
10月6日（木）

木で暮らしと社会を豊かにするモノ・コトを表彰

『ウッドデザイン賞2022』受賞作品が決定！

～新たな顕彰制度として生まれ変わった今年度は188点が受賞～

ウッドデザイン賞2022 総評（審査委員長 赤池 学）

SDGsやカーボンニュートラル、地域の活性化、多様なライフスタイルや健康経営など、時代が求めるさまざまなテーマに対して、木を使うこと

でその解決に資する取組を「ウッドデザイン」と定義し、社会に問うことになってから８年が経過した。今回、新たに生まれ変わった本賞がさら

にこれらを促進するエンジンとなり得ることを実感した審査だった。個々の作品のクオリティも高まり、複雑化する社会課題を単一で解決するの

ではなく、複数の視点から同時に解決する取組が見られたことは大きな収穫である。地域の多様なステークホルダーの協働、木材利用に資する新

たなバリューチェーンの構築、中大規模木造建築の意欲的試みなど、ウッドデザインの未来を予感させる作品が数多く見られた。今後もこうした

流れを加速させ、木を使うことでつながり、社会課題を解決する関係者の幅広い参画を広めていきたいと考えている。

10月6日（木）、「ウッドデザイン賞2022」の受賞作品188点が選出されました。ウッドデザイン賞は、木で暮らしと社会を豊かにするモノ・コ

トを表彰し、国内外に発信するための顕彰制度です。受賞作品の一覧は「別添資料1」をご参照ください。

新たなウッドデザイン賞では、SDGsなど、時代にニーズに合わせて３部門の審査ポイントを刷新したほか、技術・建材分野、調査・研究分野を設

けて５分野に拡充しました。さらに、多様な木の活用のデザインを通じて、地域活性化、持続可能な森林経営、新しいライフスタイルの提案、脱

炭素社会へのシフト等、社会課題の解決に貢献する最も優れた作品（最優秀賞）４点に、「農林水産大臣賞」「経済産業大臣賞」「国土交通大臣

賞」「環境大臣賞」が授与されることが決定しています。

6月20日から7月31日まで作品を募集し、応募総数330点が集まりました。本日発表された作品は、書類による第一次審査、審査委員会（委員長：

赤池学）による第二次審査を経て決定されたものとなります。今後は、ウッドデザイン賞を受賞した作品の中から最終審査を行い、最優秀賞、優

秀賞、奨励賞を11月9日（水）に発表いたします。上位賞の表彰式、展示、セミナーは12月7～9日に開催される「エコプロ2022」（東京ビッグサ

イト）にて実施予定です（表彰式、セミナーは12月7日）。

※受賞作品に関するお問い合わせ先

ウッドデザイン賞応募受付担当

E-mail：info2022@wooddesign.jp

※電話でのお問い合わせは受け付けておりません

受賞作品の一部／上段左から「シェルターインクルーシブプレイス コパル（山形市南部児童遊戯施設）」「紀三井寺ケーブル山麓駅」「Do kit yourself 家具キット」「ひみ里山杉からできたイン
ク/つけペンセット」。下段左から「SANU 2nd Home」「MOKUWELL HOUSE」「国産木材の魅力発信拠点 MOCTION」「大型天板における新たな連結構造を有する大型テーブル「シルタ」」

※リリース・広報に関するお問い合わせ先

審査員や受賞者への取材もコーディネートいたします。

ご希望の方は是非、下記問い合わせ先へご連絡ください。

ウッドデザイン賞運営事務局

（担当：高橋、木俣、小田）

E-mail : press2022@wooddesign.jp
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《「ウッドデザイン賞2022」実施概要》

■応募受付期間：2022年6月20日（月）10:00～ 7月31日（日）18:00

■応募対象分野：建築・空間分野、技術・建材分野、木製品分野、コミュニケーション分野、調査・研究分野

■表彰部門 ：

■賞の構成 ：

「ウッドデザイン賞」公式ウェブサイト ★最新情報を随時公開しています★

https://www.wooddesign.jp/

木を活用した社会課題の解決をめざす取り組みを「ウッドデザイン」と定義し、「ウッドデザイン」に関わるあらゆる分野において、調査、研究、
開発、事業創造、普及及び啓発することを目的として設立された団体（一般社団法人）です。会員相互の連携並びにあらゆるステーク
ホルダーとの対話及び協力によって、木のある豊かな暮らし、木材利用、森林・林業の成長産業化及び地方創生を推進して、カーボン
ニュートラルやSDGsへの貢献、持続可能な社会の実現を目指しています。

