
IBARAKI DESIGN SELECTION
BUYERS CATALOG いばらきデザインセレクション・バイヤーズカタログ

いばらきデザインセレクションとは
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。

発行：茨城県
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2016年～2020年の5年間に、厳正な
審査によりいばらきデザインセレク
ションに選ばれた商品をご紹介。
茨城の土地で育まれたおいしさ、暮
らし、おもてなしの品物を、ぜひ皆
様にお取り扱いいただけますよう、
お願い申し上げます。

■掲載商品

食品（23品）....................................2-6
クラフト（8品）................................6-7
日用品（5品）..................................7-8

深作農園メロン� ［2020選定］

メロン生産量日本一の鉾田市で三代約60
年続くメロン農家。鉾田市はメロン栽培に
恵まれた土地です。海が近く夏は海風で高
温を防ぎ、日照時間が長く水はけのよい平
地で果肉が育ち、昼夜の寒暖差で甘みが増
します。茨城県が10年以上の歳月をかけ
完成させたイバラキングを含め5品種栽培。

［2021年オーガニックエコフェスタ野菜栄養価コン
テストメロン部門最優秀賞］

消費期限：3～6日
希望小売価格（税込）：3,000～6,000円

■お問い合わせ先
〒311-2102　茨城県鉾田市台濁沢157
農業法人 深作農園有限会社　深作勝己
TEL 0291-39-8560
E-mail online@fukasaku.com
HP https://fukasaku.com

つかもとプレミアムシリーズ「彩」
芋なっとう� ［2016知事選定］

創業85年伝統製法「直火炊き」で茨城県産
のさつま芋を甘なっとうに仕上げました。
可愛いパッケージでちょっとした贈りもの
に最適です。

原材料名：さつま芋、砂糖、還元水飴／トレハロース、
ソルビット、漂白剤（次亜硫酸ナトリウム）
内容量：50g
賞味期限：90日
保存方法：常温
製造元：株式会社つかもと
希望小売価格（税込）：350円

べにこいも� ［2018選定］

ふんだんに干し芋を使用した羊羹。干し芋
の存在感を餡より前に出し、羊羹の中に干
し芋のペースト、ダイスを入れ、最上部に
は平切りを並べています。

原材料：【赤餡羊羹】砂糖（国内製造）、干し芋（茨城県）、
小豆、水飴、寒天 【白餡羊羹】砂糖（国内製造）、干し
芋（茨城県）、白隠元豆、水飴、寒天
内容量：4個
賞味期限：60日
保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保存
製造元：かねご製餡株式会社（青森県八戸市南類家
1-11-3）
希望小売価格（税込）：1,300円

■お問い合わせ先
〒311-1305　茨城県東茨城郡大洗町港中央11-2
大洗まいわい市場　佐藤恵里香
TEL 029-266-1147
E-mail info@oarai-maiwai.com
HP http://www.oarai-maiwai.com

■お問い合わせ先
〒301-0841　茨城県龍ケ崎市白羽4-5-7
株式会社つかもと　鈴木卓也
TEL 0297-62-0375
E-mail suzuki@ama710.com
HP http://www.ama710.com

本きんこプレミアム� ［2016選定］

エタノール水溶液と有機肥料、土壌微生物
を利用した、持続可能な農業から生まれた
干し芋。ほしいものファンに支持される丸
干し芋に絞り、意味性を感じさせるネーミ
ングと骨太で素朴なパッケージにより、干
し芋を高級な和菓子のように変身させた。
12月中旬～3月末頃。

原材料：紅はるか（茨城県産さつまいも）
内容量：250g
賞味期限：40日
保存方法：常温
製造元：芋処 小林
希望小売価格（税込）：1,750円

■お問い合わせ先
〒311-1713　茨城県行方市中根696-2
芋処 小林　小林保雄
TEL 090-3319-4333
E-mail kyasuo@cocoa.ocn.ne.jp

