
選定作品をいばらきデザインフェアなど
各種プロモーション（※）で応援します。
飛躍をめざしてご応募ください。
※�茨城県アンテナショップ IBARAKI�senseでの販売イベントの実施、
都内や海外への販路開拓、各分野の専門家である審査委員からの
改善アドバイスなど。

《製品・工芸部門》
工業製品等のデザイン、木工・陶芸・漆器・石工・織物等の工芸製品

《パッケージ・グラフィック部門》
食品や日用品、青果等のパッケージ、ポスターやパンフレット等のデザイン

《空間・建築部門》
住宅や商業施設、公共施設等の空間及び建築物のデザイン

《ソーシャルデザイン部門》
イベントや活動、サービスや仕組みのデザイン、ビジネスモデルに関するブランディング、
広告、WEB、アプリ、映像、その他のデザイン

｜応｜募｜部｜門｜

応募要項
それぞれの部門から最も優れた作品に「知事選定」、
その中から最も優れた作品に「大賞」が贈られます。

いばらきデザインセレクション 検索

主催 茨城県

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
詳細・応募用紙の
ダウンロードはこちら
id-selection.jp

7/12㈪～8/27㈮
募集期間

茨城県デザインセンター
IBARAKI DESIGN CENTER

いばらきデザインセレクション 2021 応募要項

【応募受付期間】
2021年 7月12日（月）から8月27日（金）まで

【応募方法】
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。
※空間・建築デザインの場合は図面を別添してください。
※応募用紙は返却しません。

【応募費用】
�無料です。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の負担となります。

【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。

【応募対象】
具現化されたものがあり、デザインの審査対象となりえるモノやコトが
応募対象です。令和3年8月末日までに発売、実施、または公的発
表をしていて、下記のいずれかにあてはまるモノやコトが応募できます。
●�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おこなわれ
ていれば再応募できます。

【応募部門】
《製品・工芸部門》
工業製品等のデザイン、
木工・陶芸・漆器・石工・織物等の工芸製品

《パッケージ・グラフィック部門》
食品や日用品、青果等のパッケージ、
ポスターやパンフレット等のデザイン

《空間・建築部門》
住宅や商業施設、公共施設等の空間及び建築物のデザイン

《ソーシャルデザイン部門》
イベントや活動、サービスや仕組みのデザイン、
ビジネスモデルに関するブランディング、広告、WEB、アプリ、
映像、その他のデザイン

【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有していること
□�地域の振興に資するものであること
　����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
□��新型コロナウイルス感染症に対応した「新しい生活様式」に対
応している、または提案している

【審査方法】
一次審査：
書類選考

二次審査：
現品選考および
インターネット投票
※�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おこ
ないます。
　�移動が難しい案件等については、
現地調査をおこなうことがあります。

【よくある質問】
Ｑ 新しいモノやコ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？

Ａ 現在も購入や利用ができるモノやコトならば、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おこな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葉提出してください。

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 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11月中旬を予定しております。
一般公開は11月中旬-下旬の選定発表以降におこなえます。

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。

◎��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。
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選定メリット 選定されると、以下のようなメリットがあります。

選定証
選定事業者には選定
証が授与されます。
アクリルケース入りで、
立てて飾ることができ
ます。

選定の種類 選定者の声
《大賞》

【SAVE�BEER�SPIRITS/木内酒造合資会社】

インターネット投票の結果もふまえて
すべての部門を通して最も優れている作品1点

《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
【いぃ那珂暮らし/ 那珂市】
【手持ちつづら（ポップ）/高橋つづら店】