主催団体：一般社団法人日本ウッドデザイン協会について

名 称 一般社団法人 日本ウッドデザイン協会
英文名 Japan Wood Design Association（略称：JWDA）
設 立 2021年11月18日
所在地 東京都港区新橋3-5-2 新橋OWKビル6階
会 長 隈 研吾
会 員 130（企業、団体、自治体等、2022年9月時点）

【参考】 「エコプロ2022」等における「ウッドデザイン賞2022」関連行事（予定）
１．受賞作品展示
【期 間】2022年12月７日（水）～９日（金） 10:00～17:00
【会 場】「東京ビッグサイト」東５ホール （「エコプロ2022」森と木のSDGsゾーン内 小間番号：「5⁻912」F-01）
【内 容】①上位賞展示 ②受賞作品展示（受賞作品の一部） ③日本ウッドデザイン協会ブース

２．「ウッドデザイン賞2022」表彰式
【日 時】2022年12月7日（水）10:00～11:00
【会 場】 「東京ビッグサイト」東６ホール （「エコプロ2022」特設ステージ 小間番号：「6-904」）
【内 容】 最優秀賞ほか上位賞の表彰、審査委員長コメント等

３．「ウッドデザイン賞2022」記念シンポジウム／パネル展示・交流会（仮）
【日 時】2022年12月7日（水）14:00～17:00
【テーマ】『都市の木造化・木質化で拓くSDGs』『異業種共創型ビジネスモデルの農山漁村発イノベーション』（いずれも仮題）

【場 所】「東京ビッグサイト」会議棟６階 「605-608」
【内 容】 上位賞受賞者プレゼンテーション、審査員によるトークセッション、パネル展示、交流会等を予定。

https://www.jwda.or.jp/

https://www.wooddesign.jp/


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

LIFE&CULTUREMARKET L/C 創建ホーム株式会社（広島県） 店舗・商業施設

津市久居アルスプラザ 久米設計（東京都） 店舗・商業施設

静岡県森林組合連合会天竜事業所 株式会社長谷守保建築計画（静岡県） オフィス・会議施設

ダイダン株式会社北海道支店　「エネフィス北海道」
ダイダン株式会社（埼玉県）	株式会社丸田絢子建設設計事務所（北海道）株
式会社カンディハウス（北海道）株式会社匠工芸（北海道）滝澤ベニヤ株式
会社（北海道）

オフィス・会議施設

笹島高架下オフィス
名古屋ステーション開発株式会社（愛知県）有限会社マル・アーキテクチャ
（東京都）帝人株式会社（大阪府）シーエヌ建設株式会社（愛知県）坂田涼太
郎構造設計事務所（東京都）

オフィス・会議施設

KITOKI 平和不動産株式会社（東京都）株式会社ＡＤＸ（福島県） オフィス・会議施設

愛媛県歯科医師会館
株式会社矢野青山建築設計事務所（愛媛県）一般社団法人愛媛県歯科医
師会（愛媛県）

オフィス・会議施設

FANFARE atelier FANFARE Co.,Ltd.（福岡県）株式会社イクスワークス（福岡県） オフィス・会議施設

TOKYO BASE 三菱地所ホーム株式会社（東京都） オフィス・会議施設

NOBORITO GATE BUILDING 株式会社梓設計（東京都）	 オフィス・会議施設

熊谷組福井本店 株式会社熊谷組（東京都）住友林業株式会社（東京都） オフィス・会議施設

COERU SHIBUYA 東急不動産株式会社（東京都）前田建設工業株式会社（東京都） オフィス・会議施設

美郷アトリエ
有限会社もるくす建築社（秋田県）KANSO（Smart Sustainable Solutions）
（岐阜県）

オフィス・会議施設

みかんG 株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所（東京都） オフィス・会議施設

ホテルインディゴ軽井沢
株式会社INA新建築研究所（東京都）東京センチュリー株式会社（東京都）北
野建設株式会社（長野県）

宿泊施設（ホテル・旅館）

丹波並木道中央公園サイクルステーション 株式会社吉住工務店（兵庫県） 観光・交流施設

シェルターインクルーシブプレイス コパル（山形市南
部児童遊戯施設）

株式会社シェルター（山形県）山形市（山形県）大西麻貴＋百田有希／o＋h
（東京都）株式会社高木（山形県）合同会社ヴォーチェ（山形県）特定非営利
活動法人生涯スポーツ振興会（アプルス）（山形県）

