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茨城の土から生まれ、型にとらわれ

ＡＬＬ ＩＢＡＲＡＫ
1

中本木工研究所

全国でも有数の良質な漆の産地であ

Ｉ
（やきもの漆器）

ない自由さで親しまれる笠間焼と，
る大子町で採れる大子漆という茨城

Nature Quote

を代表する２つの技術と素材に注目
し、それぞれの利点を活かしたやき
もの漆器。

「アウトドアをもっと手軽に、
もっと心地よく」をテーマに作成

2

アウトドア用軽トラッ 有限会社 井坂自 した、簡単に軽トラックに装着で
ク幌CARVO・カーボ

動車

きる骨組みと幌のセット。移動で
きるテントとして茨城の豊かな自
然を楽しんでもらいたい商品。
「お茶室にも置けるデザイン」を
目指した屑箱とティッシュケー

くろ常 拭き漆仕上げ
3

の屑箱とティッシュ

株式会社 工匠常陸

ケースのセット

ス。茨城産の一枚の杉板から順に
切り取り箱の側面を作ることによ
り、側面の木目が繋がったままぐ
るりと一周している。
伝統的な笠間焼をこれからも、若い

4

herkka keramiika
kasama perinne

世代にも使い続けて欲しい、伝統の

株式会社向山窯

良さを知ってほしい、という願いか
ら、「薄く・軽い・使いやすい笠間
焼」を，」笠間の伝統の釉薬（うわ
ぐすり）を使い制作した。

5

森から生まれた機織り
樹

スダジイの森工房 杉間伐を使用した手織り機。手織
り機は操作の段階で椅子の高さを
変えることができ、⾧時間楽な姿
クラフトパイン
茨城大学建築都市
デザイン研究室

6

勢で織り続けられる。

茨城県各地で伐採された少量多品
種の無垢材を使った組み換えでき

いばら樹ユニット家具 有限会社 川井材 る収納棚。10種類以上の品種から
木店

大森有限会社

樹種の色味や木目が個性豊かなラ
インナップ。

№

写真

案件名称

事業者名

概要

棚谷健康野草づく
り研究会

7

柿まるごと活用プロ

健康茶生産グループ、農産加工グ

すいふひまわり工 ループ、福祉法人など多様な主体
が参加し、地区の未利用資源であ

房

ジェクト 柿の里水府 社会福祉法人朋友 る柿を葉や実まで、丸ごと活用し
会

水府地区の名物とすべく企画した

ESPRESSO

柿の特産品。

DESIGN
メロン高級感を表現するために、
段ボールながら石華色という特別

8

深作農園 メロン１個 農業法人深作農園 な色を使い、またメロンの特徴で
有限会社

入れ箱

ある網目を白で印象的に表現し、
サイド面には農家のこだわりを表
現したメロン農家ならではの箱。
日立市出身のイラストレーター
MEIKO ILLASTRATION と、日立市

9

ひたちいいとこ
リップコーヒー

ド

CAMEO COFFEE
COMPANY

大甕町の自家焙煎カフェCAMEO
COFFEE COMPANYのコラボ商品。
日立の街の「いいとこ」をモチーフ
にしたパッケージに入れたドリップ
パック。

日立市の神峰動物園へのジャイア
10

茨城パンダ納豆

有限会社

菊水食 ントパンダ誘致活動を応援するた

品

め、茨城県の産業でもある納豆に
パンダをデザイン。
コーヒーや紅茶を楽しむように、
漢方を楽しんでほしいという思い

11

SOUP KAMPO

漢方薬局Rin

から生まれた。生薬と出汁をパッ
クにして組み合わせた商品で、そ
のままでも，お料理のお出しとし
ても使うことができる。
筑波山の新たなお土産品として開
発した恋みくじ付きのむヨーグル

12

恋の山♥濃いヨーグル 株式会社 小美玉ふ ト。酪農の里・小美玉の濃厚な生
ト

るさと食品公社

乳で作ったヨーグルトと、恋の山
として知られる筑波山ならではの
思い出になる恋みくじのセット。
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大成女子高等学校 茨城県のブランド梅「常陸乃梅(ひた
ちのうめ)」のすっぱさと、青唐辛子
13

