いばらきデザインセレクションは
茨城県の地域や産業を元気にする優れたデザインの選定を通じて、
茨城県の地域イメージを高め、産業振興につなげていく取り組みです。
2005 年より始まり、本年で 14 回目を迎えます。
茨城県は平野が広がり緑豊かで、農林水産業・製造業などの多様

ました。人間中心にもの・ことのありようを考え、暮らしや社会の

な産業が盛ん、気候も穏やかで暮らしやすいと言われています。

未来を切り開くすべとして期待も高まっています。

それらの産業や暮らしを「デザイン」することで、その「デザイン」に

茨城の多様な産業と自然と暮らしのなかで、ひとびとの手で磨き上げ

触れるひとびとの生活がもっと活き活きと、わくわくするものになる

られる「逸品」
。

と思います。

みなさまの「いばらきの逸品」なデザインを、ご応募ください。

応募要項
応募対象

応募方法

具現化されたものがありデザインの審査対象になるモノゴト。
芸術としての用途しかない純粋芸術と、商取引のないプライベート
作品、政治活動は対象外です。

応募用紙（Excel または PDF 形式）をいばらきデザインセレクショ
ンのウェブサイト（id-selection.jp）からダウンロードしてください。
応募用紙に必要事項を記入の上、募集期間内に事務局に郵送、宅
配便、E-mail 添付または直接提出してください。
※現品は送らないでください。
※建築・空間デザインの場合は図面を別添してください。
※応募用紙は返却いたしません。

応募条件
・茨城県内に事業所がある中小企業、団体、個人事業主が事業主
体であるもの。
・茨城県で開発または生産、実施されたもの。
・茨城県に特別に関わりのあるもの。
上記のいずれかに当てはまり、平成 30 年 8 月末日までに発売、実施、
または公的発表をしているもの。
※ただし事業主体が大企業であるものは除く。

応募費用

無料

※ただし、審査及び展示に必要な資料の作成と審査物等の搬入出
に関わる送料等は応募者が負担します。

注意事項
応募部門・分野
1. デザインセレクション部門
□ もの
商品や製品、工芸品のデザイン／パッケージデザイン など
□ こと
空間・建築／イベント・活動／サービス・しくみのデザイン／
ビジネスモデル／ブランディング／広告／その他

○応募対象の知的財産権について問題が生じた場合や、応募・選
定に伴い応募者と第三者との間で問題が生じた場合は応募者がそ
の責任を負います。主催者は一切の責任を負いません。
○応募・選定対象が、第三者の知的財産権を侵害していると認め
られた場合、対象の欠陥等から第三者に損害を与えた場合、ほ
か各種法令への違反が明らかになった場合、主催者は応募・選
定を取り消すことができます。

2. テーマセレクション部門
□「いばらきの逸品」
茨城らしさをユーザー・生活者に伝える、デザインの工夫や戦
略性に富んだモノゴトを募集します。
例えば、農家レストランやカフェ・民泊／体験型の観光プログ
ラム／メッセージ性の強い商品・製品／地域性の高い老舗店
舗空間や手土産／地域の課題を解決するデザインされたシステ
ム・サービス など

いばらき の
優 れた
デザイン

そして「デザイン」という言葉は、多様な領域で用いられるようになり

を募集します

今回のテーマセレクションは
「いばらきの逸品」。

詳細・応募用紙のダウンロードはこちら
いばらきデザインセレクション ウェブサイト

id-selection.jp

応募・問合せ先
事務局

茨城県デザインセンター（www.idesign-c.jp）
〒312- 0005
茨城県ひたちなか市新光町 38 番地 ひたちなかテクノセンター 2F
表紙写真はこれまでの選定案件

Tel : 029-264-2205
Fax : 029-264-2206
E-mail : info@idesign-c.jp
主催：茨城県 ㈱ひたちなかテクノセンター

上段左から アートビーチくじはま／日立納豆なっとまぁく／木内梅酒／ハンディカッター 185 IS-HCT185 ／糸引きの少ない納豆「豆乃香」
下段左から 七福来ギフト box ／ DEN-CON 提灯・ICHI-GO 提灯／大地のミニトマトジュース Sun Pallet ／サイクルステーションとりで／「茨城をたべよう」運動

応募部門・分野

募集期間

1. デザインセレクション部門

2018.6/20［水］

7/31［火］
当日必着

id-selection.jp

□ もの
商品や製品、工芸品のデザイン
／パッケージデザイン など

□ こと
空間・建 築／イベント・活動／
サービス・しくみのデザイン／
ビジネスモデル／ブランディング
／広告／その他

2. テーマセレクション部門
2018 テーマ

□「いばらきの逸品」
茨城らしさをユーザー・生活者
に伝える、デザインの工夫や戦略
性に富んだモノゴトを募集します。

スケジュール
6/20 - 7/31

8 月初旬

8 月下旬

9月

10 月

11 月‐12 月

応募

一次審査

結果通知

搬入

二次審査

結果通知

選定発表

表彰式

応募用紙に必要事項を記入し
て提出。

書類選考

応募者宛に書面で一次審査の
結果を通知。

事務局指定日に審 査 物品を
搬入または送付。

現品選考

応募者宛に書面で選定結果を
通知。

知事選定・選定・奨励に選ば
れた案件を発表。

選定証授与、審査委員による
選定案件の講評。

選定メリット

過去選定者の声

選定マーク

表彰式・交流会

選定マークをパッケージや店頭 POP 広告、
ウェブサイトなどに記載し、デザイン力の PR
に活用できます。（使用料無料）

表彰式では選定証授与のほか、審査委員による審査講評で評価ポ
イントについて解説します。
また、表彰式後に審査委員や選定事業者間の交流の場を設けており、
新たなつながりやプロジェクトが生まれる場となっています。
表彰式

