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

いばらきデザインセレクションは

DESIGN

いばらきデザインセレクション選定マーク
茨城県の県花であるバラをモチーフに、いばらきの「i」とデザインの
「D」
で
「茨城発のデザイン」
を表現しています。
デザイン：倉垣満俊

DESIGN

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。
いばらきデザインセレクション 2018 では、応募総数 129 件の中から、知事
選定 6 件、選定 24 件が選ばれ、5 件が奨励となりました。
また、シリーズ選定として 4 件が選ばれました。

もりの大工

コロナ電気株式会社 1・2 期 増築工事

Earth Channel Design Office
earth.channel511@gmail.com
㈱郡司建築工業所 ☎0296-22-3804

コロナ電気㈱ ☎029-273-6111（代表）
㈲ビルディング・エンバイロメント・ワークショップ一級建築士事務所
☎03-3280-2565

DESIGN

DESIGN

デザインセレクション部門 DESIGN
商品や製品、工芸品のデザイン、パッケージデザイン、空間・建築、サービ
ス・仕組みのデザイン、ビジネスモデル、ブランディング、広告など、デザイ
ンが具現化されたあらゆるモノゴト。
テーマセレクション部門 THEME
2018 年度テーマ「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。
審査委員
審査委員長
蓮見 孝

茨城県知事によって委嘱された各分野の専門家・有識者

守谷みつばち夢プロジェクトと守谷はちみつプリンケーキ 咲くカフェ
守谷みつばち夢プロジェクト
moriya328@isdesign.co.jp
お菓子の店 メープル ☎0297-45-8793

咲くカフェ

☎0295-76-8320

博士（デザイン学）筑波大学 名誉教授、札幌市立大学 特任教授

デザインセレクション部門
部門長
藤代 範雄
㈱藤代範雄デザイン事務所 代表取締役
委員
秋元 淳
公益財団法人日本デザイン振興会 事業部課長
石川 俊祐
AnyTokyo Partner、AnyProjects CoFounder、BCG Digital Ventures Head of Design
日野 明子
スタジオ木瓜 代表
吉田 周一郎 SHUSHI Architects 代表、
東京大学生産技術研究所川添研究室 協力研究員
テーマセレクション部門
部門長
原 忠信
筑波大学芸術系ビジュアルデザイン領域 准教授
委員
一ノ瀬 彩
茨城大学工学部都市システム工学科 助教
川又 俊明
Think Sync inc.CEO、クリエイティブ・プロデューサー
ミック・イタヤ ビジュアルアーティスト
両部門審査委員
箕輪 浩徳
茨城県産業戦略部参事兼産業政策課長

THEME

THEME

駅名菓 トレンシェ

RINZA
中本木工研究所

☎029-295-8322

ハートケアセンターひたちなか ☎029-264-1500
リベラルラベル
os@liberal-label.com

IBARAKI DESIGN
FAIR 2018-2019

いばらきデザインフェア2018-2019 開催スケジュール

いばらきデザインセレクションと
フェアの詳しい情報は WEB で

id-selection.jp

“いばらきデザインセレクション2018”を
中心とした展示や販売イベントを開催！
2019. 1/12（土）→14（月・祝）

デザインフェア in つくば
イオンモールつくば センターコート

（茨城県つくば市稲岡 66-1）

2019. 1/19（土）→31（木）

デザインフェア in 笠間
笠間工芸の丘

（茨城県笠間市笠間 2388-1）

回廊ギャラリー門

（茨城県笠間市笠間 2230-1）
主催：茨城県、㈱ひたちなかテクノセンター
発行 : 茨城県デザインセンター
〒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 2 階

Tel.029-264-2205 Fax.029-264-2206 e-mail. info@idesign-c.jp http://www.idesign-c.jp

随時詳細や追加開催地を決定予定
web でチェック！
後援：茨城新聞社、
公益財団法人日本デザイン振興会

2017 年度デザインフェアの様子
上段：ニューポートひたちなかファッションクルーズ会場
下段：笠間工芸の丘会場

IBARAKI DESIGN SELECTION 2018
DESIGN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

選定
・
茨城県の
優れたデザインとして
評価できるもの
大洗の新銘菓 干芋羊羹 べにこいも GUAMARAL グアマラル シーベリー製品 アームチェア A-10
㈱ Oarai クリエイティブマネジメント
☎029-266-1147