子育て・学習施設

檜原森のおもちゃ美術館 オークヴィレッジ木造建築研究所（岐阜県） 子育て・学習施設

風の子共同保育園於与岐園舎 株式会社大滝工務店（京都府）	 保育園・幼稚園・認定こども園

たかはぎ認定こども園 株式会社梓設計（東京都）株式会社シェルター（山形県） 保育園・幼稚園・認定こども園

流山市立おおぐろの森中学校
日本設計（東京都）流山市（千葉県）流山市立おおぐろの森中学校（千葉県）
ジャパン建材（東京都）キーテック（東京都）

学校

みどり市立笠懸西小学校 みどり市（群馬県）株式会社石井設計（群馬県） 学校

松田町立松田小学校
前田建設工業・計画･環境建築・類設計室・関野建設 設計･建設工事共同企
業体（東京都）前田建設工業株式会社（東京都）株式会社計画・環境建築
（東京都）株式会社類設計室（大阪府）株式会社関野建設（神奈川県）

学校

山口医院 DAT／都市環境研究室（東京都） 病院・福祉施設

エルピザの里 株式会社ゼロ・アーキテクツプラスコンサルティング（東京都）	 病院・福祉施設

しそう自立の家
株式会社アール・アイ・エー（大阪府）社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協
会（兵庫県）前川建設株式会社（兵庫県）ナカザワ建販株式会社（大阪府）

病院・福祉施設

群馬県畜産試験場 繁殖育成牛舎
三井ホームコンポーネント株式会社（東京都）アアデル株式会社小林 一彦
（群馬県）群馬県産２×４材販路拡大グループ（群馬県）

公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

サントリー天然水北アルプス信濃の森工場
株式会社竹中工務店（大阪府）サントリープロダクツ株式会社（東京都）有限
会社寺島工務店（長野県）根羽村森林組合（長野県）林友ハウス工業株式
会社（長野県）

工場・倉庫

金蛇水神社　神楽舞台
日下建築設計室（宮城県）金蛇水神社（宮城県）株式会社吉田建設（宮城
県）株式会社山大（宮城県）

寺社・仏閣

トト口の森の家 株式会社シーエッチ建築工房（兵庫県） 戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

有松再生プロジェクト トヨダヤスシ建築設計事務所（京都府）彩 Aya Irodori（愛知県） 戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

MOKUWELL HOUSE MEC Industry株式会社（鹿児島県）	 量産型住宅

築Ｐｌａｉｎ 株式会社増子建築工業（福島県） 量産型住宅

「ウッドデザイン賞2022」 受賞作品一覧 （部門・分野別）

総数 188点 （建築・空間分野 114点、 技術・建材分野23点、 木製品分野31点、 コミュニケーション分野 16点、 調査・研究分野4点）                                                 （別添資料）　2022.10.6公表　　

ライフスタイルデザイン部門(75点）

建築・空間分野（46点）



ザ・パークハビオ SOHO 大手町 三菱地所レジデンス株式会社（東京都）MEC Industry株式会社（	鹿児島県） 集合住宅

MOCXION INAGI
三井ホーム株式会社（東京都）三井ホームコンポーネント株式会社（東京
都）

集合住宅

Angular House 株式会社腰越耕太建築設計事務所（東京都） 集合住宅

古民家リゾートサロン KURATANI
株式会社TBJインテリアデザイン建築事務所（兵庫県）株式会社ベターホー
ム（大阪府）								

店舗・商業施設

新大阪第５ドイビル
清水建設株式会社（東京都）ドイ不動産株式会社（大阪府）株式会社フィー
ルドフォー・デザインオフィス（東京都）studio Jig（奈良県）安多化粧合板株
式会社（大阪府）

オフィス・会議施設

美郷町サテライトオフィス「みさとと。ネスト」 株式会社 STUDIO YY（東京都）		 オフィス・会議施設

西武鉄道　池袋線　飯能駅リニューアル 西武鉄道株式会社（埼玉県） 公共施設

ＫＡＴＡＨＡＲＡ　ＷＯＯＤ　ＢＡＳＥ
森松建設（愛媛県）特定非営利活動法人今治シビックプライドセンター（愛媛
県）

公共施設

Canadian Academy
株式会社竹中工務店（大阪府）学校法人カネディアン・アカデミイ（兵庫県）
Karen Glandrup Architects（兵庫県）株式会社小林木工（兵庫県）