茨城「いも・くり・なんきん」�［2020選定］
行方のサツマイモ、笠間の栗、那珂のカボ
チャ、その風味を生かした3種の焼き菓子。
三市が連携し、各市の特産物を活用した食
農連携の魅力的なスイーツとしてまとめ上
げました。

原材料：サツマイモ、栗、カボチャ
内容量：3個入り／6個入り
賞味期限：20日間
保存方法：冷蔵（又は冷凍）
製造元：洋風笠間菓子 グリュイエール
希望小売価格（税込）： 3個入り1,210円 

6個入り2,420円

■お問い合わせ先
〒309-1626　茨城県笠間市下市毛285
洋風笠間菓子 グリュイエール　オーナーシェフ 根本高行
TEL 0296-72-6557
E-mail info@kasamagashi.com
HP https://www.kasamagashi.com
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■お問い合わせ先
〒313-0016　茨城県常陸太田市金井町3686-1
社会福祉法人朋友会 ひまわりぱん　山田範之
TEL 0294-70-5033
E-mail office7@hou-himawari.jp
HP https://himawaridoori.or.jp

干し柿のフロランタン� ［2020選定］

中川学園調理技術専門学校 中川一惠氏監
修。干し柿を白ワインで煮込み、煎った常
陸秋そば米を特製ソースに絡め焼き上げま
した。干し柿の風味とそば米の香りが楽し
めます。

原材料：小麦粉、そばの実、干し柿、バター、砂糖、
蜂蜜、生クリーム、アーモンドプードル、卵黄、ラム酒

（一部に小麦・そば・乳成分・卵を含む）
内容量：3本
賞味期限：2ヶ月間
保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保存
製造元：社会福祉法人朋友会 ひまわりぱん
希望小売価格（税込）：627円

きぬのまゆ玉�９個詰� ［2017選定］

『奥久慈卵』の黄味餡をホワイトチョコで包
んだ、絹のような口どけの菓子です。
高級感のある『和の宝石箱』の装いです。

原材料：白餡、白双糖、チョコレートコーチング(乳成
分を含む)、卵(茨城県産)、水飴、餅米／トレハロース、
乳化剤(大豆由来)、香料
内容量：9個
賞味期限：製造より60日
保存方法：常温
製造元：有限会社湖月庵
希望小売価格（税込）：1,080円

■お問い合わせ先
〒308-0031　茨城県筑西市丙202-13
有限会社湖月庵　上野 貴則
TEL 0296-22-2513
E-mail monaka@kogetsuan.com
HP https://www.kogetsuan.com

濃いアーモンドミルク� ［2019選定］

余計なものは加えず、素材本来の自然なコクを活かして作りあげたこだわりのアーモンド
ミルクシリーズです。

原材料：
•無添加 砂糖不使用（125ml）：アーモンド（アメリカ）
•無添加 てんさい糖入り（125ml）：アーモンド（アメリカ）、てんさい糖
•ほんのり黒糖入り（1,000ml）：アーモンド（アメリカ）、粉飴、黒糖、pH調整剤、乳化剤、増粘剤（ジェラン）
•香ばしロースト（1,000ml）：アーモンド（アメリカ）、pH調整剤、増粘剤（ジェラン）
•まろやかプレーン（1,000ml）：アーモンド（アメリカ）、pH調整剤、増粘剤（ジェラン）
•濃厚プレーン（1,000ml）：アーモンド（アメリカ）、増粘剤（ジェラン）
内容量：125ml／1,000ml
賞味期限：濃厚プレーンのみ：製造後180日（製造日含む）／濃厚プレーン以外：製造後1年（製造日含む）
保存方法：濃厚プレーンのみ：要冷蔵（10℃以下）／濃厚プレーン以外：直射日光や高温多湿を避けて常温で保存
製造元：125ml：ゴールドパック株式会社／1,000ml：筑波乳業株式会社
希望小売価格（税込）：125ml：149円／1,000ml（濃厚プレーン以外）：773円／1,000ml（濃厚プレーン）：835円

