代表されるコンセプト住宅「讃岐舎（さぬ
きのいえ）」一連の作品

株式会社菅組（香川県）讃岐の舎（さぬきのいえ）づくり倶楽部（香川県） 量産型住宅

九段下の整体 川上聡建築設計事務所（京都府）
店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

富士屋ホテル　RE-BORN 株式会社乃村工藝社（東京都）株式会社エフラボ（石川県）
店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

YOSEIDO 銀座店
株式会社養生堂企画（東京都）株式会社ベネフィットライン（東京都）北海道池田町役場（北海
道）一般社団法人白樺プロジェクト（北海道）株式会社森未来（東京都）

店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

THE HIRAMATSU 京都
NTT都市開発（東京都）中村外二工務店（京都府）株式会社日建設計大阪オフィス（大阪府）
株式会社大林組大阪本店（大阪府）

店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

TAC.Tの森 大成建設株式会社一級建築士事務所（東京都）
オフィスの木質化・リノベーショ
ン

高畠町屋内遊戯場もっくる
パワープレイス株式会社（東京都）有限会社テラダデザイン一級建築士事務所（東京都）学校
法人武蔵野美術大学（東京都）

公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

JRA馬事公苑_木づかいプロジェクト 株式会社山下設計（東京都）日本中央競馬会（東京都）大成建設株式会社（東京都） その他

バームクーヘン 株式会社キーテック（東京都） 床・壁・内外装材

obon table / Table for the Blind by the Blind NPO法人みのり（埼玉県）平井百香（宮城県）細田真之介（東京都） 家具（ベッド含む）

ランドセルスツール 有限会社ヒノキクラフト（静岡県） 家具（ベッド含む）

東濃檜 高さ調節すのこベッド
株式会社ディノス・セシール（東京都）株式会社アオキウッド（岐阜県）株式会社友和商会（大
阪府）

家具（ベッド含む）

田所さんの丸いす ひのき 社会福祉法人小高坂更生センター（高知県） 家具（ベッド含む）

国産ひのき天然木すのこベッド 株式会社ディノス・セシール（東京都）株式会社チヨダコーポレーション（広島県） 家具（ベッド含む）

マッシブスツール 幸光家具（熊本県） 家具（ベッド含む）

ひねり髪すき/Japan アートフォルム有限会社（秋田県） 雑貨・日用品

日本の新しい天然マテリアル「木から生まれた布
マスク」

株式会社リトゥリバース（京都府） 雑貨・日用品

日本の新しい天然マテリアル「エコバックシリー
ズ」

株式会社リトゥリバース（京都府） 雑貨・日用品

森をまとう　六甲の糸・ファブリック＆六甲山の香
り・ファブリックミスト

六甲山サイレンスリゾート（兵庫県）縁樹の糸（大阪府） 雑貨・日用品

HEXa GRIND ARCHITECTS（広島県）前田基貴（広島県） 雑貨・日用品

美杯 株式会社アサヒ研創（福島県） キッチン・食器

スクエアキューブパズル 計測・解析ラボ（MaDA Lab）（岩手県） 遊具・玩具

わなげ(ペンギン) たむろ木材カンパニー（広島県） 遊具・玩具

おもちゃ箱 たむろ木材カンパニー（広島県） 遊具・玩具

木製品分野

コミュニケーション分野

技術・研究分野

ハートフルデザイン部門（60点）
建築・空間分野

建材・部材分野
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「普通に、木の文具」シリーズ 一般社団法人kikito（滋賀県） 文具

