「ウッドデザイン賞2021」 受賞作品一覧 （部門・分野別）
総数 191点 （建築・空間分野 94点、 建材・部材分野 9点、 木製品分野 47点、 コミュニケーション分野 29点、 技術・研究分野 12点）

（別添1） 2021.10.14公表

ライフスタイルデザイン部門(63点）

㐂の家
湖月庵
KOKAGE LOUNGE

建築・空間分野
受賞団体名（主たる応募者、共同応募者）
住友林業株式会社(東京都)graf(大阪府)株式会社マル勝高田商店(奈良県)
ハコと場をつくる 株式会社SAITO(福岡県)
株式会社弘栄工務店(岐阜県)
株式会社ヒャッカ(福井県)株式会社 水嶋農機(福井県)株式会社 フクシン(福井県)有限会社
サンウッド(福井県)
株式会社竹中工務店(大阪府)株式会社タクマ(兵庫県)株式会社銘建工業(岡山県)株式会社
ストローグ(富山県)
古谷誠章(東京都)株式会社 木下洋介構造計画(神奈川県)株式会社 連設備コンサルタント
(山形県)株式会社 アーキシステムエンジ(山形県)株式会社 市村工務店(山形県)Celia(神
奈川県)
たねもしかけも(熊本県)山鳥の森オートキャンプ場(熊本県)黒岩構造設計事ム所(熊本県)穴
井木材工場(熊本県)小国ウッディ協同組合(熊本県)
ICADA(東京都)
前田建設工業株式会社(東京都)学校法人桐朋学園(東京都)隈研吾建築都市設計事務所(東
京都)住友林業株式会社(東京都)銘建工業株式会社(岡山県)
株式会社日本設計(東京都)流山市(千葉県)千葉県森林組合(千葉県)松井建設株式会社(東
京都)ジャパン建材株式会社(東京都)株式会社キーテック(東京都)
太田設計舎(宮城県)株式会社Delicious Pairings(東京都)窪田建設株式会社(長野県)
株式会社マルホン(静岡県)株式会社乃村工藝社(東京都)株式会社フィールドフォー・デザイ
ンオフィス(東京都)ITS DAZ(東京都)
NIIZEKI STUDIO(東京都)
川本達也建築設計事務所(愛知県)
シーエッチ建築工房(兵庫県)
清水健太郎建築設計事務所(香川県)
藤貴彰＋藤悠子アーキテクチャー(東京都)渡辺富工務店(東京都)
伊藤瑞貴建築設計事務所(福井県)
株式会社三栄建築設計(東京都)株式会社横井創馬建築設計事務所(東京都)佐瀬和穂建築
設計事務所(東京都)みゆき建築計画設計部(東京都)
株式会社ニンキペン一級建築士事務所(大阪府)
芦澤竜一/陶器浩一(大阪府)
積水ハウス株式会社(大阪府)

高ハッポウのある古民家再生

株式会社 松井郁夫建築設計事務所(東京都)

受賞作品名
てのべたかだや／マル勝高田商店
九州工業大学無人店舗con-tech
CO-A Village
水嶋農機
タクマビル新館(研修センター)
あさひ会計 セミナー棟
山鳥の森オートキャンプ場 山鳥の湯
TRIAXIS須磨海岸
桐朋学園宗次ホール
流山市立おおぐろの森小学校
高度生殖医療拠点[このはなクリニック]
マルホン 大阪ショールーム
一菱金属株式会社
今伊勢の家
人をダメ♡にする家
仏生山の家
出窓の塔居
福井県の気候風土に適した半規格化住宅群
ニセカイジュウタク

森のイノベーションラボFUJINO
Karamatsu House
木被覆木製柱
ウッドファイバーLD-B（木質繊維断熱材）
組子「麻の葉ちらし」シリーズ
木のレバーハンドル
Cryptomeria (Counter)
ひのきの 大人の道具箱
日田杉ブックラック
HWseries
プレーリーダイニングチェア
patol stool（国産材シリーズ）
パーソナルフレーム FRAMY
ひのき長く伸びる伸長ベッド
日田杉モダンブックラック
リーフダイニングセット
日田杉カウンター下収納
border：
国産天然杉のネコも遊べるオープンラック
ガネーシャの椅子／テーブル
AERODYNAMICS BED FRAME 極
MOKUREN（Happy end）
BAUM
ウッドバスケット
iLignosマスクケース
KIRIFTストッカーシリーズ
木製の冷凍ご飯容器「COBITSU」
石川県から 山中漆器の こぼしにくい器・こぼしに
くい器シリーズ
梢照明
TANZAKU Lamp
仕事はかどる、秘密もできる、オフィスの木箱。「
WOOBO 」

平井政俊建築設計事務所(東京都)一般社団法人 さがみ湖 森・モノづくり研究所 ／
MORIMO(神奈川県)相陽建設株式会社(神奈川県)
遠野 未来(長野県)南佐久中部森林組合(長野県)村産材を使う会(長野県)二代目 桐原建設
(長野県)
建材・部材分野
東急建設株式会社(東京都)
ウッドファイバー株式会社(北海道)
株式会社タニハタ(富山県)
Camp Design inc.(東京都)
株式会社 九銘協(福岡県)
木製品分野
有限会社市川木工(静岡県)
株式会社DINOS CORPORATION(東京都)株式会社ウエキ産業(福岡県)株式会社IKASAS
DESIGN(神奈川県)株式会社 シオン(岩手県)株式会社エムエス(福岡県)
ハチカグ株式会社(愛知県)一般社団法人 WOODEALER 豊田(愛知県)有限会社 森沢鉄工所
(滋賀県)
株式会社家具の八木沢(茨城県)ロカ ブランディング(茨城県)
平山日用品店(京都府)
細田製作所(東京都)
株式会社ヒノキ・ワークス(石川県)
株式会社DINOS CORPORATION(東京都)株式会社ウエキ産業(福岡県)株式会社IKASAS
DESIGN(神奈川県)株式会社 シオン(岩手県)株式会社エムエス(福岡県)
株式会社家具の八木沢(茨城県)ロカ ブランディング(茨城県)
株式会社DINOS CORPORATION(東京都)株式会社ウエキ産業(福岡県)株式会社IKASAS
DESIGN(神奈川県)株式会社 シオン(岩手県)株式会社エムエス(福岡県)
株式会社キコナス(静岡県)
株式会社DINOS CORPORATION(東京都)ミカタ工業株式会社(兵庫県)
FREY DESIGN(石川県)
有限会社アーキコンプレックス(東京都)株式会社ブレインスリープ(東京都)
株式会社サスティス(東京都)
株式会社資生堂(東京都)カリモク家具株式会社(愛知県)
レッドハウスファニチャー(長野県)
名古屋木材株式会社(愛知県)
美術木箱うらた(富山県)株式会社ドゥーイング(石川県)
有限会社大橋量器(岐阜県)南地秀哉(千葉県)

