いばらきデザインセレクション2020 大賞

木内酒造合資会社 「SAVE BEER SPIRITS 」

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16回目を迎えます。
目次
大賞
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SAVE BEER SPIRITS
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常磐線新駅舎及び自由通路

ALL IBARAKI（やきもの漆器）
アウトドア用軽トラック幌 CARVO・カーボ

くろ常 拭き漆仕上げの屑箱とティッシュケースのセット

herkka keramiika kasama perinne
森から生まれた機織り樹
いばら樹ユニット家具
柿まるごと活用プロジェクト 柿の里水府
深作農園 メロン1 個入れ箱

ひたちいいとこ ドリップコーヒー
茨城パンダ納豆

SOUP KAMPO
恋の山♥濃いヨーグルト

奨励

コケ山水
かりねっこ Bio

おんせん木玉ちゃん
rocco market（鹿行マーケット）
大子 堀江歯科プロジェクト 〜大子漆とアートの発信拠点〜
小さな街の駅「TAMARIBAR」
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知事選定

なないろ稲荷と七味飴
エコでおしゃれな紙文具
インサツと暮らし。
「YOSHIシリーズ」
ふもとのさんかく
砂浜図書館

梅こしょう
茨城「いも・くり・なんきん」
金色だしそば河津庵
自治会活動ガイドブック「おとなりさん」
オンラインメロン狩り・オンラインマンゴー狩り

10 万円、市内で使おうポスター
赤津工業所創業 100 周年記念紙
ハコフネ
ゲストハウス 古民家江口屋
プレカット工場［アイダ設計 プレカット事業部 茨城工場］
古民家再生工事

（北茨城の家）〜北茨城の原風景を未来へつなぐ〜

くれよんCafé

アトリエ
「CoiChi 」
茨城の酒と食を楽しむ
「体験型茨城の地酒専門店」

シリーズ選定

コードレスライトボーラー
歯科診療用ユニット ANEILE ニーフレックスチェアータイプ

超極細棒材 自動供給機 バートップ OS4RE
岩井眼鏡製作所 KM-03 Re-Plating
手持ちつづら
（ポップ）
きぬのまゆ玉 贅沢抹茶
いぃ那珂暮らし

artisanale 別棟／ハシバミ［美容室に併設されたカフェ小屋］

選定マーク：茨城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
大賞

すべての選定の中で最も優れたデザインとして評価できるもの

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

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
シリーズ選定
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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）
過去選定の改良版や姉妹品で評価できるもの
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ごあいさつ

人々に新しい生活様式を提案し、世界によりよい変革をもたらすことはデ
ザインの役割ですが、2020 年は予期せぬ変革を強いられる年となりました。
「いばらきデザインセレクション」も変革の年でした。セレクションのトッ
プを決める大賞の新設、テーマセレクション部門とデザインセレクション
の 1 本化、特別審査委員としてグラフィックデザイナー新村則人氏を招聘
しました。また今年度は、事業の生みの親であり、15 年間審査委員長を
務めた蓮見先生が退任されました。「新しい生活様式への対応」が審査

いばらきデザインセレクション 2020
審査委員長

原 忠信

基準の加点要素として加わり、オンライン会議の活用やマスクとフェイス
シールドを使用して万全なコロナ対策で審査に臨みました。
国際的なパンデミックの影響で、ビジネス、プライベートともに厳しい状
況が続いています。このような時期に、デザインの力を信じてご応募くだ
さったみなさまに心から御礼申し上げます。133 件は歴代 2 番目の応募総
数です。白熱した議論の末、大賞 1 件、知事選定 4 件、選定 27 件、奨励 6 件、
シリーズ選定 8 件が選ばれました。
いばらきという地域の特徴を活かして、ニューノーマル時代の多様な働
き方や暮らし方に対して実験を行い、新たな提案がなされている作品に
対して審査の議論が集中していたように思います。今こそ固定観念にと
らわれずに提案や実験を続け、いばらきをよりよい方向に変革していくた
めに、協働していきましょう。