あんずウクレレ科野(SHINANO)
森 政教（長野県）Sumi工房（長野県）中村木工所（長野県）千曲市産業支援センター（長野県）
モリ電子（長野県）

楽器

東秩父村の森から生まれた大太鼓ばち 株式会社ふじさん（埼玉県） 楽器

鳴子 社会福祉法人小高坂更生センター（高知県） 伝統工芸品

Toyama furniture 木と人 ウッドリンク株式会社（富山県）株式会社米三（富山県）ESOLA FACTORY（石川県） オフィス・施設用家具

TOPpingBoard 株式会社KIJIN（東京都） オフィス・施設用家具

木製遊具　創造 株式会社エヌ・エス・ピー（岐阜県） 大型遊具

IKONIH プール IKONIH（大阪府） 大型遊具

ひみレール
氷見市（富山県）一般財団法人氷見市花と緑のまちづくり協会（富山県）ペントン企画室（茨城
県）株式会社元尾商店（富山県）

大型遊具

木質ペレットストーブ　「OU」
株式会社山本製作所（山形県）株式会社アトリエセツナ（山形県）株式会社天童木工（山形県）
株式会社菊地保寿堂（山形県）

その他

CEATEC2019 大成建設展示ブース 大成建設株式会社（東京都）銘建工業株式会社（岡山県） イベント・ワークショップ（単発）

八ヶ岳カラマツチェンバロ・コンサート
株式会社八ヶ岳高原ロッジ（長野県）久保田チェンバロ工房（埼玉県）双葉林業合資会社（長
野県）株式会社そごう・西武（東京都）

イベント・ワークショップ（定期
開催）

『HITA  SUGI  しめ縄』 有限会社髙村木材（大分県）
イベント・ワークショップ（定期
開催）

みんなでつくる木のたまごプール 長門おもちゃ美術館（山口県）
イベント・ワークショップ（定期
開催）

学びと体験の教室－将来の仕事の選択肢－ ケイアイスター不動産株式会社（東京都） 普及・啓発（システム）

FORESTARIUM －木の価値の総合的な体験装置
－

住友林業株式会社筑波研究所（茨城県） 普及・啓発（ツール・メディア）

立体格子の制作技法 木楽房 六方華（兵庫県） 新たな製造・加工の技術

寝室に木材系内装や家具が多いと働く人の不眠
症の疑いが少ないことを実証：筑波大学睡眠疫学
プロジェクト

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所（茨城県）筑波大学国際統合睡眠医
科学研究機構 / 医学医療系産業精神医学宇宙医学グループ（茨城県）帝京大学（東京都）

木材利用の環境や社会性を高
める調査・研究

未利用森林資源の有効活用に向けた北海道の樹
木成分の機能性研究

一般社団法人Pine Grace（北海道）
木材利用の環境や社会性を高
める調査・研究

受賞作品名 受賞団体名（主たる応募者、共同応募者） サブカテゴリ

mother's+（マザーズプラス）
株式会社竹中工務店（東京都）有限会社北海道種鶏農場（北海道）藤寿産業株式会社（福島
県）物林株式会社（東京都）協同組合オホーツクウッドピア（北海道）

店舗・商業施設

ひもの山安 MORIYA AND PARTNERS（東京都） 店舗・商業施設

㈱イトイグループHD　CLT工法による新社屋 株式会社イトイグループホールディングス（北海道） オフィス・会議施設

丸和林業株式会社　奈半利事業所
聖建築研究所（高知県）丸和林業グループ 丸和林業株式会社（高知県）建築工房望有限会
社（高知県）

オフィス・会議施設

飯能商工会議所
飯能商工会議所・野沢正光建築工房（東京都）株式会社ホルツストラ（東京都）コイズミスタジ

 オ（東京都）細田建設株式会社（埼玉県）西川地区木材業組合（埼玉県）
オフィス・会議施設

アイダ設計プレカット事業部茨城工場 株式会社アイダ設計（埼玉県）エムアールスタジオ株式会社（東京都） オフィス・会議施設

熊本東京海上日動ビル
株式会社三菱地所設計（東京都）東京海上日動火災保険株式会社（東京都）大成建設株式会
社（東京都）株式会社秀拓（熊本県）

オフィス・会議施設

MARUHON FUKUOKA
香取建築デザイン事務所（東京都）株式会社マルホン（静岡県）株式会社フィールドフォー・デ
ザインオフィス（東京都）

オフィス・会議施設

大成建設技術センター　風のラボ 大成建設株式会社一級建築士事務所（東京都） オフィス・会議施設

アイエムタクシーラウンジ
ICHIBANSEN / nextstations（東京都）株式会社安藤耕作構造計画事務所（東京都）アイエム
タクシー株式会社（新潟県）