選定証授与

株式会社つかもと
つかもとプレミアムシリーズ 彩

Un plan kaho
カシミヤ ミニ マフラー

岩井眼鏡店
岩井眼鏡製作所 KM シリーズ

2016 年 知事選定

2017 年 知事選定

2017 年 選定

日本の伝統和菓子「甘納豆」を若い方にも
食べていただきたい！というコンセプトのもと、
専門家やデザイナーとともにパッケージ開発
した商品です。贈答用やちょっとした手みや
げとしてのニーズにも応えられる包みに仕上げ
たことでマーケットが広がり、選定をきっか
けに都内のセレクトショップでも取り扱われ
るなど、デザインの力を実感しています。

国産カシミヤに特化したブランド「kaho」と
して商品企画・デザイン・販売をしています。
この商品は、イベント出展等で使い手である
お客様とお話する中で得られた、これまでの
商品の課題や気づきからうまれました。デザ
インセレクション知事選定となったことで、
商 談のアピールポイントになり信用につな
がっていると感じています。

古河商工会議所から当制度の紹介があり、
昭和 20 年当時の岩井眼鏡製作所時代の型を
もとに現代の技術で復刻し、シリーズ化して
いたオリジナルフレームを応募、選定となり
ました。選定を受けて出版社への営業や、古
河市内の選定事業者とともに市長への表敬
訪問をしたことで、雑誌を始めとした様々な
メディアに取り上げられ、励みになりました。

株式会社つかもと

Un plan kaho

岩井眼鏡店 岩井清志

交流会

選定証
選定事業者に選定証 1 部が授与されます。

オンラインカタログ・
冊子・フライヤー掲載

いばらきデザインフェア

茨城県が認める優れたデザインとして、各種媒体に掲載・顕彰されます。

県内外で巡回展示や選定商品の期間限定販売イベントを行います。
2017 年度 茨城マルシェ（東京・銀座）での展示・販売

よくある質問
2017 年度 ニューポートひたちなかファッションクルーズ（ひたちなか市）での展示・販売

専務取締役

鈴木 卓也

代表・デザイナー 宮内かほる

裏面の「応募要項」もよくお読みください。

Q 応募できるモノゴトの条件がわかりません。
A 基本的な条件は、当リーフレットの裏表紙に記載の「応募対象」
「応
募条件」をご覧ください。

Q 応募用紙で概要や説明文をどのように書けばよいのかが
わかりません。
A 特に文章の形式は問いませんので、要点を箇条書きで記入していただ
いても構いません。

Q 新しいモノゴトしか応募できませんか？一度応募した
ものは再応募できませんか？

審査体制

選定の種類
二次審査

一次審査：書類選考
二次審査：現品選考
茨城県知事によって委嘱された各分野の専門家・有識者から
なる審査委員会が審査基準に基づく採点と審議を行います。
※今年度の審査委員は 7 月末日までに、いばらきデザインセ
レクションのウェブサイトで発表。

知事選定
選定の中でも特に高いレベルでデザインが成されており
茨城県として誇れるもの

選定
茨城県の優れたデザインとして評価できるもの

A 現在も購入や利用ができるモノゴトならば、発売・開始時期に関わら
ず応募できます。一度応募したものでも、デザインのリニューアルや
バージョンアップが行われていれば再応募できます。

Q 1 社で複数の案件を応募することはできますか？
A 1 社で何件でもご応募いただけます。応募用紙は 1 件につき 1 枚提出
してください。

Q 数社と協同で作り上げたものを応募します。選定された
場合、各社に選定証をもらうことはできますか？
A 事業主体者が複数の場合は、連名で応募することができます。その
場合、各社に選定証を発行します。

Q 一つの応募対象を複数の部門・分野に応募することは
できますか？
A 部門・分野は 1 件につき、一つをお選びください。ただし、審査会
において、事業者に予告なく部門・分野を移動することがあります。

Q 建築・空間デザインや活動など、審査会場に持ち込め
ないものの現品選考はどう行いますか？
A プレゼンパネルや模型などを用意・搬入していただき、審査します。
詳細は一次審査結果通知の際にお知らせします。

Q 選定の通知はいつになりますか？選定された場合、どの
時点で一般に公開できますか？
A 結果通知の発送は 10 月中を予定しております。一般公開は 11 月の
選定発表以降に行えます。

奨励
茨城らしさと今後の発展性が期待できるもの
（※選定マークは使用できません）

その他ご不明なことはお気軽に事務局までお問い合わせください。