■お問い合わせ先
〒101-0021　東京都千代田区外神田6-13-11 ミクニビル3F
筑波乳業株式会社 営業本社　塩野夏希
TEL 03-5807-8150
E-mail retail@tsukuba-milk.co.jp

【公式】筑波乳業オンラインショップ　https://www.tsukubadairy.shop
筑波乳業ホームページ　https://www.tsukuba-milk.co.jp

きぬのまゆ玉贅沢抹茶�９個詰�
� ［2020シリーズ選定］

茨城奥久慈卵を使った黄味餡を、ホワイト
チョコで包んだ絹白、さしま抹茶の贅沢な
香りと旨味の抹茶、２つの味が楽しめます。

［JR東日本おみやげグランプリ特別賞］

原材料：白餡、白双糖、チョコレートコーチング(乳
成分を含む)、卵(茨城県産)、水飴、抹茶(茨城県産)、
粉末緑茶、餅米／トレハロース、乳化剤(大豆由来)、
香料
内容量：9個
賞味期限：製造より60日
保存方法：常温
製造元：有限会社湖月庵
希望小売価格（税込）：1,242円

駅名菓�トレンシェ� ［2018知事選定］

ひたちなか海浜鉄道の駅名標をモチーフに
した焼き菓子。11種類のフレーバーがあ
り、障害福祉サービス事業所で丁寧に焼き
上げています。

原材料：卵白、粉糖、バター、小麦粉、アーモンドプー
ドル、コーンスターチ、レモン皮、レモン汁、ココア、
ラム酒、抹茶パウダー、バジル粉末、醤油、クリーム
チーズ、いちご、さつまいも粉末、カット干し芋、ほう
じ茶、生クリーム、バニラエッセンス、膨張剤
内容量：1箱　6個入
賞味期限：製造日より4週間(28日)
保存方法：常温
製造元：社会福祉法人はまぎくの会 ハートケアセン
ターひたちなか
希望小売価格（税込）：1,620円

■お問い合わせ先
〒311-1231　茨城県ひたちなか市柳沢2831
ハートケアセンターひたちなか　鈴木
TEL 029-264-1500
E-mail takinou@hartcare-hamagiku.com
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恋の山♥濃いヨーグルト�［2020選定］
茨城県小美玉市産の濃いヨーグルトに恋み
くじがついた可愛らしいヨーグルト。１月
から３月までの季節限定商品となります。

原材料：生乳（茨城県小美玉市産）他
内容量：180ml
賞味期限：製造日＋17日
保存方法：要冷蔵10℃以下
製造元：株式会社小美玉ふるさと食品公社
希望小売価格（税込）：200円

■お問い合わせ先
〒311-3413　茨城県小美玉市山野1628-42
株式会社小美玉ふるさと食品公社　営業部　須藤  守
TEL 0299-56-6991
E-mail sudou@omitamayogurt.jp
HP https://www.omitamayogurt.jp

村田さん家のコンフィチュール�［2017選定］
鉾田で専門農家が土づくりからこだわって
栽培する高品質な赤白2種のイチゴを贅沢
につかったコンフィチュール。きび砂糖や
ハーブなど自然な食品だけを使い、フラン
ス伝統の製法ですべて手作業で仕上げてお
ります。

原材料：【赤】赤苺、砂糖、りんご、レモン汁 【白】白苺、
砂糖、ホワイトラム、ミント、レモン汁
内容量：200g
賞味期限：製造から6ヶ月
保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保存
製造元：フランス菓子Maison Weniko
希望小売価格（税込）：赤：1,300円/白：1,500円

■お問い合わせ先
〒311-1414　茨城県鉾田市子生796-14
村田農園　村田和寿
TEL 0291-37-2345
E-mail infocon@murataichigo.com
HP https://www.murataichigo.com