観光・交流施設

奈良の木を使用した移動式仮設体育館（奈良高
校）

大和ハウス工業株式会社（大阪府）奈良県（奈良県）ナスカ一級建築士事務所（東京都）東京
大学稲山正弘（東京都）株式会社坂田涼太郎構造設計事務所（東京都）早稲田大学古谷誠章
研究室＋東京大学稲山正弘研究室（東京都）

学校

流通経済大学龍ケ崎キャンパス佐伯記念武道館 清水建設株式会社（東京都） 学校

姫の沢公園ビジターセンター
株式会社時設計（東京都）熱海市（静岡県）ハシゴタカ建築設計事務所（東京都）株式会社石
井工務店（静岡県）株式会社中東（石川県）株式会社吉本（長野県）

公共施設

秋田ノーザンゲートスクエア
株式会社JR東日本建築設計（東京都）東日本旅客鉄道秋田支社（秋田県）環境デザイン研究
所（東京都）ライフデザイン建築研究所（秋田県）山田憲明構造設計事務所（東京都）第一建設
工業（新潟県）

公共施設

長門市本庁舎
長門市（山口県）、東畑建築事務所・藤田建築設計事務所・M.DESIGN ASSOCIATES一級建築
士事務所 設計共同企業体（大阪府）

公共施設

道の駅足柄・金太郎のふるさと 株式会社計画・環境建築（東京都）株式会社岩田幸司設計事務所（神奈川県） 公共施設

鳥取ユニバーサルスポーツセンター　ノバリア
プライム建築都市研究所（東京都）KAP（東京都）鳥取県（鳥取県）日本財団（東京都）鳥取県
障がい者スポーツ協会（鳥取県）懸樋工務店（鳥取県）

公共施設

多賀町中央公民館「多賀結いの森」
株式会社シェルター（山形県）多賀町（滋賀県）大滝山林組合（滋賀県）一級建築士事務所 大
西麻貴＋百田有希／ｏ＋ｈ（東京都）株式会社桑原組（滋賀県）

公共施設

高畠町立図書館
パワープレイス株式会社（東京都）有限会社テラダデザイン一級建築士事務所（東京都）学校
法人武蔵野美術大学（東京都）株式会社ロウファットストラクチュア（東京都）

公共施設

一宮市民協働センター「いちのぴあ」 共同設計株式会社（東京都）株式会社山田憲明構造設計事務所（東京都） 公共施設

有明体操競技場
株式会社日建設計（東京都）清水建設株式会社（東京都）公益財団法人東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員会（東京都）東京都（東京都）

公共施設

善福寺山門新築 株式会社河村綜建（岐阜県） 寺社・仏閣

福島県産材の家～福島林業復興エールハウス～ 岩本泰典（大阪府）株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ（東京都）中田建築工房（岐阜県） 戸建・注文住宅

森と住処を結ぶ小径木の家｜9センチ角材のセ
ルフビルドハウス

長谷川順持建築デザインオフィス株式会社（東京都）株式会社プロトハウス事務局（福岡県）
株式会社 ハヤシ工務店（千葉県）株式会社テオリアランバーテック（長野県）株式会社勝野木
材（長野県）有限会社ヤマカ木材（長野県）

戸建・注文住宅

森林認証のもり　まさこの家（全体認証） 積水ハウス株式会社（大阪府）合同会社森林認証のもり（大阪府） 戸建・注文住宅

コミュニケーション分野

技術・研究分野

ソーシャルデザイン部門（71点）
建築・空間分野
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FLATS WOODS 木場
株式会社竹中工務店（東京都）三井物産フォレスト株式会社（東京都）齋藤木材工業株式会社
（長野県）株式会社山長商店（和歌山県）株式会社サイプレス・スナダヤ（愛媛県）山佐木材株
式会社（鹿児島県）

集合住宅

三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア
清水建設株式会社（東京都）三井不動産株式会社（東京都）株式会社日建設計（東京都）株式
会社日建スペースデザイン（東京都）