教育・福祉施設

HACOTORA 株式会社鈴三材木店（静岡県） 街づくり・公園・庭園

渋谷区立 北谷公園
株式会社 日建設計｜Nikken Wood Lab（東京都）東急株式会社（東京都）東
急建設株式会社（東京都）

街づくり・公園・庭園

木材の新接合法(T-WOOD SPACE Light)を活用した木
質空間

大成建設株式会社（東京都） ユニット空間・建築物内空間

SANU 2nd Home
株式会社Sanu（東京都）株式会社ADX（福島県）有限会社二葉測量設計事
務所（静岡県）釜石地方森林組合（岩手県）

その他の業際的な領域

木質耐震垂れ壁構法
株式会社熊谷組（東京都）東京大学大学院木質材料学研究室（東京都）銘
建工業株式会社（岡山県）

新たな構造・構法・工法の技術

木製浮き基礎工法 越井木材工業株式会社（大阪府） 新たな構造・構法・工法の技術

CLT現し耐火遮音壁 大成建設株式会社（東京都） 新たな構造・構法・工法の技術

H1O 青山におけるCLT耐震壁と乾式遮音壁の複合壁
を用いた遮音性・利便性の向上

株式会社熊谷組（東京都）野村不動産株式会社（東京都）住友林業株式会
社（東京都）

新たな構造・構法・工法の技術

CLT下地シート防水工法（IB‐HDF-CLT工法）の開発 早川ゴム株式会社（東京都） 新たな構造・構法・工法の技術

木材のみで耐火被覆する準耐火構造鉄骨柱 大成建設株式会社（東京都） 新たな構造・構法・工法の技術

大型天板における新たな連結構造を有する大型テー
ブル「シルタ」

株式会社イトーキ（東京都） 新たな木質素材の技術

木質材料用難燃塗布材
大成建設株式会社（東京都）大日本塗料株式会社（大阪府）信越化学工業
株式会社（東京都）

新たな木質素材の技術

Wood Leather サンノプコ株式会社（京都府） 複合的・業際的な技術

エスリー合板（Sree  plywood） 住友林業株式会社（東京都） 構造材・羽柄材・造作材・板材

ライブナチュラルプレミアム オール国産材 朝日ウッドテック株式会社（大阪府） 内装建材

SMA-TO森のかおり 阿部興業株式会社（東京都） 開口部（窓・ドア）

ひのきデッキ 住友林業緑化株式会社（東京都）越井木材工業株式会社（大阪府） エクステリア

S WOOD BEAM MORE
ナイスプレカット株式会社（神奈川県）ナイス株式会社（神奈川県）日鐵建材
株式会社（東京都）

複合的・業際的な機能の建材・部材

吸音ＤＬＴ
株式会社長谷川萬治商店（東京都）株式会社長谷萬（東京都）網野禎昭（静
岡県）宮田雄二郎（東京都）

複合的・業際的な機能の建材・部材

日田杉モダンデザイン家具シリーズ
株式会社DINOS CORPORATION（東京都）株式会社IKASAS DESIGN（神奈川
県）株式会社モーブル（福岡県）株式会社ウエキ産業（福岡県）

