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中部森林管理局では、近年、生活様式が変化するなどの理由から和

室が減少し洋室が増加する中、新たな木材の需要開発のため、オフィ

スやアパート・マンションなどで利用できる「ブランド材（注１）を用いた新た

な洋風パーティションのデザインコンペ」を平成30年度に実施し、優秀な

作品については、中部森林管理局及び各署（所）などで採用・展示する

など木材の新需要のPRを進めています。

令和元年度においては、「ブランド材を用いた新空間デザインコンペ」

と改め、前年度募集したパーティションに加え、会議室の壁面や住宅玄

関の壁面など、内装にも幅を広げデザインを募集しました。

今後、様々な施設で身近な木材利用、木質空間の創出などの参考と

なるよう成果集を作成しました。

今後、この成果集が広く活用されることにより、ブランド材をはじめとした

国産材の需要拡大の一助となればと願っております。

（注１：ブランド材とは、中部森林管理局のエリアで生育した高齢級人工林、○高○国木曽ひのき、
信州プレミアムカラマツをいいます。 Pｰ２５、２６ ）
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作品名、応募者氏名
住所等連絡

受賞名
作品
番号

「パーティション」 川口 凜乃さん
（長野県 木曽青峰高校）

学生の部
奨励賞 ①

「あぶく」 原 真大さん
（長野県 木曽青峰高校）

学生の部
奨励賞

②

温もりのある日住宅空間部門
（１）商業施設向けパーティション部門

令和元年度「ブランド材を用いた新空間デザインコンペ」
受賞者一覧

作品名、応募者氏名
住所等連絡先

受賞名
作品
番号

該当なし

作品名、応募者氏名
住所等連絡先

受賞名
作品
番号

「風やわら木」 久保 礼子さん
（連絡先：メール www.kubo.com@icloud.com)

社会人部
部門賞

③

「子供部屋用パーティション」 塚本 ありさ さん
（長野県 木曽青峰高校）

学生の部
奨励賞

④

「リバーシブル」 千野 叶恵さん
（長野県 木曽青峰高校）

学生の部
奨励賞

⑤

「かさね」 有馬 幸さん
（長野県 上松技術専門校）

（連絡先：メール yuki619.Inter@gmail.com)

学生の部
優秀賞
（長野県
知事賞）

⑥

（２）事務所会議室のデザイン部門

上質な住空間部門
（１）住宅向けのパーティション部門

（２）玄関の内装デザイン部門

作品名、応募者氏名
住所等連絡先

受賞名
作品
番号

「掛床（かけとこ）」 足立 幸寿さん（東京都建築設計）
(連絡先：電話 03ｰ3475ｰ1548

メール shomei.archi@gmail.com)

グランプリ
（中部森林

管理局長賞）
⑦ 2



作品番号 ②

作品番号 ①

3



作品番号 ③
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作品番号 ④

作品番号 ⑤
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作品番号 ⑥
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作品番号 ⑦
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作品名、応募者氏名
住所等連絡