店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション

重要文化財 門司港駅復原プロジェクト
九州旅客鉄道株式会社（福岡県）公益財団法人文化財建造物保存技術協会（東京都）九鉄工
業株式会社（福岡県）

公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

東急池上線旗の台駅
株式会社09.design（東京都）東急電鉄株式会社（東京都）株式会社アトリエユニゾン（東京都）
樅建築事務所（東京都）

公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

垂井町役場 株式会社梓設計（東京都）垂井町（岐阜県）
公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

くまの就労支援センター ヨリドコ 多田正治アトリエ（京都府）NPO法人ぷろぼのくまの（和歌山県）野中工務店（和歌山県）
公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

西脇市立西脇小学校保存・改修に伴う基本計画
および工事

株式会社吉住工務店（兵庫県）西脇小学校保存改修に伴う基本計画・設計組織（兵庫県）株式
   会社内藤設計（大阪府）西脇市（兵庫県）

公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

日本基督教団　西条栄光教会牧師館
西条栄光教会牧師館保存改修ワーキンググループ（愛媛県）日本基督教団 西条栄光教会
（愛媛県）長井建築設計室（愛媛県）有限会社柚山製材所ユヤマ一級建築設計工房（愛媛県）
愛媛県農林水産研究所　林業研究センター（愛媛県）

その他の木質化・リノベーショ
ン

JR日南線・日南駅舎 ～電車を待つだけじゃない、
だれもが心地よく過ごせるコミュニティスペースと
しての駅舎～

株式会社乃村工藝社（東京都）宮崎県日南市（宮崎県）パーク・デザイン株式会社（宮崎県）株
式会社 良品計画（東京都）

その他の木質化・リノベーショ
ン

東武鬼怒川線 新高徳駅 木造駅舎レトロ化 東武鉄道株式会社（東京都）株式会社オー・エヌ・オー大野設計（東京都）
その他の木質化・リノベーショ
ン

木質構造用 高遮音床システム『SQサイレンス
50』

東急建設株式会社（東京都）ナイス株式会社（神奈川県）淡路技建株式会社（茨城県） 床・壁・内外装材

里山の木と杉柾目のハイブリッドCLT 株式会社しそうの森の木（兵庫県） 床・壁・内外装材

Mori:toチェア オークヴィレッジ株式会社（岐阜県）群馬県利根郡みなかみ町（群馬県） 家具（ベッド含む）

除菌・抗菌・消臭剤　リーフパワー 株式会社ユウシステム（大阪府） 雑貨・日用品

エレファントスプーン  株式会社Casokdo（東京都） 雑貨・日用品

三重県産木材を使ったリヤカー屋台
きのわ木工堂（三重県）一般社団法人大紀町地域活性化協議会（三重県）大紀町商工会（三
重県）

什器

多摩産材リヤカー屋台 美光印刷株式会社（東京都）株式会社五ノ神製作所（東京都） 什器

木製ブロック　ズレンガ 株式会社浅尾（滋賀県） 大型遊具

木材繊維補強ポーラスコンクリート 住友林業株式会社（茨城県）住友林業緑化株式会社（東京都） その他

Tiny house WOW HIJ.株式会社（滋賀県）株式会社ひらつか建築（滋賀県） その他

世界初の森林認証のお菓子 ちちぶまゆ 合同会社森林認証のもり（大阪府） その他

くしろ木づなフェスティバル2019 釧路森林資源活用円卓会議（北海道） イベント・ワークショップ（単発）

山中漆器工場[オンライン見学ツアー] 有限会社白鷺木工（石川県） イベント・ワークショップ（単発）

森を祝う「みんなの夏至祭」
私の森.jp＋森を祝う「みんなの夏至祭」の仲間たち（東京都）有限会社グラム・デザイン（東京
都）株式会社ゴバイミドリ（東京都）

イベント・ワークショップ（定期
開催）

地域密着型「こども大工アカデミー」 株式会社新和建設（愛知県）
イベント・ワークショップ（定期
開催）

都市森林プロジェクト
湧口善之（東京都）都市森林株式会社（東京都）一般社団法人街の木ものづくりネットワーク
（東京都）

普及・啓発（システム）

森の輪 森の輪プロジェクト（北海道） 普及・啓発（システム）

日本CLT技術研究所ネットワークとCLTを使った自
社建築

ライフデザイン・カバヤ株式会社（岡山県） 普及・啓発（システム）

木の魅力を幅広く発信するTVプログラム「新素適
音楽館」

YOUテレビ株式会社（神奈川県）ナイス株式会社（神奈川県） 普及・啓発（ツール・メディア）

1964東京オリンピックゆかりの木プロジェクト
公益財団法人日本オリンピック委員会（東京都）北海道（北海道）遠軽町（北海道）北海道家庭
学校（北海道）乃村工藝社・電通・電通ライブコンソーシアム（東京都）