椅子・ソファ

西川材のダイニングセット 工房梵天（埼玉県） 椅子・ソファ

木庵　ベンチ／テーブル 株式会社植田板金店（岡山県）隈研吾建築都市設計事務所（東京都） 椅子・ソファ

Do kit yourself 家具キット 株式会社維鶴木工（奈良県） 椅子・ソファ

Guideline System VISE PRESIDENT 株式会社九銘協（福岡県） 机・テーブル

オールドパレットテーブル 株式会社パレットハウスジャパン（大阪府） 机・テーブル

TOKYO WOODの雲梯
株式会社小嶋工務店（東京都）有限会社中嶋材木店（東京都）有限会社小
野木工製作所（東京都）

インテリア

ひみ里山杉からできたインク/つけペンセット
岸田木材株式会社（富山県）株式会社竹田事務機（京都府）株式会社田中
直染料店（京都府）株式会社岸田（富山県）

文房具

国産ヴィンテージ調枕木 株式会社コメリ（新潟県） アウトドア・ガーデニング用品

技術・建材分野（15点）

木製品分野（14点）



木兵衛 株式会社ウッディさんない（秋田県） その他の生活領域

ワーカーのウェルビーングな働き方をサポートするビッ
グテーブル「シルタ」

株式会社イトーキ（東京都） オフィス・施設用家具

Grove 株式会社ワイス・ワイス（東京都）株式会社マルホン（静岡県） オフィス・施設用家具

「木ミセル」 川村工務店（滋賀県） その他の公共・事業領域

TUS+++ 株式会社pote＋（東京都） その他の公共・事業領域

市原ゴルフクラブ市原コースクラブハウス 株式会社大林組（東京都）	 店舗・商業施設

星乃珈琲店　美しが丘店 東急建設株式会社（東京都） 店舗・商業施設

nana’s green tea 熊本店 株式会社KAMITOPEN一級建築士事務所（東京都） 店舗・商業施設

Port Plus 大林組横浜研修所 株式会社大林組（東京都）	 オフィス・会議施設

鈴木土建㈱本社社屋 菊池建設株式会社（神奈川県）鈴木土建株式会社（千葉県） オフィス・会議施設

ミヤリサン製薬坂城工場　厚生棟 株式会社大林組（東京都）	 オフィス・会議施設

ISUMI Glamping Resort ＆Spa SOLAS 船場（大阪府）旭建設（千葉県） 宿泊施設（ホテル・旅館）

JRクレメントイン高知
株式会社大建設計（大阪府）四国旅客鉄道株式会社（香川県）株式会社合
田工務店（香川県）

宿泊施設（ホテル・旅館）

禅坊 靖寧
ナイス株式会社（神奈川県）株式会社パソナグループ（東京都）株式会社坂
茂建築設計（東京都）前田建設工業株式会社（東京都）

宿泊施設（ホテル・旅館）

洋光台南第一住宅集会所・管理事務所
株式会社スタジオ・クハラ・ヤギ（東京都）洋光台南第一住宅管理組合（神奈
川県）ナイス株式会社（神奈川県）

観光・交流施設

β本町橋
MIST+髙橋勝建築設計事務所（大阪府）大希産業株式会社（大阪府）一般社
団法人水辺ラボ（大阪府）

観光・交流施設

日南 飫肥城下に建つ　こども図書館 株式会社建図宮崎（宮崎県） 子育て・学習施設

柴崎第二学童保育所
デザインファームBAUM（千葉県）社会福祉法人恵比寿会（東京都）江州建
設株式会社（東京都）株式会社ハシゴタカ建築設計事務所（東京都）株式会
社中東（石川県）

子育て・学習施設

福島こども園
株式会社時設計（東京都）社会福祉法人めばえ保育園（石川県）株式会社
中東（石川県）ハシゴタカ建築設計事務所（東京都）環境設備設計（群馬県）

保育園・幼稚園・認定こども園

岡崎市豊富保育園 株式会社浦野設計（愛知県） 保育園・幼稚園・認定こども園

育成会ひまわり保育園
社会福祉法人武蔵村山育成会	（東京都）赤池友季子建築研究所（東京都）
株式会社ジャクエツ（福井県）トウヤマアーキテクツ（東京都）細田建設株式
会社（埼玉県）

保育園・幼稚園・認定こども園

茗溪学園　トレーニング・部室棟 一級建築士事務所あとりえ（東京都）	 学校

北茨城市立磯原中学校
株式会社岡田新一設計事務所（東京都）北茨城市（茨城県）株式会社柴建
築設計事務所	（茨城県）株式会社山田憲明構造設計事務所（東京都）株式
会社岡部工務店（茨城県）

学校

昭和学院小学校ウエスト館
株式会社 日建設計｜Nikken Wood Lab（東京都）学校法人昭和学院（千葉
県）

学校

守口市立さくら小学校 昭和設計（大阪府） 学校

下石の通い所
ほとり建築事務所＋Uo.A（兵庫県）株式会社ほとり建築事務所（岐阜県）
Uo.A（兵庫県）

病院・福祉施設

コミュニティサポートセンター　アルベロベッロ
一級建築士事務所大西麻貴＋百田有希/o+h（東京都）社会福祉法人安積
愛育園（福島県）株式会社オオバ工務店（福島県）株式会社オノツカ（福島
県）

病院・福祉施設

トータス下栗
株式会社中山大輔建築設計事務所（栃木県）社会福祉法人幸知会（栃木
県）株式会社増渕組（栃木県）株式会社栃毛木材工業（栃木県）小林構造設
計室（茨城県）

病院・福祉施設

宇多津クリニック 株式会社山路哲生建築設計事務所（東京都） 病院・福祉施設

季の家 馬淵大宇研究室（岡山県）株式会社丹羽工務店（北海道） 戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

宍戸ヒルズカントリークラブ　SHISHIDO SPA
株式会社白浜誠建築設計事務所（東京都）森ビルゴルフリゾート株式会社
（東京都）株式会社シミズ・ビルライフケア（東京都）三建設備工業株式会社
（東京都）

観光・交流施設・宿泊施設

TAC.Tの輪 大成建設株式会社（東京都）		 オフィス・会議施設

木らり 永冶建築研究所（岐阜県）有限会社山本木工所（岐阜県） その他の木質化・リノベーション

Workcation House U 株式会社文祥堂（東京都） その他の木質化・リノベーション

大手町ビル　大手町観音堂 株式会社三菱地所設計（東京都） その他の木質化・リノベーション

ハートフルデザイン部門(46点）

建築・空間分野（32点）



一宮の路上建築群 ambientdesigns（愛知県）	 街づくり・公園・庭園

Global Bowl
株式会社シェルター（山形県）平田晃久建築設計事務所（東京都）Tokyo
Tokyo FESTIVAL スペシャル13「パビリオン・トウキョウ 2021」（東京都）