サブカテゴリ
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
観光・交流施設
観光・交流施設
学校
学校
病院・福祉施設
モデルハウス・ショールーム
工場・倉庫
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
戸建・注文住宅
量産型住宅
住宅の木質化・リノベーション
（古民家再生含む）
公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション
その他
構造材
床・壁・内外装材
床・壁・内外装材
開口部（窓・ドア）
インテリア
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
雑貨・日用品
雑貨・日用品
雑貨・日用品
雑貨・日用品
雑貨・日用品
キッチン・食器

株式会社和える(東京都)

キッチン・食器

飛騨産業株式会社(岐阜県)
ストーリオ株式会社(新潟県)

照明器具
照明器具

株式会社KIJIN(東京都)

オフィス・施設用家具
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Join
アーバンウッドレール
コニーカップ

西垣林業株式会社(愛知県)Design Studio CRAC(愛知県)
有限会社 エム工房(和歌山県)八千代エンジニヤリング株式会社(東京都)東京都森林組合
(東京都)新宿区役所(東京都)
KUJIRAMATSU（有限会社太洋工業）(京都府)株式会社高瀬文夫商店(大分県)
コミュニケーション分野

オフィス・施設用家具
その他
その他
イベント・ワークショップ（定期
開催）

WEB展示会 木フェス

ナイス株式会社(神奈川県)一般社団法人木と住まい研究協会(東京都)

木・鋼ハイブリッド耐震構法「T-WOOD BRACE」
集成材とPC梁を一体化させた複合梁 「T-WOOD
PC-BEAM 」
Flat Mass Timber構法「ROBRA」

大成建設株式会社(東京都)

新たな工法・素材活用の技術

大成建設株式会社(東京都)

新たな工法・素材活用の技術

技術・研究分野

木粉吸音パネル
doredo

三菱地所ホーム株式会社(東京都)
新たな工法・素材活用の技術
株式会社那賀ウッド(徳島県)株式会社かたちとことばデザイン舎(徳島県)川口指物家具工房
試作品
(徳島県)株式会社FUJIDAN(香川県)
株式会社リビタ(東京都)
実験住宅・施設

ハートフルデザイン部門（45点）
受賞作品名
津山信用金庫勝山支店
きこうえん
柄と繪
GREEN SPRINGS
アイ・エス・ガステム株式会社つくば支店
上林建設新社屋
日立建機株式会社土浦工場事務管理棟
ZOZO本社社屋
日本圧着端子製造 大阪技術センター別館 Kahdeksankulmio道後温泉 葛城 琴の庭
ザロイヤルパークキャンバス札幌大通公園
KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE
認定こども園 らのみな
認定こども園 西都ふたば幼稚園
旭川別院附属大谷さくら幼稚園
女の都幼稚園保育園
山五十嵐こども園
morinos
常陸太田市立水府小・中学校
武庫川女子大学カヌー部部室棟
魚津市立星の杜小学校
AGRI CARE GARDENかすみがうら
東急池上線池上駅
四日市市中央緑地スポーツ施設
ゲストルーム（たたみプレイス）
そらのとり
tatamiza
Pekkle Chair
どうぶつイス
KABU
杉桧が美しく軽いアームチェア
KOMON WOOD CLOCK
caracoro
K式 ペントミノパズル
[るんだー」
レイクッド
クリプトメリアシリーズ ウクレレ
森の竪琴
HARPS（26弦ハープ）

建築・空間分野
受賞団体名（主たる応募者、共同応募者）
ofa(兵庫県)津山信用金庫(岡山県)三和建設株式会社(岡山県)有限会社桃李舎(大阪府)株
式会社アイ設計(東京都)銘建工業株式会社(岡山県)
ミズタニテツヒロ建築設計(北海道)
株式会社ヒャッカ(福井県)株式会社 山謙木工所(福井県)大須賀技建 株式会社(福井県)
株式会社 大林組(東京都)株式会社立飛ホールディングス(東京都)株式会社立飛ストラテ
ジーラボ(東京都)株式会社ランドスケープ・プラス(東京都)株式会社スタジオタクシミズ(東京
都)株式会社山下設計(東京都)
有限会社川久保智康建築設計事務所(東京都)
上林建設株式会社(兵庫県)
株式会社日立建設設計(東京都)日立建機株式会社(東京都)東急建設株式会社(東京都)
株式会社シェルター(山形県)株式会社ZOZO(千葉県)株式会社竹中工務店(大阪府)NAP建築
設計事務所(東京都)越井木材工業株式会社(大阪府)株式会社ARS(千葉県)
Atelier KISHISHITA(大阪府)日本圧着端子製造株式会社(大阪府)株式会社フリースタイル(兵
庫県)越井木材工業株式会社(大阪府)
住友林業株式会社(東京都)ボールアーキテクチャ合同会社(愛媛県)株式会社BRC(愛媛県)
株式会社ホテル葛城(愛媛県)
三菱地所株式会社(東京都)株式会社三菱地所設計(東京都)MEC Industry株式会社(鹿児島
県)
各務原学びの森株式会社(岐阜県)株式会社井上工務店(岐阜県)飛騨五木株式会社(岐阜県)
株式会社TAB(岐阜県)
Lemniskate(東京都)
レモン設計室(宮崎県)
株式会社柴滝建築設計事務所(北海道)
HAG環境デザイン(長崎県)山総建設株式会社(長崎県)
株式会社東海林健建築設計事務所(新潟県)
岐阜県立森林文化アカデミー(岐阜県)
株式会社岡田新一設計事務所(東京都)常陸太田市(茨城県)株式会社柴建築設計事務所(茨
城県)
株式会社竹中工務店(大阪府)学校法人武庫川学院(兵庫県)株式会社 永瀬(兵庫県)株式会
社 谷垣(兵庫県)
株式会社東畑建築事務所名古屋オフィス(愛知県)鈴木一級建築士事務所(富山県)桜設計集
団一級建築士事務所(東京都)NPO法人サウンドウッズ(兵庫県)福井大学西本雅人研究室(福
井県)
株式会社里山建築研究所(茨城県)株式会社AGRI CARE(茨城県)医療法人AGRIE(茨城県)株
式会社三共建設(茨城県)株式会社大崎材木店(茨城県)株式会社ダイテック(福島県)
東急電鉄株式会社(東京都)東急株式会社(東京都)株式会社東急設計コンサルタント(東京
都)
株式会社久米設計(東京都)株式会社シェルター(山形県)
大英産業株式会社(福岡県)株式会社ATOM建築設計室(福岡県)福屋建設株式会社(福岡県)
株式会社中園(福岡県)九州工業大学大学院工学研究院建設社会工学系 建築デザイン研究
室(福岡県)
半林半デ(大分県)
木製品分野
たたみの福田(長崎県)book.Mt(佐賀県)
落合 将紀(茨城県)
泰木房(長野県)
土井木工株式会社(広島県)ピークスタジオ一級建築士事務所(神奈川県)特定非営利活動法
人 キッズNPO(広島県)
株式会社 長谷守保建築計画(静岡県)Hand Works Factory(静岡県)
株式会社長谷萬(東京都)株式会社富田染工芸(東京都)qboistudio
佐原健司(福島県)
アトリエやしろ(新潟県)
川村克己(滋賀県)
南政宏(滋賀県)滋賀県 森林政策課(滋賀県)Masahiro Minami Design(滋賀県)
辻四郎ギター工房(富山県)A-PLUS(富山県)富山県農林水産総合技術センター 木材研究所
(富山県)富山県総合デザインセンター(富山県)
株式会社つむぎ(栃木県)星野工業株式会社(栃木県)クロサキ工芸(栃木県)All rivers(栃木
県)廣木住建(茨城県)
IKENO Yasuaki Woodworks(北海道)
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サブカテゴリ
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
宿泊施設（ホテル・旅館）
宿泊施設（ホテル・旅館）
子育て・学習施設
保育園・幼稚園
保育園・幼稚園
保育園・幼稚園
保育園・幼稚園
保育園・幼稚園
学校
学校
学校
学校
病院・福祉施設
公共施設（駅舎、交通関係施
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
設含む）
その他
その他
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
家具（ベッド含む）
雑貨・日用品
雑貨・日用品
遊具・玩具
遊具・玩具
遊具・玩具
楽器
楽器
楽器

