
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

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

応募・問合せ先

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

表紙写真は2014~2018年の知事選定案件。詳細はいばらきデザインセレクションのウェブサイトでご覧いただけます。

応募受付期間

2019.5/31［金］　　7/19［金］
 当日必着

id-selection.jp

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

2.テーマセレクション部門
 2019テーマ
 □ 「茨城のチカラ」

茨城の地域資源や人々の持つ力
と可能性をデザインし、茨城の
地からの積極的な発信に取り組
むモノゴトを募集します。
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いばらきデザインセレクション2019応募要項

応募資格
応募対象の事業主体である中小企業、団体、個人事業主等が応募
できます。

応募受付期間

2019 年５月 31日（金）から7月 19日（金）まで

注意事項
○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。

応募対象
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が応募
対象です。令和元年8月末日までに発売、実施、または公的発表をし
ていて、下記のいずれかに当てはまるモノゴトが応募できます。
・茨城県内に事業所等を置くもの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。
※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。

審査基準
 □ デザインコンセプトが明確であること。
 □ 美しくまとまりがあるデザインであること。
 □ 社会性や公共性を有していること。
 □ 機能性と安全性に配慮されていること。
 □ 茨城らしい背景やストーリーを持っていること。
以上の基準をすべて満たしていること。

また、以下の基準が加点要素になります。
 □ 発展性と持続性に期待できる。
 □ 独創性や新規性に富んでいる。

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

2.テーマセレクション部門
 □ 「茨城のチカラ」

茨城の地域資源や人々の持つ力と可能性をデザインし、茨城
の地からの積極的な発信に取り組むモノゴトを募集します。
例えば、地域資源を活用して開発された手土産や観光プログ
ラム／農水産物のブランディング／伝統産業の新しい取り組み
／長く愛されるロングライフデザイン／地域の隠れた魅力を発
信するデザイン　など

応募方法

応募費用　無料

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。

審査方法
一次審査 ：書類選考
二次審査 ：現品選考
※審査会場に持ち込めない案件は、説明パネル等の資料で審査を
 行います。

※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。



IBARAKI DESIGN FAIR 2019-2020

選定メリット

表彰式　選定証授与

2018 年度 イバラキセンス（東京・銀座）での販売

2018 年度 イオンモールつくば（つくば市）での展示・PR

交流会

選定マーク
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・交流会
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。

茨城県アンテナショップ IBARAKI sense - イバラキセンス - でのフェア開催
を予定しています。その他のイベントについては決定次第、ウェブサイト等
でお知らせしていきます。

いばらきデザインフェア
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。

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
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。

あなたの考える茨城の魅力は何ですか？
豊かな土地や海で育まれるもの、受け継がれてきた技術や伝統、そして熱い想いを持った人々。
デザインには想いを伝える力があります。
茨城の魅力を、茨城の地から発信する、力強いデザインをお待ちしています。

審査委員 
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６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

　 シリーズ選定

過去選定の改良版や姉妹品で評価できるもの

　  選定 

茨城県の優れたデザインとして評価できるもの

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）

選定の種類

スケジュール

よくある質問　裏面の「応募要項」もよくお読みください。

Q
A

Q

A

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？
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。

1 社で複数の案件を応募することはできますか？
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葉提出してく
ださい。

Q

A

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？
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。

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15回目を迎えます。

いばらきデザインフェア in 銀座　2020年１月11日－15日開催予定 他、よくある質問をウェブサイトに掲載しています。あわせてご確認ください。

選定事業者の声
大成女子高等学校
ほしいもグラノーラ　2018年 選定

デザインフェアで高校生自らが商品PRや試食販売を行い、自信に
つながりました。また商品を話題にしていただける機会も増えました。

Un plan kaho
カシミヤ ミニ マフラー　2017年 知事選定

デザインセレクション選定事業者の方から製品デザインのご相
談をいただき、新しいビジネスにつながっています。

穂垂ル里山農場
酒米田んぼオーナー制度　2017年 選定

オーナーの皆さんや協力者の方々のモチベーションにつながれば
と思い応募しました。選定マークや選定証をPRに活用しています。

5月31日 応募受付
応募用紙に必要事項を記入して提出。
応募用紙は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
ロードできます。

応募個別相談会
応募受付期間中の6/27,28,7/10,11に応募に
関する相談会を開催予定です。
詳細はウェブサイトでご確認ください。

7月下旬 一次審査
応募用紙の内容に基づき、書類選考を行い
ます。

8月初旬 結果通知
応募者あてに書面で一次審査の結果を通知。
一次審査を通過した案件には、二次審査の
案内をお送りします。

8月下旬 二次審査
審査会場に展示された現品を見ながら、審査
委員会が審査基準に基づく採点と審議を行い
ます。
※審査会場に持ち込めない案件は説明パネ
ル等の資料で審査を行います。

搬入
指定日に審査物品を搬入または送付。

9月 選定結果通知
応募者あてに書面で選定結果を通知。

10月 選定発表
知事選定・選定・奨励・シリーズ選定に選ばれ
た案件を発表。

11月 表彰式
選定証授与、審査委員による選定案件の講評。

7月19日

Q

A

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？
結果通知の発送は9月中を予定しております。一般公開は10月の選定発
表以降に行えます。