■お問い合わせ先
〒312-0043　茨城県ひたちなか市共栄町8-18
株式会社サザコーヒー　山田章子
TEL 029-274-1151
E-mail shop@saza.coffee
HP https://saza.co.jp

■お問い合わせ先
〒319-1221　茨城県日立市大みか町2-24-5
CAMEO COFFEE COMPANY　直井  道
TEL 0294-51-1367
E-mail info@cameo-coffee.com
HP https://cameo-coffee.com

福が来るヨーグルト� ［2017選定］

つくば山麓で収穫した福来（ふくれ）みかん
を使ったヨーグルト。１月から３月までの
季節限定商品となります。

原材料：生乳（茨城県小美玉市産）、福来みかん他
内容量：180ml
賞味期限：製造日＋17日
保存方法：要冷蔵10℃以下
製造元：株式会社小美玉ふるさと食品公社
希望小売価格（税込）：216円

五
い づ ら

浦コヒー� ［2017知事選定］

岡倉天心がボストン滞在時に飲んだコー
ヒーを再現。茨城大学とサザコーヒーが共
同開発した地域ブランド商品。

原材料：コーヒー豆（ブラジル、コロンビア）
内容量：12g×5袋（60g）
賞味期限：製造日から1年2か月
保存方法：常温
製造元：株式会社サザコーヒー
希望小売価格（税込）：900円

ピーナッツクリーム� ［2017選定］

茨城県産を含む厳選した国産豆を使用した、
濃厚で滑らかなピーナッツクリーム。塩や
砂糖にもこだわり、添加物・保存料不使用
の贅沢なピーナッツクリームです。

原材料：落花生(国内産)、粉糖(甜菜糖由来)、植物
油脂、食塩
内容量：120g
賞味期限：90日
保存方法：常温
製造元：ピーナッツカンパニー
希望小売価格（税込）：900円

■お問い合わせ先
〒301-0841　茨城県龍ケ崎市白羽4-5-7
ピーナッツカンパニー　石嶋祐介
TEL 0297-62-0375
E-mail ishijima@ama710.com
HP http://peanuts-company.com

ひたちいいとこ�ドリップコーヒー�
� ［2020選定］

イラストは日立の街の「いいとこ」（海、桜、
動物園、大煙突、海鵜）。果実感を表現した
コーヒーを、プラスチックや過剰包装を抑
えたパッケージに収めています。

原材料：コーヒー豆
内容量：12g×5袋
賞味期限：焙煎日から2ヶ月
保存方法：湿気を避け冷暗所にて保存
製造元：CAMEO COFFEE COMPANY
希望小売価格（税込）：1,080円
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� ［2020選定］

鰹節屋が作った茨城ブランド「常陸秋そば」
仕様の高級即席麺。麺ゆで不要。ひきたて
出汁を注いで４分待てばできあがり。

［日本ギフト大賞2020茨城賞受賞］

原材料：ノンフライ低温乾燥麺：小麦粉（北海道産）、
そば粉（茨城県産常陸秋そば）、食塩
内容量：麺50g×5、だしパック・枯花かつお・天かす・
七味（各1袋）×5、本かえし300ml
賞味期限：製造から6ヶ月
保存方法：常温
製造元：有限会社河津商店
希望小売価格（税込）：3,780円

■お問い合わせ先
〒315-0013　茨城県石岡市府中1-4-24
有限会社河津商店　川津英之
TEL 0299-22-2465
E-mail kanetoyo@jeans.ocn.ne.jp
HP http://kanetoyo-kawatsu.com

■お問い合わせ先
〒308-0865　茨城県筑西市山崎838
輿都屋　野口将範
TEL 090-2244-4504
E-mail yotsuya04280@gmail.com

■お問い合わせ先
〒300-4354　茨城県つくば市国松1014-1
エコファーム飯島　飯島  朗
TEL 029-866-0957／090-1838-9626
E-mail tsukubanekominka@hotmail.co.jp 
HP https://www.nekofarm-iijima.com