新見の人と木、森をつなぐ一連のプロジェクト
琵琶湖源流の森 あらゆる場面で木を使うプロ
ジェクト 「おいてく木育」と「木育ミニパーク」
＃press
山男のガチャ

コミュニケーション分野
一般社団法人にいみ木のおもちゃの会(岡山県)安田ウッド(岡山県)NPO子育て応援ナビぽっ
かぽか（岡山県）

イベント・ワークショップ（定期
開催）

東近江市あらゆる場面で木を使う推進協議会(滋賀県)

普及・啓発（システム）

REREAL(三重県)
株式会社東京チェンソーズ(東京都)

普及・啓発（システム）
ビジネスモデル

令和2年度 大阪市立中央図書館地下1階左閲覧 大阪府森林組合(大阪府)大阪府森林組合(大阪府)graf 有限会社デコラティブモードナンバー 仕組み・ネットワーク（生産・加
室一部レイアウト改修
スリー(大阪府)飛騨産業株式会社(岐阜県)
工・流通・販売をつなぐもの）
木製卓上カーリング

技術・研究分野
住友林業株式会社筑波研究所(茨城県)

試作品

ソーシャルデザイン部門（83点）
受賞作品名
ネッツトヨタ和歌山 田辺店
meet tree NAKATSUGAWA
秋田駅トピコ郵便局
ミナカ小田原
城南信用金庫 高円寺支店
浜松料理 娯座樓
肥後銀行 子飼橋支店
南予森林組合新事務所建築「CLTの先駆的活用
及び材工分離方式によるCLTの普及推進」
滋賀県林業会館
清水建設株式会社北陸支店新社屋
大和ハウスグループ みらい価値共創センター
徳島ヴォルティスクラブハウス
URASHIMA VILLAGE
Have a Nice TOKYO!

建築・空間分野
受賞団体名（主たる応募者、共同応募者）
ネッツトヨタ和歌山株式会社(和歌山県)株式会社ライトコーポレーション(和歌山県)有限会社
テラダデザイン一級建築士事務所(東京都)株式会社淺川組(和歌山県)株式会社山長商店
(和歌山県)
成瀬・猪熊建築設計事務所(東京都)株式会社 木構堂(岐阜県)丸山木材工業株式会社(岐阜
県)株式会社ワンブロック(京都府)
株式会社船場(東京都)
株式会社シェルター(山形県)万葉倶楽部株式会社(神奈川県)五洋建設株式会社(東京都)株
式会社石井工務店(静岡県)株式会社アンデザイン(東京都)
株式会社 佐藤総合計画(東京都)
株式会社 ドルフィンキッズプロダクション(静岡県)
株式会社Foreque(熊本県)
南予森林組合(愛媛県)

サブカテゴリ
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
店舗・商業施設
オフィス・会議施設

宮村太設計工房(滋賀県)株式会社山田憲明構造設計事務所(東京都)株式会社坂田工務店
(滋賀県)エーゼロ株式会社滋賀支社(滋賀県)
清水建設株式会社(石川県)
大和ハウス工業株式会社(大阪府)株式会社フジタ(東京都)株式会社小堀哲夫建築設計事務
所(東京都)齋藤木材工業株式会社(長野県)日本製鉄株式会社(東京都)株式会社森山景観技
術事務所(東京都)
有限会社内野設計(徳島県)徳島ヴォルティス株式会社(徳島県)株式会社亀井組(徳島県)山
一興業株式会社(徳島県)野田産業有限会社(徳島県)岡本木材株式会社(徳島県)
株式会社 金丸工務店(香川県)
三菱地所株式会社(東京都)CROSS Business Producers株式会社(東京都)株式会社
4CYCLE(東京都)株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ(東京都)有限会社シリウスライティ
ングオフィス(東京都)
特定非営利活動法人 宮崎文化本舗(宮崎県)

宮崎キネマ館
北海道美深町立仁宇布小中学校建設プロジェク
北海道中川郡美深町(北海道)
ト
公立大学法人北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科福田研究室(福岡県)株式
メルディア高機能木材研究所
会社三栄建築設計(東京都)株式会社ジオクラスター(福岡県)
北海道立北の森づくり専門学院
株式会社遠藤建築アトリエ(北海道)北海道立北の森づくり専門学院(北海道)
株式会社竹中工務店(東京都)林業家 山﨑靖代(東京都)合同会社 多摩の山守 山根嘉八
FOREST GATEWAY CHUO
（やまねよしはち）(東京都)金子製材株式会社(埼玉県)
牛久市立ひたち野うしく中学校
株式会社 久米設計(東京都)

オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
オフィス・会議施設
宿泊施設（ホテル・旅館）
観光・交流施設
観光・交流施設
学校
学校
学校
学校