梅こしょう

一般社団法人i.club

小松屋食品 株式会 験。焼き鳥に、納豆に、鍋、うどん
に。食卓の様々なシーンで使用でき

社
株式会社 𠮷田屋

14

茨城「いも・くり・な
んきん」

の辛さを楽しむ「すっぱ辛っ！」体

る、茨城生まれの新しい調味料。

行方市のサツマイモ、笠間市のク
三市いいもん会議

リ、那珂市のカボチャそれぞれの
風味を引き立たせた3種の味を楽
しめる新しい茨城のスイーツ。
「スローフードなインスタント蕎

有限会社 河津商店 麦」のギフト商品。老舗鰹節屋が化
15

金色だしそば河津庵

学調味料不使用で製造。インスタン

株式会社 文化メ
ディアワークス

油の本かえしを使用することで茨城

一級建築士事務所

子世帯６人（夫婦＋四姉妹）と親世

group-scoop
16

トながらも常陸秋そば・ヨネビシ醤

ハコフネ
株式会社 関根工務
店

らしい本格蕎麦に仕上げている。
帯３人（妻の両親＋妹）が棲まう住
宅。矩勾配の切妻屋根とし、小屋組
を排除した建物は、工場のような、
合掌造りのような、大家族を包む
「現代版ノアの方舟」を目指した。
最高の朝に出会える宿をコンセプト

17

ゲストハウス 古民家江
口屋

株式会社

かすみ

がうら未来づくり
カンパニー

に，霞ヶ浦の湖畔にできた、築110年
の造り酒屋を改装したゲストハウス
「江口屋」。竈炊きの朝ごはん、
霞ヶ浦から昇る朝日など、この地域
ならではの魅力を伝える。

プレカット工場 [アイ
18

ダ設計 プレカット事業
部 茨城工場]

株式会社 アイダ設 製品の品質の高さと先進性を顧客に伝え
るべく、全ての生産工程を間近で見られ
計
エムアールスタジ
オ株式会社

る約100ｍの浮遊するガラス張りの通路
を計画し、事務棟内は「羽柄材」を使っ
たトラスによる大空間や、柱の端材を利
用したデザインウォール等と共に「見せ

川田工業株式会社 る工場」としてデザイン。

子供たちに故郷と思える家を残し

古民家再生工事
19

（北茨城の家）

有限会社

吉田建

～北茨城の原風景を未 築計画事務所
来へつなぐ～

たいとの施主の思いを伺い、次世
代へと引き継がれることを視野に
明治末期の古民家をリノベーショ
ン。

№

写真

案件名称

事業者名

山金建設

概要

株式会

社
20

障害者支援施設で制作したお菓子、
雑貨の販売を行うカフェ。地域の方
や車椅子の方でもご利用いただける

くれよんCafé

ように十分な広々としたスペースを

社会福祉法人

く 確保し、モダンなデザインと木の温
もりを感じながら、幸せな一時を過

れよん

ごせる憩いの場。
ひたちなか中心部に新しく誕生し

オモチャファクト た、赤ちゃんでも安心して利用でき
リー合同会社
る親子のためのくつろぎスペース。
21

ママさんたちが主体的にワーク

アトリエ「CoiChi」

ショップや作品展示を行い、まちと
つながりながら、自分たちの居場所

coba設計

と時間を作ることを大切にできる空
間。

店内には物販コーナーの他に角打

茨城の酒と食を楽しむ
22

ちができるスタンディングバーを

「体験型茨城の地酒専 有限会社 サトウ 併設。県内24蔵の地酒を茨城の食
と楽しむことができるオールいば

門店」

らきショップ。
若い世代や自治会未加入者の方
に，自治会の必要性や重要性を

23

自治会活動ガイドブッ ひたちなか市市民
ク「おとなりさん」

生活部市民活動課

知ってもらうため，身近な自治会
活動等を紹介した自治会活動ガイ
ドブック「おとなりさん」を民間
事業者の企画力やデザイン力を活
用し，作成。
鉾田市のメロン農場・小美玉市のマ
ンゴー農場と全国の家庭をオンライ

オンラインメロン狩
24

り・オンラインマン
ゴー狩り

ンでつなぎ、オンライン上でフルー

食いしん坊ディレ ツ狩りを楽しんでもらう企画。コロ
クター

藤田

愛 ナ禍で思うようにPR活動ができない
生産者と、外出自粛中の全国の親子
を結び、双方向の食育番組のような
仮想収穫体験オンラインイベント。
コロナで政府から給付される10万円

25

10万円、市内で使おう まちむすび合同会
ポスター

社

を市内（地元）で使って、「地域経
済を回して地元を元気にしよう」と
いう意識を啓発するためのポスター
の製作とその運動。
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営業ツールとして活用可能な社史。
「社史」としての歴史を残すという

26

読み物だけの機能ではなく、会社の

赤津工業所創業100周

株式会社 赤津工業 歴史に残る画像、現在の取り組みな

年記念紙

所

どの画像を多用することにより、
WEBページを冊子、パンフレットな
どの紙媒体のほか、実業に利用可能
な媒体。

土浦市

27

常磐線新駅及び自由通
路

かすみがうら市

９年ぶりの常磐線全線開通というエポッ
クな年である2020年に，地元行政と取り

日立市

組んだ，地域の玄関口である3つのJR新駅

小美玉市

（大甕駅，羽鳥駅，神立駅）及び各駅の

筑波技術大学

自由通路。