S
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AMPO� ［2020選定］

生薬と出汁を組み合わせた商品です。その
まま飲んでも、お料理のお出汁としてもお
使いいただけます。

原材料：【温暖手足】桂皮、乾姜、干し椎茸、厚切り
削り節、乾燥ごぼう【体絶好調】山薬、蓮肉、干し椎茸、
日高昆布【快腸生活】郁李仁、茴香、日高昆布、乾燥
ごぼう、にぼし【毎晩安寝】酸棗仁、竜眼肉、厚切り削
り節、にぼし、レモンバーム【持越酔無】白豆蔲、車前
子、厚切り削り節、日高昆布、乾燥トマト
内容量：1回分
賞味期限：外袋に記載
保存方法：直射日光や高温多湿を避けて保管
製造元：漢方薬局Rin
希望小売価格（税込）：300円

輿
よ

都
つ

屋
や

の漬物ギフトセット�［2019選定］
化学調味料、着色料、保存料不使用。原料
の主な野菜を自家栽培。旬の野菜を使用し
た彩り鮮やかな漬物６種７品。代々伝わる
製法を守りながらHACCPの考え方を取り
入れた衛生管理。

［茨城県農産加工品コンクールアイデア賞、デザイン賞受賞］

原材料：大根、胡瓜、茄子、蓮根、人参、カブ、梅
内容量：福神漬（100g）、漬け大根（125g）、胡瓜の古
漬け（75g）、カブの甘酢漬け（100g）、大根梅酢漬け

（100g）、梅干し（80g）
賞味期限：約30日
保存方法：要冷蔵10℃以下
製造元：輿都屋
希望小売価格（税込）：3,240円

梅こしょう� ［2020選定］

地元高校生が地元企業と協働して学ぶ授業
「地域デザイン」から生み出されました。
茨城のブランド梅『常陸乃梅』と青唐辛子の
フレッシュな辛みを合わせ、すっぱ辛っ！
新たな調味料です！

原材料：梅、青唐辛子、塩
内容量：45g
賞味期限：180日
保存方法：直射日光を避け常温で保管
製造元：小松屋食品株式会社
希望小売価格（税込）：583円

■お問い合わせ先
〒300-0036　土浦市大和町5-3
小松屋　柳生  剛
TEL 029-821-0373
E-mail yagyu@komatuya.jp
HP https://www.5028.jp

■お問い合わせ先
〒310-0911　茨城県水戸市見和1-323-10和皓堂ビル101
漢方薬局Rin　鈴木貴善
TEL 029-297-1198
E-mail suzuki@kampo-rin.com
HP https://www.kampo-rin.com

七
しち

福
ふ く れ

来ギフトbox� ［2017選定］

アクアポニクスを利用した「筑波八ツ房唐
辛子」に筑波で採れた「福来みかん」の陳皮
を入れた香り豊かな七味唐辛子、味付けの
エッセンスになる塩七味がセットのギフト
box。

［令和元年度第20回県農産加工品コンクール 金賞］
［つくばコレクション選定］

原材料：筑波八ツ房唐辛子、福来みかんの皮、あおさ、
ポピーシード、黒ごま、白ごま、山椒
内容量：七福来七味唐辛子 15g／七福来塩七味 20g
賞味期限：360日
保存方法：開封後冷蔵
製造元：エコファーム飯島
希望小売価格（税込）：1,296円

梅酒八代セット� ［2018選定］

大洗町の老舗漬物店、吉田屋が手掛ける梅
シロップを使ったリキュール。

［茨城おみやげ大賞2016外国人OMIYAGE賞受賞］

原 材 料： 梅シロップ・ 清 酒（ 国 産 米 ）・ 醸 造アル
コール
内容量：375ml×2本
保存方法：常温でも可能だが、出来れば冷蔵保存
製造元：合資会社廣瀬商店
希望小売価格（税込）：2,010円