学校
公共施設（駅舎、交通関係施
設含む）
株式会社 三上建築事務所(茨城県)三上建築事務所・押田建築設計事務所JV(茨城県)富山 公共施設（駅舎、交通関係施
砺波市立砺波図書館
県砺波市(富山県)佐藤工業・砺波工業JV(東京都)タカハタ工業株式会社(富山県)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
いなべ市役所
株式会社日建設計名古屋オフィス(愛知県)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
小田急参宮橋駅
株式会社フジタ(東京都)小田急電鉄株式会社(東京都)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
上松町役場
上松町(長野県)エーシーエ設計株式会社(長野県)
設含む）
株式会社ofa(兵庫県)神戸市(兵庫県)有限会社ビームス・コンストラクション(兵庫県)有限会社
公共施設（駅舎、交通関係施
六甲最高峰トイレ
桃李舎(大阪府)株式会社エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ(愛知県)銘建工業株式
設含む）
会社(岡山県)
ナスカ一級建築士事務所(東京都)坂田涼太郎構造設計事務所(東京都)日本住宅株式会社 公共施設（駅舎、交通関係施
道の駅たのはた 思惟の風
(岩手県)早稲田大学古谷誠章研究室(東京都)
設含む）
アルセッド建築研究所(東京都)西粟倉村(岡山県)西粟倉百年の森林協同組合(岡山県)株式
あわくら会館建設プロジェクトを中心とした百年の
公共施設（駅舎、交通関係施
会社山田憲明構造設計事務所(東京都)梶岡建設株式会社(岡山県)NPO法人サウンドウッズ
森林(もり)構想の展開
設含む）
(兵庫県)
公共施設（駅舎、交通関係施
神戸市立名谷図書館
株式会社エイムクリエイツ(東京都)神戸市(兵庫県)
設含む）
PERSIMMON HILLS ARCHITECTS(神奈川県)住田町役場(岩手県)株式会社佐賀組・有限会社
公共施設（駅舎、交通関係施
上有住地区公民館
坂井建設 共同企業体(岩手県)井上健一構造設計事務所(東京都)stgk(神奈川県)有限会社
設含む）
ＺＯ設計室一級建築士事務所(東京都)
公共施設（駅舎、交通関係施
和多都美園地の中のトイレ
株式会社三省設計事務所(長崎県)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
リニモテラス公益施設
東畑建築事務所(大阪府)ナノメートルアーキテクチャー(愛知県)
設含む）
株式会社久米設計(東京都)フジタ・平成建設特定建設工事共同企業体株式会社フジタ関東 公共施設（駅舎、交通関係施
石岡市庁舎
支店(埼玉県)平成建設株式会社(茨城県)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
北海道議会議事堂
株式会社 日本設計(東京都)株式会社 ドーコン(北海道)
設含む）
公共施設（駅舎、交通関係施
設楽町奥三河郷土館
株式会社乃村工藝社(東京都)
設含む）
としま区民センター

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所(東京都)
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志摩の小庭 いかだ丸太の家／いのこ野 ～
inocono～
神水公衆浴場
アネシス茶屋ヶ坂
プラウド神田駿河台
cup of tea ensemble
石蔵コワーキングロビーNESTo

m5_architecte一級建築士事務所(愛知県)東原建築工房(三重県)志摩クリエイターズオフィス
(三重県)
株式会社ワークヴィジョンズ(東京都)株式会社 黒岩構造設計事ム所(熊本県)竹味佑人建築
設計室(東京都)
清水建設株式会社(東京都)
株式会社竹中工務店(東京都)野村不動産株式会社(東京都)山佐木材株式会社(鹿児島県)株
式会社キーテック(東京都)
cup of tea ensemble(岐阜県)飛騨産業株式会社(岐阜県)株式会社KRAFT ARCHITECTS(東
京都)H inc.(東京都)株式会社田中工務店(岐阜県)柿BUSHI(岐阜県)
石蔵保存活用協議会(埼玉県)センティード株式会社(埼玉県)有限会社杉田工務店(埼玉
県)KIWI architects(埼玉県)金子製材株式会社(埼玉県)森のお仕事株式会社(東京都)

乃村工藝社グループ拠点集集約整備プロジェクト 株式会社 乃村工藝社(東京都)
尾鷲市役所本庁舎耐震改修
MIX BLOCK
ラフ デザインパネル Rough Design Panel
（Designed by 平井俊旭（島根県立大学））
ヒノキ曲がり梁～根曲がり材を生かして～

株式会社竹中工務店(愛知県)尾鷲市(三重県)

戸建・注文住宅
集合住宅
集合住宅
店舗・商業施設・宿泊施設の
木質化・リノベーション
オフィスの木質化・リノベーショ
ン
オフィスの木質化・リノベーショ
ン
公共施設・教育福祉施設の木
質化・リノベーション

建材・部材分野
江戸川木材工業株式会社(東京都)江戸川ウッドテック株式会社(福島県)

床・壁・内外装材

株式会社マルホン(静岡県)島根県立大学 平井俊旭(島根県)グリーンマム(東京都)

床・壁・内外装材

森庄銘木産業株式会社(奈良県)

床・壁・内外装材

オフセットサイディング「サンドグリッドType-A/Z」 ニチハ株式会社(東京都)

POM chair

戸建・注文住宅

エクステリア

木製品分野
豊橋技術科学大学(愛知県)老津木工有限会社(愛知県)やまなし水源地ブランド推進協議会
(山梨県)

家具（ベッド含む）

narucoシリーズ

株式会社サスティナライフ森の家(宮城県)

家具（ベッド含む）

hinokit さぬきのあいうえお積木
MAS

木工教室 癒楽木(香川県)
カリモク家具株式会社(愛知県)
株式会社ネーブル・ジャパン(三重県)株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ(東京
都)留辺蘂木工株式会社(北海道)株式会社超越化研(神奈川県)浪花千葉音響計画有限会社
(東京都)株式会社三菱地所設計(東京都)
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)株式会社エース・クリーン
(北海道)
有限会社 平井製材所(徳島県)相生町国産材加工生産共同組合(徳島県)あじさい木工合同
会社(徳島県)
コミュニケーション分野

遊具・玩具
オフィス・施設用家具

元気会(大分県)

イベント・ワークショップ（単発）

「森の音」・北海道産トドマツスピーカー
キャトルエース
国産スギ大径木でつくる木製八角の「しっかり支
柱」
猪川内岩屋堂 復興プロジェクト

大英産業株式会社(福岡県)北九州市(福岡県)社会福祉法人「桑の実会」障害福祉サービス
北九州みらいキッズプロジェクト（出張こども大工
事業所「桑の実工房」(福岡県)株式会社大英工務店(福岡県)北九州市立大学地域共生教育
編）
センター（421Lab）(福岡県)
くぬぎの森里地里山プロジェクト

石坂産業株式会社 くぬぎの森環境塾(埼玉県)

かまぼこ板キャンバスコンクール

長門おもちゃ美術館(山口県)フジミツ株式会社(山口県)

「自分ちの森」を知る第一歩 若手林業家と巡る
森林ツアー

森本達郎(奈良県)

ウッドアクション2021 つむつむ選手権

日本の森バイオマスネットワーク(宮城県)