建築・空間分野のサブカテゴリに当て
はまらないもの

住宅用フローリング  アンビエントフロアーCV ポラス株式会社（埼玉県）株式会社住宅資材センター（埼玉県） 内装建材

スギスリットマグネット 越井木材工業株式会社（大阪府） 内装建材

木陰のトンネル 東鉄工業株式会社（東京都） エクステリア

紙木折々 有限会社倉島木工所（埼玉県） 椅子・ソファ

杉ダイニング椅子 家具工房廣畑木工製作（和歌山県） 椅子・ソファ

お道具箱 木工キット 一般社団法人かみかつ森林環境公社（徳島県） 文房具

くみ木の絵本　おかえりどうぶつはうす Ibiza（新潟県）にいがた組み木の会（新潟県） 遊具・玩具

Twist　Hair　Comb アートフォルム有限会社（秋田県） 生活雑貨

コモレビの木 株式会社三英（千葉県） 大型遊具・施設用遊具

森のお店屋さんごっこセット ひなたぼっこマルシェ 有限会社一場木工所（広島県） 大型遊具・施設用遊具

[haus] Hinoki All In one Natural Skin Gel 株式会社トレードレーベル/宮木健二（宮崎県） 新素材・成分等を活用した製品

木製自転車スポーツタイプ TR-S型 E-Thruタイプ カネモク工業株式会社（東京都）
木製品分野のサブカテゴリに当てはま
らないもの

「ＷｏＷｏｏＤ™（ワウッド）」 木への「ときめき」で幸せを
感じ、暮らしに彩りを添える空間提案～人と木と、とき
めきをもっと。～

ナイス株式会社（神奈川県）
コミュニケーション分野のサブカテゴリ
に当てはまらないもの

無垢の家具がオフィスワーカーに与える木の効果の研
究

株式会社イトーキ（東京都）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）国立大学法人 東京大学 大学院 農学生命科学研究科
（東京都）学校法人 早稲田大学 人間科学学術院	（埼玉県）

木材利用の人への効果・効能に関する
調査・研究

HULIC &New GINZA 8
株式会社竹中工務店（東京都）ヒューリック株式会社（東京都）隈研吾建築
都市設計事務所（東京都）西白河地方森林組合（福島県）協和木材株式会
社（東京都）

店舗・商業施設

株式会社　福井銀行今立支店 株式会社ヒャッカ（福井県）		 店舗・商業施設

みんなで作るみんなの郵便局「丸山郵便局」
日本郵政株式会社一級建築士事務所（東京都）日本郵便株式会社（東京
都）住友林業株式会社（東京都）南房総市教育委員会（千葉県）株式会社早
川（千葉県）

店舗・商業施設

Modellazione legno
株式会社鍜治田工務店（大阪府）甲村木材株式会社（奈良県）有限会社創
和建築事務所（奈良県）ジャパン建材株式会社（東京都）

オフィス・会議施設

江真コンサルティング新社屋
ofa（兵庫県）株式会社江真コンサルティング（愛知県）吉富工務店株式会社
（愛知県）株式会社構造計画プラス・ワン（東京都）株式会社アイ設計（東京
都）銘建工業株式会社（岡山県）

オフィス・会議施設

鬼塚電気工事・鬼塚産業 本社ビル
鬼塚電気工事株式会社（大分県）鬼塚産業株式会社（大分県）東九州設計
工務株式会社（大分県）清水建設株式会社九州支店（福岡県）有限会社寺
田平手設計（東京都）パワープレイス株式会社（東京都）

オフィス・会議施設

東北住建株式会社本社社屋 東北住建株式会社（岩手県）西方設計（秋田県） オフィス・会議施設

TOKYOシェアオフィス墨田
株式会社 船場（東京都）凸版印刷株式会社（東京都）株式会社 SALT（福岡
県）株式会社森未来（東京都）

オフィス・会議施設

H1O 青山
株式会社熊谷組（東京都）野村不動産株式会社（東京都）住友林業株式会
社（東京都）

オフィス・会議施設

吉住工務店　新社屋 株式会社吉住工務店（兵庫県）	 オフィス・会議施設

鳥コKid’sStation 株式会社柴田産業（岩手県） 観光・交流施設

京丹波町立たんばこども園
大和ハウス工業株式会社（大阪府）株式会社内藤建築事務所（京都府）NPO
法人サウンドウッズ（大阪府）田中建設有限会社（京都府）京丹波木材供給
共同企業体（京都府）

保育園・幼稚園・認定こども園

小郡幼稚園
無有建築工房（大阪府）学校法人片山学園（山口県）株式会社安成工務店
（山口県）岡﨑木材工業株式会社（山口県）

保育園・幼稚園・認定こども園

北見市立留辺蘂小学校 株式会社日建設計（北海道） 学校

調査・研究分野（１点）

建築空間分野（36点）

ソーシャルデザイン部門(62点）

技術・建材分野（3点）

木製品分野（9点）

コミュニケーション分野（１点）



長野県林業大学校　学生寮
新井建築工房＋設計同人NEXT（長野県）長野県林業大学校（長野県）長野
県林務課信州の木活用課（長野県）長野県建設部施設課（長野県）木曽木
材工業協同組合（長野県）株式会社アスピア（長野県）