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

審査委員長

特別審査委員

原 忠信

新村 則人

筑波大学芸術系ビジュアルデザイン領域 准教授

株式会社 新村デザイン事務所 代表

秋元 淳

日野 明子

公益財団法人日本デザイン振興会 事業部 課長

スタジオ木瓜 代表

石川 俊祐

藤代 範雄

KESIKI Partner
多摩美術大学 TCL 特任准教授

株式会社藤代範雄デザイン事務所 代表取締役

一ノ瀬 彩 博士［デザイン学］

ミック・イタヤ

茨城大学工学部都市システム工学科 助教

ビジュアルアーティスト

川又 俊明

吉田 周一郎

Think Sync inc. CEO

クリエイティブ・プロデューサー

株式会社 shushi architects 代表

審査協力・茨城県デザインセンター顧問

日暮 学

蓮見 孝 博士［デザイン学］

株式会社日本百貨店 食品統括バイヤー

筑波大学 名誉教授
札幌市立大学 名誉教授
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SAVE BEER SPIRITS
木内酒造合資会社

〒 311-0133 那珂市鴻巣 1257 Tel.029-212-5111 http://kodawari.cc

コロナ禍で営業自粛した全国の飲食店が抱える賞味期限が短い
樽生のクラフトビールを回収し、賞味期限のないジンに蒸留・ボ
トリングして戻す取り組み。蒸留に掛かる費用は木内酒造が負担。
コロナ禍で苦境に立たされ た飲食店を支援する新
たなビジネスモデルを、短期間で構想 ・構築した優れたソー
シャルデザイン。蒸留の費用は酒税の差額でまかなうよう工夫
し、飲食店に過度な負担をかけないように配慮している。ジンはカ
クテルとして生かすなど、新たな発展性や楽しみ方も提案している。
ロゴマークやクラフトジンのラベルのデザインも洗練されており、
「魂」の文字には不屈の意気込みが感じられる。
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東京蒸溜所

東京都千代田区神田練塀町 13-10-1 区画

八郷蒸溜所

石岡市須釜 1300-8

なないろ稲荷と七味飴
エコファーム飯島
魚忠

〒 300-4354 つくば市国松 1014-1 Tel.029-866-0957

https://www.nekofarm-iijima.com

アートディレクション：株式会社ターバン 岩田博嗣
デザイン：株式会社ターバン 田中至

〒 300-4244 つくば市田中 1127-4 Tel.029-867-2645

企画・ディレクション：株式会社ターバン 根本美保子

筑波山特産の「福来（ふくれ）みかん」と「筑波八ツ房

コンパクトな紙パッケージに包まれた見た目も食感も楽しいピリ辛の

唐辛子」を用いた、七尾のキツネがトレードマークの

いなり寿司と七味飴のセットは、新たな観光来訪者であるサイクリストやアウトドア層

いなり寿司と七味飴のセット。

の人たちもテイクアウトしやすく、環境にも過剰な負荷をかけない。地域の歴史文化
にもスポットをあて、
「筑波七稲荷」など新たな名所の発掘とＰＲにも一役買っている。

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

〒 310-0067 水戸市根本 3-1534-2 Tel.029-231-4241 https://www.insatsu-kurashi.shop/

印刷工程で出る余紙や特殊紙を職人が手作業でリサイ
クルした紙文具のシリーズ。
通常は廃棄される余り紙を丁寧にリサイク
ルし、様々な紙質や色を楽しめるエコでおしゃれな紙
文具に蘇らせた。普段は縁遠い上質な紙や特殊な紙に
手軽に触れることができるため、感覚がみずみずしい子
供たちにも紙文化の奥深さを伝えることができる。エコ
印刷に取り組む印刷会社による身近な SDGs（持続可
能な開発目標）活動でもある。
メッセージカード：50 円
（税込）〜
メモ帳：50 円
（税込）〜
（税込）〜 など
詰め合わせ：150 円
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ふもとのさんかく
Live Haus 建築設計所

〒 305-0042 つくば市下広岡 293-19 Tel.029-857-6944 https://www.live-haus.com

藍染風布 https://www.aizome-foopu.com
施工：宮本建築株式会社

instagram : aizomefoopu

筑波山のふもとの集落に建つ藍染めの工房を併設した、
さんかくの大屋根がシンボルの住まい。
筑波山麓の里山に移り住んだ建て主が、近所から譲り受けた藍甕を埋
め込み、地域の伝統工芸を伝承する工房を備えた住まいを新築。コンパクトな間
取りは、 里山暮らしの器 として機能し、 まちの窓 と称する特徴的なデッキが
設けられた大屋根は、広々と外に向かって開かれた住まい、地域になじむ住まいと
いう新しい日常の暮らし方を、やさしく表徴している。

砂浜図書館
（一社）大洗観光協会

〒 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町 8249-4 Tel.029-266-0788 https://www.oarai-info.jp/