アニマルカリモク

カリモク家具株式会社(愛知県)

オフィス・施設用設備
その他
その他

イベント・ワークショップ（定期
開催）
イベント・ワークショップ（定期
開催）
イベント・ワークショップ（定期
開催）
イベント・ワークショップ（定期
開催）
イベント・ワークショップ（定期
開催）
イベント・ワークショップ（定期
開催）
普及・啓発（システム）

富士ヒノキ製玩具贈呈事業
富士市(静岡県)
ウッドスタートで目指す林業成長産業化！～大館
大館市(秋田県)
普及・啓発（システム）
の子どもは大館の木で育てよう～
株式会社乃村工藝社(東京都)一般社団法人 全国木材組合連合会(東京都)秋川木材協同組
森を育む空間デザインへの入口「もりまちドア」
普及・啓発（ツール・メディア）
合(東京都)速水林業(三重県)NPO法人 西川・森の市場(埼玉県)
株式会社エイムクリエイツ(東京都)みぞのくち新都市株式会社(神奈川県)株式会社ワイス・ワ
FIND WOOD FOODCOURT
普及・啓発（ツール・メディア）
イス(東京都)ノクチ基地(神奈川県)
UKIHAデザインコンペ

うきは市地域おこし協力隊(福岡県)株式会社井上企画(福岡県)えんがわ(福岡県)栗田製材所 仕組み・ネットワーク（生産・加
(福岡県)
工・流通・販売をつなぐもの）

地域素材を生かし、縁を結ぶ場所「tanabe en+」

南紀みらい株式会社(和歌山県)田辺商工会議所(和歌山県)株式会社 山長商店(和歌山県)

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

NARAプロジェクト・わの休憩所

株式会社アーティストリー(愛知県)オンラインサロン社外取締役(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）

ホワイトバーチ×イケダ

ホワイトバーチ×イケダ(北海道)moritoki(北海道)工房ameiro(北海道)

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

モリまちスタンド in考えるパンKOPPE

岸田木材株式会社(富山県)株式会社岸田(富山県)考えるパンKOPPE(富山県)

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

再生可能な木材と森を創るプロジェクト

高島建設工業株式会社(長崎県)

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

ザ・パークハウス 高輪松が丘における型枠木材ト
三菱地所レジデンス株式会社(東京都)
レーサビリティの確保の取り組み
itaTTe tsutsu straw cupプロジェクト

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

株式会社髙瀬文夫商店(大分県)木の蔵 仙遊(大分県)有限会社白石薄板工房(大分県)マル 仕組み・ネットワーク（生産・加
ゲン株式会社(大分県)相沢漆芸工房(大分県)
工・流通・販売をつなぐもの）
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森と共に自立を目指す、百年の森林（もり）構想と アルセッド建築研究所(東京都)西粟倉村(岡山県)西粟倉百年の森林協同組合(岡山県)株式
あわくら会館建設プロジェクト
会社山田憲明構造設計事務所(東京都)梶岡建設株式会社(岡山県)

仕組み・ネットワーク（生産・加
工・流通・販売をつなぐもの）

木と暮らすデザインKYOTO
すべての人と森をつなげる morinos
森と自動車部品メーカーを繋ぐものづくり

京都市(京都府)株式会社サノワタルデザイン事務所(京都府)
岐阜県立森林文化アカデミー(岐阜県)
株式会社三五(愛知県)一般社団法人ウッディーラー豊田(愛知県)
技術・研究分野
ウッドステーション株式会社(千葉県)大型パネル生産パートナー会(千葉県)

マッチング・サポート体制
教育・研修システム
その他

HIJ.株式会社(滋賀県)株式会社ひらつか建築.(滋賀県)

新たな製造・加工の技術

京都工芸繊維大学「和楽庵」ナグリ板参加型復元技術開発チーム（Barna Gergely Peter、清
水重敦、中山利恵）(京都府)株式会社武村工務店(京都府)

新たな製造・加工の技術

有限会社アーキコンプレックス(東京都)

新たな流通・販売の技術

フルタニランバー株式会社(石川県)

木材利用の環境や社会性を
高める調査・研究

木造大型パネル
太陽エネルギーを利用した省エネルギー型木材
乾燥庫【PARITTOⅡ】
「和楽庵」ナグリ板参加型復元技術開発プロジェ
クト
日本の銘木BIM化 ーオンラインでスマートフォン
から閲覧し、3Dデータのダウンロードも可能。新し
い購入のきっかけにー
ATENOTE（アテノオト）～能登ヒバ楽器プロジェク
ト～
CLTブロックを活用した低環境負荷低温乾燥施設
の開発

新たな製造・加工の技術

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)株式会
その他試作物
社河本組(広島県)
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「ウッドデザイン賞2021」受賞作品一覧 (都道府県別)
（別添２） 2021.10.14公表

※受賞団体名に記載の団体は「主たる応募者」です。共同応募団体については、別添１の部門・分野別をご覧ください。
「都道府県」は建築・空間分野については受賞作品（建築物※）の所在地、その他は受賞団体の所在地となっています。 ※量産住宅は除く
都道府県