学校

紀三井寺ケーブル山麓駅 清水建設株式会社（東京都）	紀三井寺（和歌山県） 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

西都市庁舎 株式会社久米設計（東京都）西都市（宮崎県） 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

八代市民俗伝統芸能伝承館（お祭りでんでん館）
株式会社シェルター（山形県）八代市（熊本県）平田晃久建築設計事務所
（東京都）

公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション「きと
ね」

南会津町（福島県） 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

大船渡消防署住田分署
株式会社SALHAUS（東京都）住田町（岩手県）佐藤淳構造設計事務所（	東京
都）

公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

森と人の輪　立田山憩の森・お祭り広場公衆トイレ 株式会社山下設計（東京都）株式会社ウッディファーム（熊本県） 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

南関町庁舎 東急建設株式会社（東京都）株式会社シェルター（山形県） 公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

京丹波町役場　新庁舎
香山建築研究所（東京都）京丹波町（京都府）サウンドウッズ（兵庫県）桜設
計集団（東京都）KAP（東京都）環境エンジニアリング（東京都）

公共施設（駅舎・交通関係施設含む）

株式会社オーシカ大阪事業所　第二倉庫
株式会社オーシカ（東京都）株式会社三菱地所住宅加工センタ－（千葉県）
崎山組（奈良県）

工場・倉庫

星野神社　石場建て・伝統的構法：覆殿新築　愛知県
豊川市 市指定文化財：本殿改修・復元

株式会社望月工務店／望月建築設計室（愛知県）	 寺社・仏閣

たなか邸
伊藤憲吾建築設計事務所（大分県）株式会社朝来野工務店（大分県）パラボ
ラ舎（大分県）きいぷらん（大分県）

戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

不惑の一棟 株式会社望月工務店／望月建築設計室（愛知県）	 戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

バウマイスターの家
株式会社平成建設（静岡県）網野禎昭（静岡県）株式会社宮田構造設計事
務所（東京都）二宮木材株式会社（栃木県）株式会社長谷川萬治商店（東京
都）

戸建・注文住宅（店舗併用住宅含む）

岐阜で循環型の家づくり～地産地消の住まい「可茂の
家」～

株式会社新和建設（愛知県） 量産型住宅

土蔵と補う増築 澤秀俊設計環境（岐阜県） 住宅（古民家再生含む）

東京建設プロジェクトマネジメントオフィス
東日本旅客鉄道株式会社東京建設プロジェクトマネジメントオフィス（東京
都）株式会社内田洋行（東京都）パワープレイス株式会社（東京都）

オフィス・会議施設

P.D.R エイトデザイン株式会社（愛知県）株式会社ピーディーアール（愛知県） オフィス・会議施設

宇佐市安心院地域複合支所 株式会社山下設計（東京都）宇佐市（大分県）株式会社末宗組（大分県） 公共施設

木立のこみち 岐阜県立森林文化アカデミー（岐阜県） 教育・福祉施設

徳島県立木のおもちゃ美術館 徳島県（徳島県）		 その他の木質化・リノベーション

Sumu Yakushima
Sumu Yakushima（鹿児島県）株式会社tono（鹿児島県）合同会社モスガイド
クラブ（鹿児島県）

建築・空間分野のサブカテゴリに当て
はまらないもの

KiPLUS  WALL for S　ー鉄骨造用CLT耐震壁の技術
開発と普及ー

株式会社竹中工務店（大阪府） 新たな構造・構法・工法の技術

改質水と抗火石の高速木材乾燥技術 woodbe フルタニランバー株式会社（石川県） 新たな製造・加工・保存の技術

ホウ酸水 シロアリポリス(R)（BHK-1870/SP-3216） 日本ボレイト株式会社（東京都） 新たな製造・加工・保存の技術

モカウッド モカウッドジャパン株式会社（長野県） 外装建材

map フェンスター（道南杉仕様） 株式会社札幌ベニヤ商会　マップ事業部（北海道） 開口部（窓・ドア）

木の色の豊かさをみつける　森のクレヨン
株式会社フェリシモ（兵庫県）Playfool （イギリス）株式会社飛騨の森でクマ
は踊る（岐阜県）mizuiro株式会社（青森県）

文房具

人を育てる緑を育てる　『フォレストサポーター鉛筆』
三菱鉛筆株式会社（東京都）品川区教育委員会（東京都）日本郵便株式会
社東京支社（東京都）株式会社サカタのタネ（神奈川県）