DESIGN

DESIGN

いぃ那珂暮らし号
那珂市

㈱宝島ジャパン ☎029-886-3706
㈱トランク ☎0296-71-6707

☎029-298-1111

DESIGN

☎029-263-5131

㈱コントレ

☎0299-56-2577

DESIGN

戸籍受付支援システム

DESIGN

（アキュラホーム つくば支店）
Yocouchi&Co. ㈱ ☎029-869-9610
8d/ 遠藤康一建築設計事務所 ☎03-3531-7082 飯田貴之建築設計事務所 ☎029-887-5332
Live Haus 建築設計所 ☎029-857-6944
DESIGN

☎029-229-2001

☎029-306-8886

吊り梁のシルエットルーフ

NATALIE

KOSEKI ガイド

アポロアイシーティー㈱

DESIGN

THEME

土浦協同病院附属看護専門学校

THEME

ほしいもグラノーラ

㈱郡司建築工業所

(資)廣瀬商店 ☎0299-26-4131
大成女子高等学校 ☎029-221-4888
(一社 ) i.club
info@innovationclub.jp
㈱吉田屋 ☎029-267-2069
ホテル クリスタルパレス ☎029-273-7711

梅酒八代セット（青梅・つゆあかね）

THEME

THEME

SAKAKAN CAFE

Coworking & Café yuinowa

笠間陶芸修行工房 スタジオ nido

㈱向山窯

SAKAKAN CAFE ☎0280-23-2682
一級建築士事務所のぶひろアーキテクツ
☎0280-78-1101

㈱ TMO 結城 ☎0296-33-0073
結いプロジェクト ☎0296-33-0073

笠間市 ☎0296-77-1101
㈲山源奥田製陶所 ☎0296-72-1717

DESIGN

THEME

野村醸造㈱ ☎0297-42-2056
一級建築士事務所のぶひろアーキテクツ
☎0280-78-1101

ソロー茨城 八郷ショールーム

生粋の生しょうゆ「貴醤油」
柴沼醤油醸造㈱

☎029-821-2400

THEME

herkka keramiika シリーズ
☎0296-72-0509

BRASSERIE JOZO

THEME

アシンメトリーの家（筑西の家）

THEME

DESIGN

JA 茨城県厚生連 ☎029-232-2260
㈱カタログハウス ソロー事業部
㈱河野正博建築設計事務所 ☎029-861-8847 ☎0299-57-1182

ono 設計室 ☎090-9961-7631
㈱春海丸 ☎029-285-8100

THEME

☎029-869-1212

DESIGN

春霞の家

☎0296-22-3804

ポータブルバッテリー溶接機
ライトアーク ISK-Li160A
育良精機㈱ 工具事業部

DESIGN

ねもといさむ

DESIGN

アトリエ プティ・ボア

☎0299-44-1558

DESIGN

「水産業界で一番かっこいい制服」 ねもといさむの遊具と
に始まる『CI』革命
子どもの創造アトリエ
㈱小沼源七商店

家具工房 おおば木匠

DESIGN

丘の上のマルシェと
オリジナルピクニックシート
丘の上のマルシェ実行委員会
☎0295-76-8025

DESIGN

THEME

奨励
・
今後の発展性が
期待できるもの
筑波山江戸屋 390 周年

高橋つづら店

㈱筑波山江戸屋 ☎029-866-0321 高橋つづら店

DESIGN

☎029-845-4783

玄米のライスミルクジェラート 石岡鈴木牧場ヨーグルト

さわらや農園の古代米甘酒

㈱フェルミエ・オネット
☎0280-87-0272

さわらや農園

DESIGN

（プレーン）

石岡鈴木牧場ヨーグルト・チーズ工房
☎0299-23-1730

DESIGN

☎0296-77-2337

THEME

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
訪問診療用ユニット
かれん EX ハイブリッド

高圧クーラント装置＋自動棒材供給機 男女兼用ピアノシューズ「ヘルメス」 常陸野ブルーイング品川 Beer & Cafe

日本アイ・エス・ケイ㈱ デンタル事業部
☎029-869-2001

育良精機㈱ 省力機器事業部
☎029-869-1212

バートップシリーズ

リトルピアニスト㈱

☎0297-84-1246

木内酒造 (資) ☎029-212-5111
EOS 建築事務所 ☎029-231-5755