作品名

受賞者名（主たる応募者）

サブカテゴリ

部門

北海道（10点）

きこうえん

ミズタニテツヒロ建築設計

店舗・商業施設

ハートフルデザイン部門

ザロイヤルパークキャンバス札幌大通公園

三菱地所株式会社

宿泊施設（ホテル・旅館）

ハートフルデザイン部門

旭川別院附属大谷さくら幼稚園

株式会社柴滝建築設計事務所

保育園・幼稚園

ハートフルデザイン部門

北海道美深町立仁宇布小中学校建設プロジェクト

北海道中川郡美深町

学校

ソーシャルデザイン部門

北海道立北の森づくり専門学院

株式会社遠藤建築アトリエ

学校

ソーシャルデザイン部門

北海道議会議事堂

株式会社 日本設計

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

ウッドファイバーLD-B（木質繊維断熱材）

ウッドファイバー株式会社

床・壁・内外装材

ライフスタイルデザイン部門

HARPS（26弦ハープ）

IKENO Yasuaki Woodworks

楽器

ハートフルデザイン部門

キャトルエース

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 林産試験場 その他

ソーシャルデザイン部門

ホワイトバーチ×イケダ

ホワイトバーチ×イケダ

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

道の駅たのはた 思惟の風

ナスカ一級建築士事務所

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

上有住地区公民館

PERSIMMON HILLS ARCHITECTS

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

narucoシリーズ

株式会社サスティナライフ森の家

家具（ベッド含む）

ソーシャルデザイン部門

ウッドアクション2021 つむつむ選手権

日本の森バイオマスネットワーク

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

秋田駅トピコ郵便局

株式会社船場

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

ウッドスタートで目指す林業成長産業化！～大館の子どもは大
館の木で育てよう～

大館市

普及・啓発（システム）

ソーシャルデザイン部門

山形県（1点）

あさひ会計 セミナー棟

古谷誠章

オフィス・会議施設

ライフスタイルデザイン部門

福島県（2点）

認定こども園 らのみな

Lemniskate

保育園・幼稚園

ハートフルデザイン部門

caracoro

佐原健司

雑貨・日用品

ハートフルデザイン部門

アイ・エス・ガステム株式会社つくば支店

有限会社川久保智康建築設計事務所

オフィス・会議施設

ハートフルデザイン部門

日立建機株式会社土浦工場事務管理棟

株式会社日立建設設計

オフィス・会議施設

ハートフルデザイン部門

常陸太田市立水府小・中学校

株式会社岡田新一設計事務所

学校

ハートフルデザイン部門

AGRI CARE GARDENかすみがうら

株式会社里山建築研究所

病院・福祉施設

ハートフルデザイン部門

牛久市立ひたち野うしく中学校

株式会社久米設計

学校

ソーシャルデザイン部門

石岡市庁舎

株式会社久米設計

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

プレーリーダイニングチェア

株式会社家具の八木沢

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

リーフダイニングセット

株式会社家具の八木沢

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

Pekkle Chair

落合 将紀

家具（ベッド含む）

ハートフルデザイン部門

木製卓上カーリング

住友林業株式会社筑波研究所

試作品

ハートフルデザイン部門

栃木県（1点）

森の竪琴

株式会社つむぎ

楽器

ハートフルデザイン部門

埼玉県（2点）

石蔵コワーキングロビーNESTo

石蔵保存活用協議会

オフィスの木質化・リノベーション

ソーシャルデザイン部門

くぬぎの森里地里山プロジェクト

石坂産業株式会社 くぬぎの森環境塾

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

流山市立おおぐろの森小学校

株式会社日本設計

学校

ライフスタイルデザイン部門

ZOZO本社社屋

株式会社シェルター

オフィス・会議施設

ハートフルデザイン部門

木造大型パネル

ウッドステーション株式会社

新たな製造・加工の技術

ソーシャルデザイン部門

桐朋学園宗次ホール

前田建設工業株式会社

学校

ライフスタイルデザイン部門

出窓の塔居

藤貴彰＋藤悠子アーキテクチャー

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

ニセカイジュウタク

株式会社三栄建築設計

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

高ハッポウのある古民家再生

株式会社 松井郁夫建築設計事務所

住宅の木質化・リノベーション（古民家再生
ライフスタイルデザイン部門
含む）

GREEN SPRINGS

株式会社 大林組

店舗・商業施設

ハートフルデザイン部門

東急池上線池上駅

東急電鉄株式会社

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ハートフルデザイン部門

城南信用金庫 高円寺支店

株式会社 佐藤総合計画

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

Have a Nice TOKYO!

三菱地所株式会社

観光・交流施設

ソーシャルデザイン部門

FOREST GATEWAY CHUO

株式会社竹中工務店

学校

ソーシャルデザイン部門

としま区民センター

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

小田急参宮橋駅

株式会社フジタ

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

プラウド神田駿河台

株式会社竹中工務店

集合住宅

ソーシャルデザイン部門

岩手県（2点）

宮城県（2点）

秋田県（2点）

茨城県（10点）

千葉県（3点）

東京都（38点）
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ソーシャルデザイン部門

東京都続き

神奈川県（3点）

新潟県（4点）

富山県（6点）

石川県（4点）

福井県（3点）

長野県（5点）

乃村工藝社グループ拠点集集約整備プロジェクト

株式会社 乃村工藝社

オフィスの木質化・リノベーション

ソーシャルデザイン部門

木被覆木製柱

東急建設株式会社

構造材

ライフスタイルデザイン部門

木のレバーハンドル

Camp Design inc.

開口部（窓・ドア）

ライフスタイルデザイン部門

MIX BLOCK

江戸川木材工業株式会社

床・壁・内外装材

ソーシャルデザイン部門

オフセットサイディング「サンドグリッドType-A/Z」

ニチハ株式会社

エクステリア

ソーシャルデザイン部門

日田杉ブックラック

株式会社DINOS CORPORATION

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

パーソナルフレーム FRAMY

細田製作所

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

日田杉モダンブックラック

株式会社DINOS CORPORATION

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

日田杉カウンター下収納

株式会社DINOS CORPORATION

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

国産天然杉のネコも遊べるオープンラック

株式会社DINOS CORPORATION

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

AERODYNAMICS BED FRAME 極

有限会社アーキコンプレックス

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

MOKUREN（Happy end）

株式会社サスティス

雑貨・日用品

ライフスタイルデザイン部門

BAUM

株式会社資生堂

雑貨・日用品

ライフスタイルデザイン部門

石川県から 山中漆器の こぼしにくい器・こぼしにくい器シリーズ

株式会社和える

キッチン・食器

ライフスタイルデザイン部門

仕事はかどる、秘密もできる、オフィスの木箱。「 WOOBO 」

株式会社KIJIN

オフィス・施設用家具

ライフスタイルデザイン部門

KOMON WOOD CLOCK

株式会社長谷萬

雑貨・日用品

ハートフルデザイン部門

山男のガチャ

株式会社東京チェンソーズ

ビジネスモデル

ハートフルデザイン部門

森を育む空間デザインへの入口「もりまちドア」

株式会社乃村工藝社

普及・啓発（ツール・メディア）

ソーシャルデザイン部門

FIND WOOD FOODCOURT

株式会社エイムクリエイツ

普及・啓発（ツール・メディア）

ソーシャルデザイン部門

ザ・パークハウス 高輪松が丘における型枠木材トレーサビリティ
三菱地所レジデンス株式会社
の確保の取り組み
森と共に自立を目指す、百年の森林（もり）構想とあわくら会館建
アルセッド建築研究所
設プロジェクト

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）
仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