文房具

炭草花 -すみ くさ はな- アイオーティカーボン株式会社（富山県） 生活雑貨

ｍｔハンドクリーム 株式会社meet tree（岐阜県）丸山木材ホールディングス株式会社（岐阜県） 生活雑貨

MOOQs element 昭和木材株式会社（北海道） 趣味・娯楽用品

CARBON STOCK FURNITURE　デスク・カウンター・ベ
ンチ・ローテーブル

東京ガスコミュニケーションズ株式会社（東京都）株式会社HAGI STUDIO（東
京都）

オフィス・施設用家具

材と業と想いが循環する杉の学童家具『きみの木』
日田家具衆（大分県）協同組合日田家具工業会（大分県）株式会社トライ
ウッド（大分県）三原機工株式会社（福岡県）ハイカウント（大分県）日田市役
所（大分県）

オフィス・施設用家具

森をつくる太鼓 株式会社宮本卯之助商店（東京都）
木製品分野のサブカテゴリに当てはま
らないもの

木製品分野（８点）

コミュニケーション分野（15点）

技術・建材分野（5点）



MEC Industry MEC Industry株式会社（鹿児島県）
サプライチェーン・マネジメント（生産流
通管理システム）

国産材プレミアムパッケージ ナイス株式会社（神奈川県）
サプライチェーン・マネジメント（生産流
通管理システム）

ドローンtoハウジング～建築と森林のデジタル融合～
精密林業計測株式会社（長野県）ウッドステーション株式会社（千葉県）信州
大学農学部 森林計測・計画学研究室（長野県）株式会社森林連結経営（千
葉県）

異業種・異分野連携

林業成長産業化に向けて！～秋田スギのふるさと、ふ
たたび～

大館市（秋田県） 公民連携プラットフォーム

　木のまち吉野町の「木育」 　～木とふれあい、木に学
ぶ、木と生きる～

吉野町（奈良県） 公民連携プラットフォーム

地学連携による空き家を活用した学生シェアハウス
「とびっこハウス」の取組み

島根大学総合理工学部建築デザイン学科（島根県）一般社団法人まちづくり
鳶巣（島根県）島根県立大学出雲キャンパス看護栄養学部（島根県）一般財
団法人島根県建築住宅センター（島根県）島根県土木部建築住宅課（島根
県）出雲市都市建設部建築住宅課空き家対策室（島根県）

連携・協働のシステム・仕組み

コダマプロジェクト 有限会社みずのかぐ（愛知県） 連携・協働のシステム・仕組み

MODRINAE-戻り苗- 株式会社ソマノベース（和歌山県） 連携・協働のシステム・仕組み

静岡地域活用プロジェクト ヨキカグ 静岡県地域木材活用プロジェクト ヨキカグ（静岡県） 連携・協働のシステム・仕組み

KIDZUKI
三菱地所ホーム株式会社（東京都）株式会社環究コンサルティング（兵庫
県）高い山株式会社（東京都）株式会社トラフ建築設計事務所（東京都）株式
会社石巻工房（宮城県）カリモク家具株式会社（愛知県）

連携・協働のシステム・仕組み

森への入り口をお届けします～森デリバリー～ 株式会社東京チェンソーズ（東京都） イベント・ワークショップ

Himi Brico Labo 岸田木材株式会社（富山県）	株式会社岸田（富山県） 施設・スペース

国産木材の魅力発信拠点　MOCTION
国産木材の魅力発信拠点MOCTION（東京都）東京都（東京都）公益財団法
人東京都農林水産振興財団（東京都）東京ガスコミュニケーションズ株式会
社（東京都）株式会社HAGI STUDIO（東京都）

施設・スペース

アベマキ学校机プロジェクト
美濃加茂市（岐阜県）可茂森林組合（岐阜県）合同会社ツバキラボ（岐阜県）
株式会社丸七ヒダ川ウッド（岐阜県）美濃加茂市立山之上小学校、伊深小学
校、三和小学校（岐阜県）

次世代育成・後継者育成

森林レンタルサービスforenta 株式会社山共（岐阜県） その他のコミュニケーションの新領域

地域産材を用いた木造フラードームの建築への活用
のための構造性能研究

関東学院大学 建築・環境学部 神戸渡研究室（神奈川県）一級建築士事務
所 studioPEAK1（山梨県）

調査・研究分野のサブカテゴリに当て
はまらないもの

持続的な木材利用を支えるエリートツリー
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター
（茨城県）

その他の調査・研究

木材の未来を拓くゲノム診断技術
住友林業株式会社（茨城県）北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試
験場（北海道）北海道立総合研究機構 森林研究本部 林産試験場（北海道）

木材利用のマーケティング・販促に関
する調査・研究

調査・研究分野（3点）