《奨励》茨城らしさが表現され
今後の発展性が期待されるもの

2020年奨励

2020年選定

2020年知事選定

2020年大賞

2020年シリーズ選定

【コケ山水 /大和造園】
【Rocco�market
（鹿行マーケット）/
株式会社エコワン】

茨城県知事によって委嘱された各分野の専門家・
有識者・バイヤーからなる審査委員が厳正な審査
と審議を行います。

2021年度 審査委員

2020年知事選定

2020 年奨励

【エコでおしゃれな紙文具　インサツと暮らし。
「YOSHIシリーズ」/冨士オフセット印刷株式会社】

【おんせん木玉ちゃん/株式会社大崎材木店】

選定後、取り扱ってくれるお店が増えました。なかなか評判が良く、
取り扱い商品を増やす予定です。また、オンラインショップでの販
売数も上 で々、励みになります。

選定後のアドバイスを生かし、遊び方動画を店頭からQRコードで
視聴していただけるようにしました。また、通信販売も始めました。

スケジュール

《知事選定》

【なないろ稲荷と七味飴/エコファーム飯島、魚忠】
【エコでおしゃれな紙文具　インサツと暮らし。　
「YOSHIシリーズ」/冨士オフセット印刷株式会社】
【ふもとのさんかく/Live�Haus建築設計所】
【砂浜図書館/（一社）大洗観光協会】

選定の中でもとくに高いレベルでデザイン
されており、茨城県として誇れるもの

※一部紹介

※一部紹介

※選定マークは使用できません。
※一部紹介

《選定》
【ALL�IBARAKI（やきもの漆器）/中本木工研究所】
【アウトドア用軽トラック幌 CARVO・カーボ/有限会社井坂自動車】
【柿まるごと活用プロジェクト�柿の里水府/棚谷健康野草づくり研究会、
すいふひまわり工房、社会福祉法人朋友会、ESPRESSO�DESIGN】
【常磐線新駅舎及び自由通路 /日立市、小美玉市、筑波技術大学、
土浦市、かすみがうら市�※写真は「羽鳥駅」�】

茨城県の優れたデザイン
として評価できるもの

選定マーク
選定マークをPRに活用できます。 
※選定マークの使用は無料です。

オンラインカタログ・
 冊子等媒体への掲載

「いばらきデザインセレク
ションカタログ」に掲載
します。WEBカタログも
あります。

県内や都内で巡回展示や選定商品の期間限定販売イベントをおこない
ます。このほか、都内・海外への販路開拓などを支援します。

いばらきデザインフェア

表彰式

表彰式では選定証の授与のほか、審査委員が評
価ポイントを解説します。

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、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。

デザインとはソリューション。
新しいアイデアと新しいカタチで、日常をもっと楽しく、もっと快適に変えていきましょう。
コロナ禍の今こそ元気なデザインのチカラが必要。ぜひ、あなたのデザインをご応募ください。
あなたの元気はきっとどこかのだれかを元気にします。

原　忠信 ▶ 筑波大学芸術系ビジュアルデザイン領域�准教授

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 ▶ KESIKI�Partner　多摩美術大学TCL特任准教授

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

蓮見　孝 ▶ 筑波大学・札幌市立大学名誉教授、県デザイン政策アドバイザー

日暮　学 ▶ 株式会社日本百貨店　食品統括バイヤー

藤代　範雄 ▶ 株式会社藤代範雄デザイン事務所　代表取締役

ミック・イタヤ ▶ ビジュアルアーティスト

吉田周一郎 ▶ 株式会社shushi�architects代表

7月12日㈪ 応募受付開始 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ウェブサイト
（id-selection.jp）からダウンロードできます。

7月下旬〜
8月上旬

応募個別
相談会

応募受付期間中の7/28㈬、8/3㈫、8/4㈬、
8/10㈫に応募に関する相談会を開催予定です。

8月27日㈮ 応募締め切り
9月上旬 一次審査 

（書類選考）
応募用紙の内容に基づき書類選考をおこないます。

9月中旬 一次結果通知 応募者あてに一次審査の結果を郵送またはメールで
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。

搬入 
（一次審査通過の現品）

指定日に審査物品を搬入または送付してください。

10月中旬〜
11月上旬

二次審査 
（審査委員の
現品選考と
インターネット投票）

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き採点と審議をおこないます。
審査会場に持ち込めない物品は説明パネル等の資
料で審査をおこないます。インターネット投票につい
ては詳しくはWEBにて発表します。

11月中旬〜
11月下旬

選定結果通知 応募者あてに書面で選定結果を通知。

選定発表 
（プレス発表）

大賞、知事選定、選定、奨励、
シリーズ選定に選ばれた作品を発表。

2022年 1月 表彰式 選定証授与および審査委員による
選定作品の講評をおこないます。

※新型コロナウイルス感染症の影響によりスケジュールが変更となる場合があります。
　詳しくはWEBにてご確認ください。