木・鋼ハイブリッド耐震構法「T-WOOD BRACE」

大成建設株式会社

新たな工法・素材活用の技術

ライフスタイルデザイン部門

集成材とPC梁を一体化させた複合梁 「T-WOOD PC-BEAM 」

大成建設株式会社

新たな工法・素材活用の技術

ライフスタイルデザイン部門

Flat Mass Timber構法「ROBRA」

三菱地所ホーム株式会社

新たな工法・素材活用の技術

ライフスタイルデザイン部門

doredo

株式会社リビタ

実験住宅・施設

ライフスタイルデザイン部門

日本の銘木BIM化 ーオンラインでスマートフォンから閲覧し、3D
有限会社アーキコンプレックス
データのダウンロードも可能。新しい購入のきっかけにー

新たな流通・販売の技術

ソーシャルデザイン部門

森のイノベーションラボFUJINO

平井政俊建築設計事務所

公共施設・教育福祉施設の木質化・リノ
ベーション

ライフスタイルデザイン部門

ミナカ小田原

株式会社シェルター

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

WEB展示会 木フェス

ナイス株式会社

イベント・ワークショップ（定期開催）

ライフスタイルデザイン部門

一菱金属株式会社

NIIZEKI STUDIO

工場・倉庫

ライフスタイルデザイン部門

山五十嵐こども園

株式会社東海林健建築設計事務所

保育園・幼稚園

ハートフルデザイン部門

TANZAKU Lamp

ストーリオ株式会社

照明器具

ライフスタイルデザイン部門

K式 ペントミノパズル

アトリエやしろ

遊具・玩具

ハートフルデザイン部門

魚津市立星の杜小学校

株式会社東畑建築事務所名古屋オフィス

学校

ハートフルデザイン部門

砺波市立砺波図書館

株式会社 三上建築事務所

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

組子「麻の葉ちらし」シリーズ

株式会社タニハタ

床・壁・内外装材

ライフスタイルデザイン部門

KIRIFTストッカーシリーズ

美術木箱うらた

雑貨・日用品

ライフスタイルデザイン部門

クリプトメリアシリーズ ウクレレ

辻四郎ギター工房

楽器

ハートフルデザイン部門

モリまちスタンド in考えるパンKOPPE

岸田木材株式会社

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

清水建設株式会社北陸支店新社屋

清水建設株式会社

オフィス・会議施設

ソーシャルデザイン部門

ひのき長く伸びる伸長ベッド

株式会社ヒノキ・ワークス

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

ガネーシャの椅子／テーブル

FREY DESIGN

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

ATENOTE（アテノオト）～能登ヒバ楽器プロジェクト～

フルタニランバー株式会社

木材利用の環境や社会性を高める調査・
研究

ソーシャルデザイン部門

水嶋農機

株式会社ヒャッカ

店舗・商業施設

ライフスタイルデザイン部門

福井県の気候風土に適した半規格化住宅群

伊藤瑞貴建築設計事務所

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

柄と繪

株式会社ヒャッカ

店舗・商業施設

ハートフルデザイン部門

高度生殖医療拠点[このはなクリニック]

太田設計舎

病院・福祉施設

ライフスタイルデザイン部門

Karamatsu House

遠野 未来

その他

ライフスタイルデザイン部門

上松町役場

上松町

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

ウッドバスケット

レッドハウスファニチャー

雑貨・日用品

ライフスタイルデザイン部門

どうぶつイス

泰木房

家具（ベッド含む）

ハートフルデザイン部門
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ソーシャルデザイン部門
ソーシャルデザイン部門

岐阜県（8点）

静岡県（6点）

愛知県（12点）

三重県（6点）

滋賀県（6点）

CO-A Village

株式会社弘栄工務店

店舗・商業施設

ライフスタイルデザイン部門

KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE

各務原学びの森株式会社

子育て・学習施設

ハートフルデザイン部門

morinos

岐阜県立森林文化アカデミー

学校

ハートフルデザイン部門

meet tree NAKATSUGAWA

成瀬・猪熊建築設計事務所

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

cup of tea ensemble

cup of tea ensemble

店舗・商業施設・宿泊施設の木質化・リノ
ベーション

ソーシャルデザイン部門

木製の冷凍ご飯容器「COBITSU」

有限会社大橋量器

キッチン・食器

ライフスタイルデザイン部門

梢照明

飛騨産業株式会社

照明器具

ライフスタイルデザイン部門

すべての人と森をつなげる morinos

岐阜県立森林文化アカデミー

教育・研修システム

ソーシャルデザイン部門

浜松料理 娯座樓

株式会社 ドルフィンキッズプロダクション

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

ラフ デザインパネル Rough Design Panel（Designed by 平井俊
旭（島根県立大学））

株式会社マルホン

床・壁・内外装材

ソーシャルデザイン部門

ひのきの 大人の道具箱

有限会社市川木工

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

border：

株式会社キコナス

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

杉桧が美しく軽いアームチェア

株式会社 長谷守保建築計画

家具（ベッド含む）

ハートフルデザイン部門

富士ヒノキ製玩具贈呈事業

富士市

普及・啓発（システム）

ソーシャルデザイン部門

今伊勢の家

川本達也建築設計事務所

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

リニモテラス公益施設

東畑建築事務所

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

設楽町奥三河郷土館

株式会社乃村工藝社

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

アネシス茶屋ヶ坂

清水建設株式会社

集合住宅

ソーシャルデザイン部門

HWseries

ハチカグ株式会社

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

iLignosマスクケース

名古屋木材株式会社

雑貨・日用品

ライフスタイルデザイン部門

Join

西垣林業株式会社

オフィス・施設用家具

ライフスタイルデザイン部門

POM chair

豊橋技術科学大学

家具（ベッド含む）

ソーシャルデザイン部門

MAS

カリモク家具株式会社

オフィス・施設用家具

ソーシャルデザイン部門

アニマルカリモク

カリモク家具株式会社

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

NARAプロジェクト・わの休憩所

株式会社アーティストリー

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

森と自動車部品メーカーを繋ぐものづくり

株式会社三五

その他

ソーシャルデザイン部門

四日市市中央緑地スポーツ施設

株式会社久米設計

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ハートフルデザイン部門

いなべ市役所

株式会社日建設計名古屋オフィス

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

志摩の小庭 いかだ丸太の家／いのこ野 ～inocono～

m5_architecte一級建築士事務所

戸建・注文住宅

ソーシャルデザイン部門

尾鷲市役所本庁舎耐震改修

株式会社竹中工務店

公共施設・教育福祉施設の木質化・リノ
ベーション

ソーシャルデザイン部門

「森の音」・北海道産トドマツスピーカー

株式会社ネーブル・ジャパン

オフィス・施設用設備

ソーシャルデザイン部門

＃press

REREAL

普及・啓発（システム）

ハートフルデザイン部門

湖月庵

芦澤竜一/陶器浩一

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

滋賀県林業会館

宮村太設計工房

オフィス・会議施設

ソーシャルデザイン部門

「るんだー」

川村克己

遊具・玩具

ハートフルデザイン部門

レイクッド

南政宏

遊具・玩具

ハートフルデザイン部門

普及・啓発（システム）

ハートフルデザイン部門

新たな製造・加工の技術

ソーシャルデザイン部門

琵琶湖源流の森 あらゆる場面で木を使うプロジェクト 「おいてく
東近江市あらゆる場面で木を使う推進協議会
木育」と「木育ミニパーク」
太陽エネルギーを利用した省エネルギー型木材乾燥庫
HIJ.株式会社
【PARITTOⅡ】
京都府（5点）