ディレクション：
（一社）大洗観光協会事業戦略チーム
（CHUMS)
タープ エリアデザイン：株式会社 ランドウェル

装飾空間デザイン：株式会社 ピーハピィ
（eclat ） 山本貴広
石角直樹

読書（図書館）というコンテンツにより、 砂浜
での初体験 を提案。大洗町が掲げる「ユニ
バーサルビーチ」と海辺の年間活用のあり方を
試みている。
新型コロナにより閉鎖を余儀なく
された海水浴場を、２年間にわたる観光ビジョ
ン策定の成果をいかして蘇らせようとする意
欲的な取り組み。「海に癒やされ た い、自然
を感じたい」という海に新たな価値を求める
人たちを対象に、広い砂浜を書棚のモニュメ
ントやテント風のタープなどでつなぎ、アンチ
３密の新たな風景を描き出している。
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常磐線新駅舎及び自由通路
JR 常磐線（大甕駅、羽鳥駅、神立駅）駅舎の改築・整備及び自由通路の新設。
東日本大震災から 9 年目、待望の JR 常磐線全線復旧が実現し た。
鉄道は人の移動と交流促進の原動力となり、地域振興にも大きな役割を担って
いる。明治時代に造られた３駅の改築が計画され、JR 東日本と関係自治体、そし
て市民が一体となって開発が推進された。利便性や交通結節機能の向上、地域
のまちづくりの拠点化が図られ、地域への想いと未来への希望が伝わる美しい
駅が誕生した。関係者への感謝を込めて高く評価したい。
←↑大甕駅

大甕駅
傾斜の強い地勢により分断されていた東西地区を結ぶ、明るく開放感に満ちた
地下駅と自由通路。駅周辺整備事業とも連携して連続性のある空間が形成され、
「人と人を繋げる駅」が実現した。
日立市

〒 317-8601 日立市助川町 1-1-1 Tel.0294-22-3111 https://www.city.hitachi.lg.jp/

設計監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社
施工監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社水戸建築技術センター
設計：株式会社 JR 東日本建築設計
施工：東鉄工業株式会社水戸支店

羽鳥駅↓→

羽鳥駅
市民念願の、東西エリアを結ぶバリアフリーの新駅舎は、鳥が羽を広げたような
外に開かれたファサードを持つ。市民協働で造り上げたモザイクアートが、新し
い交流拠点のシンボルとなっている。
小美玉市 〒 319-0192 小美玉市堅倉 835 Tel.0299-48-1111 https://www.city.omitama.lg.jp/
筑波技術大学 〒 305-8520 つくば市天久保 4-3-15 Tel.029-852-2931 https://www.tsukuba-tech.ac.jp/
駅舎橋上化・自由通路新設
設計監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社
施工監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社水戸建築技術センター
設計：株式会社 JR 東日本建築設計

神立駅

施工：東鉄工業株式会社水戸支店
自由通路壁画
総合企画・監修・ディレクション・デザイン：筑波技術大学
制作：筑波技術大学生、市民
施工：山周セラミックス有限会社

神立駅
「帆引き船」の白帆のような膜屋根と，
低いガラス壁のオープンエアな駅舎には
ベンチが置かれ、公園のような佇まい。駅務室やトイレをユニットにし、小さな街
並みのような雰囲気を醸しだしている。
土浦市 〒 300-8686 土浦市大和町 9-1 Tel.029-826-1111 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/
かすみがうら市 〒 315-8512 かすみがうら市上土田 461 Tel.0299-59-2111 http://www.city.kasumigaura.lg.jp/
設計監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社
施工監理：東日本旅客鉄道株式会社水戸支社水戸建築技術センター
設計：株式会社 JR 東日本建築設計
施工：東鉄工業株式会社水戸支店
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ALL IBARAKI（やきもの漆器）
中本木工研究所

笠間焼きの陶器と大子漆の漆器、２つの技術

Tel.029-295-8322 http://nakamotomokkou.com/

と素材のよさが共生する新たな器。

〒 311-0108 那珂市額田北郷 133-2

Nature Quote
〒 319-2145

常陸大宮市宇留野 387-1
カーサアバンツァートⅡ 201

茨城を代表す る笠間焼と大子漆

Tel.080-4504-1961

という2 つ の技術と素材の融合に着目し、研

パッケージ挿絵制作：萩谷将司

究を重ねて開発された陶胎漆器は使うほどに
味が出る。天に向かう作物の生命をイメージ
した細い器と、穏やかな風土と暮らしをイメー
ジした丸い器のペアが愛らしい。

小：3,500 円
（税別）
（税別）
中：4,500 円

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

軽トラックを簡易 ・安価にアウトドア仕様車に

Tel.029-231-1792 http://www.isa-car.jp

変えられる幌と骨組みのセット。

〒 310-0012 水戸市城東 2-1-38

高嶺の花のキャンピングカーに対
し、身近な生活道具の軽トラックを簡易にアウ
トドア用のクルマに変身させられる幌セットを
開発。明かり取りの窓や虫対策の網戸、ター
プを張るためのユーティリティホールなども標
準装備した、「遊べる軽トラ」。海へ山へ、気
220,000円（税別）
https://www.instagram.com/carvo_isaka/