普及・啓発（ツール・メディア）

吉野杉シートを使った電車広告
奈良県庁（奈良県）早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科 古谷誠章研究室（東京

 都）
プロモーション（単発）

＃カミハチキテル - URBAN TRANSIT BAY
一般社団法人地域価値共創センター（広島県）広島市中央部商店街振興組合連合会（広島
県）広島修道大学 ひろみらイノベーションスタジオ 広島都心デザイン推進会議（広島県）国立
大学法人山口大学（山口県）広島市（広島県）広島県（広島県）

プロモーション（単発）

木をこよなく愛す 地球防衛軍　日田木レンジャー  日田 木レンジャー（大分県） プロモーション（定期開催）

「きのこは木の子」 森の恵みで育む特別な木の子
えのきと地球循環型農業

株式会社丸金（長野県）長野森林組合（長野県）株式会社ダイシン（長野県）株式会社
HONNOW（東京都）

ビジネスモデル

TOKYO WOOD STORY ～多摩の檜で造る東京の
家～

株式会社小嶋工務店（東京都）株式会社小嶋産業（東京都）一般社団法人 TOKYO WOOD 普
及協会（東京都）

ビジネスモデル

世界的に価値の高いクラフトジンの商品化を通じ
た里山との関係構築 ～ネズミサシの活用と持続
的な育成～

中国醸造株式会社（広島県）田口生産森林組合（広島県）賀茂地方森林組合（広島県）有限会
社一場木工所（広島県）広島県立総合技術研究所 林業技術センター（広島県）

ビジネスモデル

「糸島産材」がつくる快適な森と住まい 糸島産材活用協議会（福岡県） ビジネスモデル

県庁職員がつくる木質ワークプレイスの実証実験
株式会社 日建設計｜Nikken Wood Lab（東京都）徳島県木材協同組合連合会（徳島県）徳島
県庁（徳島県）

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

古民家・古木サーキュラーエコノミー 株式会社山翠舎（長野県）
仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

みなと森と水ネットワーク会議 みなと森と水ネットワーク会議（東京都）
仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

木を見る目・施主と大工
大澤建築店（長野県）吉村建築（長野県）宮下建築（長野県）信州大池建築（長野県）株式会社
柳沢林業（長野県）

教育・研修システム

フォレストビジネスカレッジ
フォレストビジネスカレッジ（栃木県）株式会社トーセン（栃木県）株式会社那珂川バイオマス
（栃木県）羽越木材協同組合（山形県）FOREST MEDIA WORKS株式会社（岐阜県）

教育・研修システム

コミュニケーション分野

建材・部材分野

木製品分野
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産学官連携による地域材利活用と木育の推進プ
ロジェクト

 小国町（山形県）東北芸術工科大学（山形県）株式会社オカムラ（神奈川県） その他

２ｘ４工法 床構面開発事業 ウイング株式会社（東京都） 新たな工法・素材活用の技術

住友林業オリジナル2時間耐火木質柱梁部材 住友林業株式会社（茨城県） 新たな工法・素材活用の技術

Hokkaido CLT Pavilion

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 林産試験場（北海道）株式会社遠藤建築アトリエ
（北海道）株式会社京田組（北海道）北海学園大学工学部建築学科（北海道）北海道大学大学
院工学研究院建築環境学研究室（北海道）東京工業大学環境・社会理工学院環境建築学講
座（東京都）

実験住宅・施設

技術・研究分野

総数　191点
（建築・空間分野 90点、 建材・部材分野 7点、 木製品分野 55点、 コミュニケーション分野 30点、 技術・研究分野 9点）
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