受賞名
作品
番号

「Kagerou」
馬場 英実 さん（東京都 KLOP一級建築士事務所」

連絡先：メール info@klopklop.com

グランプリ
（再揭）

⑩

「スキマで遊ぶパーティション」 北條 雅治 さん
（群馬県 （株）トヨダプロダクツ）

連絡先：0277-52-8811 メール rdd@toyoda-p.co.jp
準グランプリ ⑫

オフィス部門
（１）役員室の衝立をイメージ

「ブランド材を用いた新たな洋風パーティションコンペ」
受賞者一覧

作品名、応募者氏名
住所等連絡先

受賞名
作品
番号

「yorisoi」 野村 恒司 さん （東京都 建築設計）
連絡先：電話 03-6229-7783

メール kouji06252000@yahoo.cp.jp
入選 ⑧

「Mountain range」
矢島 章亜 さん（東京都 家具設計デザイナー

連絡先：メール ysdesign0750@gmail.com
準グランプリ ⑨

「Kagerou」
馬場 英実 さん（東京都 KLOP一級建築士事務所」

連絡先：メール info@klopklop.com
グランプリ ⑩

「variable-louver  partition」 永田 麻由子 さん
（奈良県 眉目山デザインスタジオ）

連絡先：電話 0742-77-8754 メール mmym@kcn.jp
入選 ⑪

（２）事務所の衝立をイメージ

アパート・マンション部門

作品名、応募者氏名
住所等連絡先

受賞名
作品
番号

「 Tall 」 坂根 和昭 さん
（東京都 インテリアデザイナー）

連絡先：メール m3-sakane@circus.ocn.ne.jp
入選 ⑬
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作品番号 ⑧
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作品番号 ⑨
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作品番号 ⑩
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作品番号 ⑪
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作品番号 ⑫

13



作品番号 ⑬
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平成30年度
第1回表彰式

令和元年度
第２回表彰式
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平成30年度
「ブランド材を用いた新たな洋風パーティションコンペ」

展示会

H31.2.24 長野駅ＭＩＤＯＲＩ りんごのひろば
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17

令和元年度
「ブランド材を用いた新空間デザインコンペ」

展示会

R2.2.24 長野駅ＭＩＤＯＲＩ りんごのひろば



作品番号 ③ 作品名 「風やわら木」

使 用 例
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作品番号 ⑥ 作品名 「 か さ ね 」

使 用 例
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使 用 例

作品番号 ⑨ 作品名 「Mountain Renge」
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作品番号 ⑩ 作品名 「Kagerou」

使 用 例
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作品番号 ⑫ 作品名 「スキマで遊ぶパーティション」

使 用 例
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作品名 「 Tall 」作品番号 ⑬

使 用 例
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協賛企業

木曽官材市売協同組合

長野県木曽郡上松町正島町２－４５

TEL  0264(52)2480 FAX 0264(52)2324
http://www.kisokann.com E-mail   info@kisokan.com
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木曽材を組合員のそれぞれの工場で製材し、
その製材品は木曽官材市売協同組合の製品
展示場に集められます。

定例市は毎月１回開かれ、天然木曽檜の
特選材・構造材･造作材･建具材のほかサワ
ラ･人工林ヒノキ・広葉樹などが勇ましいセリ
声とともに売られます。

木曽官材市売協同組合は、産地市場として全国に知ら
れています。

出品樹種は､天然木曽桧、天然サワラなどの木
曽五木や、人工林ヒノキをはじめ天然木の針葉
樹、広葉樹など多種多様です。
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高 齢 級 カ ラ マ ツ の 特 徴

○人工林カラマツは、高齢になるほど木材の性質が安定化し、ねじれにくい成熟材の多

い大径材になります。

○スギやヒノキと比べ強度が優れており、心材部分は飴色できれいな木目をいかした無

垢材として構造用等の建築材に使用されています。

○林齢８０年生以上の資源量は長野県が国内の４５％を占め、全国一の資源量を保有し

ています。

高 齢 級 カ ラ マ ツ の 資 源 量

○林齢５０年生前後の森林が大半ですが、大正から昭和初期に植栽された人工林から大径材

丸太を生産します。

○今後は高齢大径材が安定供給されますので、高品質な製品としての利用を推進します。

信州プレミアムカラマツの供給

○長野県内から生産される丸太の中から、規格＊1

に合った材を厳選して、主に長野県各地の原木

市場等に供給します。

○市場では、のぼり旗によるPRや木口に産地、

林齢を表示する外、物件明細にも「信州プレミ

アムカラマツ」と表示しブランド化を図ります。

＊１：別紙（裏面）の品質・規格です。

○長野県産カラマツの民有林材の供給・利用に関すること
長野県林務部県産材利用推進室
（室 長）丸山勝規 （課長補佐）栩秋 隆哉 （担当係長）篠原 司

電 話 026-235-7266（直通） 026-232-0111（代表） 内線3275
F A X 026-235-7364 E-mail:mokuzai@pref.nagano.lg.jp

○長野県産カラマツのブランド材の規格、国有林材の供給に関すること
林野庁中部森林管理局資源活用課
（企画官）大坪幸治 （担当係長）志賀 剛

電 話 026-236-2681（直通） FAX 206-236-2686 E-mail:koji_otsubo620@maff.go.jp
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