■お問い合わせ先
〒315-0045　茨城県石岡市高浜880
合資会社廣瀬商店　廣瀬慶之助
TEL 0299-26-4131
E-mail hirose@shiragiku-sake.jp
HP https://shiragiku-sake.jp
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手持ちつづら（ポップ）�［2020シリーズ選定］
防虫防湿効果に優れたつづら。竹を割って
薄く剥ぐところからすべて手作業で制作し、
軽い竹かごに西ノ内和紙を貼り、ふのりで
コーティングしている。

［いばらきデザインセレクション2018 奨励（つづら）　
／2019 選定（西ノ内和紙仕上げ）／2020シリーズ選
定（手持ちつづら ポップ）］

原材料：竹、和紙
製造元：高橋つづら店
希望小売価格（税込）：27,500円～

カミマル純米大吟醸40� ［2016選定］
原料米に美山錦精米歩合40％を使用した
甘口気味でさっぱり味と、更なる飲み易さ
を追求した純米大吟醸。創業家の屋号を用
いた商品名でありパッケージデザインです。

［インタ－ナショナルワインチャレンジBlonzue（銅
メダル）］

原材料：米・米麹
内容量：720ml
賞味期限：1年
保存方法：常温
製造元：根本酒造株式会社
希望小売価格（税込）：2,475円

■お問い合わせ先
〒319-3111　茨城県常陸大宮市山方630
根本酒造株式会社　中村  修
TEL 0295-57-2211
E-mail kujibrew@aqua.ocn.jp
HP http://www.kujinoyama.com

E
エ ン

N-D
ダ イ

AI� ［2016選定］

製品にならない端材で制作。金物を使って
いないので、木槌1丁で組み立て、解体可
能。用途に応じ、サイズも自由に制作可能。

原材料：桧、端材板
サイズ：w600～1,800×d180～240×h300～400mm
製造元：有限会社川井材木店
希望小売価格（税込）：3,000円～（応相談）

幼児椅子／えくぼシリーズ�［2016選定］
軽くて丈夫、スタッキングもできる木製椅
子。座面の高さは４種類。スタッキング可
能な同シリーズの机も有ります。意匠登録 
第1583971号。

原材料：タモやナラの広葉樹
サイズ：w395×d300×h370～460mm／座面サイズ：
300×300mm
製造元：家具工房 おおば木匠
希望小売価格（税込）：29,700円

■お問い合わせ先
〒315-0117　茨城県石岡市佐久683
家具工房おおば木匠　大場勝利
TEL 0299-44-1558
E-mail ooba-mk@dolphin.ocn.ne.jp
HP https://www.ooba-mk.com

■お問い合わせ先
〒319-3366　茨城県久慈郡大子町大沢1238
有限会社川井材木店　川井  勇
TEL 0295-74-0385
E-mail isamu.kawai2007@gmail.com

■お問い合わせ先
〒305-0817　茨城県つくば市研究学園7丁目44-2
高橋つづら店　高橋  諭
TEL 029-845-4783
E-mail takahashi.tsuzura.ten@gmail.com
HP https://takahashi-tsuzura.com

いばら樹ユニット家具� ［2020選定］

県内で伐採された10種以上の無垢材を有
効活用した組合せ自由な間仕切り兼収納棚。
背面には西ノ内和紙などの透光性のある素
材を利用し、軽やかで印象的な空間を演出
できる。

原材料：茨城県内で伐採される樹木(例：メタセコイ
ア、ケンポナシ、ケヤキ、サワラ、エノキ、ハリエンジュ、
イチョウ、アカマツ、クリ、ホウ)及び八溝杉、八溝ヒ
ノキ
サイズ：350×350×350mm、700×350×350mm
製造元：大森有限会社
希望小売価格（税込）：5,445円～、金具別売