大阪府（4点）

兵庫県（7点）

KOKAGE LOUNGE

積水ハウス株式会社

量産型住宅

ライフスタイルデザイン部門

patol stool（国産材シリーズ）

平山日用品店

家具（ベッド含む）

ライフスタイルデザイン部門

コニーカップ

KUJIRAMATSU（有限会社太洋工業）

その他

ライフスタイルデザイン部門

木と暮らすデザインKYOTO

京都市

マッチング・サポート体制

ソーシャルデザイン部門

「和楽庵」ナグリ板参加型復元技術開発プロジェクト

京都工芸繊維大学「和楽庵」ナグリ板参加型復元技術開
発チーム（Barna Gergely Peter、清水重敦、中山利恵）

新たな製造・加工の技術

ソーシャルデザイン部門

マルホン 大阪ショールーム

株式会社マルホン

モデルハウス・ショールーム

ライフスタイルデザイン部門

㐂の家

株式会社ニンキペン一級建築士事務所

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

日本圧着端子製造 大阪技術センター別館 -Kahdeksankulmio- Atelier KISHISHITA

オフィス・会議施設

ハートフルデザイン部門

令和2年度 大阪市立中央図書館地下1階左閲覧室一部レイアウ
大阪府森林組合
ト改修

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ハートフルデザイン部門

タクマビル新館(研修センター)

株式会社竹中工務店

オフィス・会議施設

ライフスタイルデザイン部門

TRIAXIS須磨海岸

ICADA

観光・交流施設

ライフスタイルデザイン部門

人をダメ♡にする家

シーエッチ建築工房

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

上林建設新社屋

上林建設株式会社

オフィス・会議施設

ハートフルデザイン部門
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兵庫県続き

奈良県（4点）

和歌山県（3点）

岡山県（3点）

武庫川女子大学カヌー部部室棟

株式会社竹中工務店

学校

ハートフルデザイン部門

六甲最高峰トイレ

株式会社ofa

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

神戸市立名谷図書館

株式会社エイムクリエイツ

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

てのべたかだや／マル勝高田商店

住友林業株式会社

店舗・商業施設

ライフスタイルデザイン部門

大和ハウスグループ みらい価値共創センター

大和ハウス工業株式会社

オフィス・会議施設

ソーシャルデザイン部門

ヒノキ曲がり梁～根曲がり材を生かして～

森庄銘木産業株式会社

床・壁・内外装材

ソーシャルデザイン部門

「自分ちの森」を知る第一歩 若手林業家と巡る森林ツアー

森本達郎

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

ネッツトヨタ和歌山 田辺店

ネッツトヨタ和歌山株式会社

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

アーバンウッドレール

有限会社 エム工房

その他

ライフスタイルデザイン部門

地域素材を生かし、縁を結ぶ場所「tanabe en+」

南紀みらい株式会社

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

津山信用金庫勝山支店

ofa

店舗・商業施設

ハートフルデザイン部門

あわくら会館建設プロジェクトを中心とした百年の森林(もり)構想
アルセッド建築研究所
の展開

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

新見の人と木、森をつなぐ一連のプロジェクト

一般社団法人にいみ木のおもちゃの会

イベント・ワークショップ（定期開催）

ハートフルデザイン部門

KABU

土井木工株式会社

家具（ベッド含む）

ハートフルデザイン部門

CLTブロックを活用した低環境負荷低温乾燥施設の開発

有限会社一場木工所

その他試作物

ソーシャルデザイン部門

山口県（1点）

かまぼこ板キャンバスコンクール

長門おもちゃ美術館

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

徳島県（3点）

徳島ヴォルティスクラブハウス

有限会社内野設計

オフィス・会議施設

ソーシャルデザイン部門

国産スギ大径木でつくる木製八角の「しっかり支柱」

有限会社 平井製材所

その他

ソーシャルデザイン部門

木粉吸音パネル

株式会社那賀ウッド

試作品

ライフスタイルデザイン部門

仏生山の家

清水健太郎建築設計事務所

戸建・注文住宅

ライフスタイルデザイン部門

URASHIMA VILLAGE

株式会社 金丸工務店

宿泊施設（ホテル・旅館）

ソーシャルデザイン部門

hinokit さぬきのあいうえお積木

木工教室 癒楽木

遊具・玩具

ソーシャルデザイン部門

道後温泉 葛城 琴の庭

住友林業株式会社

宿泊施設（ホテル・旅館）

ハートフルデザイン部門

南予森林組合新事務所建築「CLTの先駆的活用及び材工分離方
南予森林組合
式によるCLTの普及推進」

オフィス・会議施設

ソーシャルデザイン部門

九州工業大学無人店舗con-tech

ハコと場をつくる 株式会社SAITO

店舗・商業施設

ライフスタイルデザイン部門

ゲストルーム（たたみプレイス）

大英産業株式会社

その他

ハートフルデザイン部門

メルディア高機能木材研究所

公立大学法人北九州市立大学国際環境工学部建築デザ
学校
イン学科福田研究室

ソーシャルデザイン部門

Cryptomeria (Counter)

株式会社 九銘協

インテリア

ライフスタイルデザイン部門

北九州みらいキッズプロジェクト（出張こども大工編）

大英産業株式会社

イベント・ワークショップ（定期開催）

ソーシャルデザイン部門

UKIHAデザインコンペ

うきは市地域おこし協力隊

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

女の都幼稚園保育園

HAG環境デザイン

保育園・幼稚園

ハートフルデザイン部門

和多都美園地の中のトイレ

株式会社三省設計事務所

公共施設（駅舎、交通関係施設含む）

ソーシャルデザイン部門

tatamiza

たたみの福田

家具（ベッド含む）

ハートフルデザイン部門

再生可能な木材と森を創るプロジェクト

高島建設工業㈱

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

山鳥の森オートキャンプ場 山鳥の湯

たねもしかけも

観光・交流施設

ライフスタイルデザイン部門

そらのとり

半林半デ

その他

ハートフルデザイン部門

肥後銀行 子飼橋支店

株式会社Foreque

店舗・商業施設

ソーシャルデザイン部門

神水公衆浴場

株式会社ワークヴィジョンズ

戸建・注文住宅

ソーシャルデザイン部門

猪川内岩屋堂 復興プロジェクト

元気会

イベント・ワークショップ（単発）

ソーシャルデザイン部門

itaTTe tsutsu straw cupプロジェクト

株式会社髙瀬文夫商店

仕組み・ネットワーク（生産・加工・流通・販
売をつなぐもの）

ソーシャルデザイン部門

認定こども園 西都ふたば幼稚園

レモン設計室

保育園・幼稚園

ハートフルデザイン部門

宮崎キネマ館

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

観光・交流施設

ソーシャルデザイン部門

広島県（2点）

香川県（3点）

愛媛県（2点）

福岡県（6点）

長崎県（4点）

熊本県（4点）

大分県（2点）

宮崎県（2点）

総数 191点
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