■お問い合わせ先
〒319-3366　茨城県久慈郡大子町大沢1238
有限会社川井材木店　川井  勇
TEL 0295-74-0385
E-mail  isamu.kawai2007@gmail.com 

aya.ichinose.1@vc.ibaraki.ac.jp

e
エルク

lk／アームチェアA-10� ［2018選定］
座り心地と使い心地の良いフォルム。永く
愛される椅子を目指し、デザインしました。
意匠登録 第1628458号。

原材料：タモやナラ、ウォールナットなどの広葉樹
サイズ：w540×d610×h720mm
製造元：家具工房 おおば木匠
希望小売価格（税込）：165,000円

同シリーズの机
サイズ・値段はバリエーシ
ョン有り、お問い合わせく
ださい。
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RINZA（正座椅子）� ［2018知事選定］

一本の木から削り出すことで、途切れのな
い美しい木目が浮かび、十分な強度を出し
ています。座る姿にそって余計な部分を削
ることで、使用していることが悟られない
高さ、幅にしており、正座をする場で気兼
ねなくお使いいただけます。

原材料：木、漆
製造元：中本木工研究所
希望小売価格（税込）：66,000円～

■お問い合わせ先
〒311-0108　茨城県那珂市額田北郷133-2
中本木工研究所　中本  晋
TEL 029-295-8322
E-mail nakamoto@only.ne.jp
HP http://nakamotomokkou.com/rinza/

やきもの漆器� ［2020選定］

ALL IBARAKI プロジェクトを立ち上げ、
今回は、笠間の土、大子漆、茨城の人によっ
て完成しました。笠間の土で焼き上げた器
に、自社で精製した大子漆を塗り、藁釉薬
を施してあります。

原材料：土、漆
サイズ：40ml～（個体差があります）
製造元：中本木工研究所
希望小売価格（税込）：5,500円～（2021年4月より）

シバクイーン（芝生用の草取鎌）�［2016選定］
雑草が、簡単に根こそぎ抜ける草取鎌。先
端が狭くすぼまった3つの爪が、草の根元
をシッカリ捕らえ、芝生をはじめ、ジャリ
や砕石を敷いた庭や駐車場の雑草も楽に取
れる。
芝生の草取鎌としては従来品より数倍も速
く草が抜けることで特許を取得。

原材料：本体ツメ部：刃物鋼／持ち手（柄）：木製（ブ
ナ材）
サイズ：21×4×7cm（長さ・横幅・高さ）、重さ＝131g
製造元：パッション飛田
希望小売価格（税込）：1,980円

■お問い合わせ先
〒312-0004　茨城県ひたちなか市長砂 623-6
パッション飛田　飛田  忍
TEL 029-285-6864
E-mail tobi8738@lapis.plala.or.jp
HP https://passion-tobita.jimdofree.com

■お問い合わせ先
〒310-0067　茨城県水戸市根本3-1534-2
冨士オフセット印刷株式会社「インサツと暮らし。」
山口如美
TEL 029-231-4241
E-mail info@insatsu-kurashi.shop
HP https://www.insatsu-kurashi.shop

「YOSHIシリーズ」�
詰め合わせセット� ［2020知事選定］

印刷工程で出る余り紙や特殊紙を職人が手
作業でメモ帳やメッセージカードなどの紙
文具にリサイクルしたシリーズ。
※余る紙によって中身が変わる場合があります。

原材料：特殊紙
内容量：メモ帳（3種類）、メッセージカード（大きさ3種
類）他
製造元：冨士オフセット印刷株式会社
希望小売価格（税込）：500円

森のやさしいセンタク� ［2019選定］

両面加工により、右利きでも左利きでも使
いやすい洗濯板。森から人へと繋がる自然
の循環と暮らしのセンタク（選択）を意識し、
材木屋とママたちが作る。赤ちゃんや子ど
ものものを洗うことを想定したかたち。小
さいサイズで子ども自身にも使いやすい。

原材料：茨城県産材
サイズ：w120×h300×d16mm
製造元：もりとわ／有限会社川井材木店
希望小売価格（税込）：樹種により3,388円～

■お問い合わせ先
もりとわ
E-mail moritowa2018@gmail.com
HP https://moritowa.themedia.jp

■お問い合わせ先
〒319-1112　茨城県那珂郡東海村村松2461
株式会社鈴木ハーブ研究所　滝  泰彦・長山真貴
TEL 029-282-4700
E-mail  taki@s-herb.com／ma_nagayama@s-herb.com
HP https://s-herb.com

納豆保湿スキンケア� ［2019選定］

開発のきっかけは創業者の娘のひどい肌荒
れ。納豆の保湿成分に着目したスキンケア
です。［2020年グッドデザイン賞受賞］

成分：ダイズ種子エキス、ナットウガム 、ポリグルタ
ミン酸  など
内容量：納豆ローション：150mL／納豆せっけん：80g
／納豆ローションフェイス用： 100ｍL／納豆ジェル：80g
使用期限：未開封 3年、 開封後 6か月
保存方法：直射日光を避けて常温で保存
製造元：有限会社エスケイ／株式会社テクノビュー
ティーサプライ／株式会社日本天然物研究所
希望小売価格（税込）：納豆ローション：1,980円／納
豆せっけん：1,650円／納豆ローションフェイス用： 
3,080円／納豆ジェル：3,300円
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カシミヤ�ミニ�マフラー�［2017知事選定］
子供から大人まで性別問わず簡単に巻ける
カシミヤ100％のマフラー。最高級カシミ
ヤ糸を使用し、手編みならではの温かみの
ある仕上がりと機械編みの緻密さの両方を
持ち合わせた『手横機』で製作しています。
職人技であるため担い手が少ない『手横機』
で作られた、とても希少価値のある商品です。

原材料：カシミヤ100％
生産国：日本
サイズ：幅約18cm×長さ約100cm

（ニット製品のため、多少サイズは前後します）
編み方：片畦編み
希望小売価格（税込）：22,000円

■お問い合わせ先
〒311-3832　茨城県行方市麻生1124-1
Un plan kaho　宮内かほる
TEL 0299-94-5758／090-2428-8476
E-mail info.kaho.cashmere@gmail.com
HP https://kaho-cashmere.com

■お問い合わせ先
〒301-0012　茨城県龍ケ崎市4264-1
リトルピアニスト株式会社　倉知真由美
TEL 0297-84-1246
E-mail info@littlepianist.co.jp
HP https://littlepianist.jp

ピアノシューズ� ［2016選定］

ピアノ演奏に特化したピアノ演奏用の靴
（特許取得）。サイズにより、後継モデルの
ご案内となります（ピアニストの要望で誕生
したヒール高7.5cmモデル）。

原材料：素材：グリッターパブリック、底材：合成
ゴム
製造元：Little Pianist
希望小売価格（税込）：39,050円

■お問い合わせ

茨城県デザインセンター（いばらきデザインセレクション事務局）
〒312-0005　茨城県ひたちなか市新光町38　ひたちなかテクノセンタービルＢ棟2F
TEL 029-264-2205　E-mail info@idesign-c.jp　
www.idesign-c.jp

茨城県産業戦略部産業政策課
〒310-8555　水戸市笠原町978番6
E-mail shosei@pref.ibaraki.lg.jp

■茨城県デザインセンターについて
茨城県内中小企業のデザイン活用支援を行い、デザイン活用力を向上させることによって、茨城県の産業振興を
目指しています。商品開発・パッケージデザイン等の支援、茨城のデザイナー紹介などのご相談に応じます。

■いばらきデザインセレクションについて
2005年より始まり、幅広い分野のデザイン
を500件以上選定・推奨しています。
さらに多くの魅力的ないばらきデザインを
御覧ください。

id-selection.jp

発行：令和3年3月

後継モデル