軽に自由な休日を楽しめる優れモノ。

くろ常 拭き漆仕上げの屑箱とティッシュケースのセット
株式会社 工匠常陸

県産杉に漆を吸い込ませ漆黒を発色させた木

Tel.029-869-8915 www.kousyou-hitachi.com

目の繋がりが特長の屑箱とティッシュケース。

〒 300-0069 土浦市東並木町 3448

一枚の杉板を順に切り取ることで
木目がつながっている側面が目を惹く。
「茶室
での違和感のない佇まい」をめざした、黒一
色のシャープでシンプルな和モダンデザイン。
内側にも拭き漆を施すなど、細部へのこだわり
と丁寧な手仕事が本物感を漂わせている。
屑箱：48,000 円
（税別）
ティッシュケース：35,000 円
（税別）

https://kousyou-hitachi.com/item/index.html

herkka keramiika kasama perinne
株式会社 向山窯

薄・軽が特長の herkka keramiikaに、技術

Tel.0296-72-0509 http://www.kasamayaki.co.jp

的に難しかった笠間焼の釉薬を使った新しい器。

〒 309-1626 笠間市下市毛 1372-4

日本遺産に認定さ れ た伝統の笠
間焼を、世代を超えて使い続けて欲しいとの
願いが込められた器。若手スタッフが趣向を
凝らした西洋アンティーク風のかたちや素材
感は、かわいらしさや優しさを醸し出している。
電子レンジや食洗機にも対応、使い勝手もよい。
1,600 円（税別）
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森から生まれた機織り樹
スダジイの森工房

森の整備から生まれる杉間伐材の特徴を生か

Tel.090-6537-3838

した、主に柱材で製作できる手織り機。

〒 311-4325 東茨城郡城里町北方 2200-2

クラフトパイン

間伐材を、県特産の織物に有効

〒 311-4316 東茨城郡城里町小坂 52-3

Tel.090-2539-2516

活用しようとする環境と産業保護を図る活動。
板材が得にくいため柱材を用い、ネジ止め組
立式により、一人での組み立てやコンパクトな
収納が可能。機織技術の伝承のため、多くの
人に手織りを魅せたいとする願いがこめられ

200,000円（税込）

ている。

意匠登録申請予定

いばら樹ユニット家具
茨城大学 工学部 一ノ瀬彩研究室

県内で伐採された10 種以上の無垢材を有効活

Tel.090-9964-5296

用した、組み合わせ自由な間仕切り兼収納棚。

〒 316-8511 日立市中成沢町 4-12-1

有限会社 川井材木店

用材にならない広葉樹や間伐材を

〒 319-3366 久慈郡大子町大沢 1238

Tel.0295-72-0385

大森有限会社

〒 319-3361 久慈郡大子町頃藤 4952

Tel.0295-74-1213

デ ザイン：茨城大学工学部 一ノ瀬彩
研究室 一ノ瀬彩、山田翔馬、飯田昇己、
原野大河、JIN JINYING
木材提供：有限会社川井材木店 川井勇
製作：大森有限会社 大森保夫

有効利用した環境にやさしい家具。端材でもつ
くれるコンパクトな箱形を基本とし、規格統一し
た数種類のバリエーションを組み合わせることで、
大空間も仕切れる。西ノ内紙なども利用し、軽
やかで印象的な空間を演出できる。
（金具別売）
4,950 円（税別）

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

水府地区の未利用資源であった柿を実から葉

Tel.090-2303-2338

までまるごと活用した特産品プロジェクト。

〒 313-0225 常陸太田市棚谷町 907-1

すいふひまわり工房

３事業者と多様 な主体 が連携し

〒 313-0221 常陸太田市国安町 1581

Tel.0294-85-0138

社会福祉法人 朋友会

〒 313-0222 常陸太田市松平町 364-1

Tel.0294-70-5033

ESPRESSO DESIGN
〒 319-1116

那珂郡東海村舟石川駅西 3-6-28
秋葉マンション 307 号室

アートディレクション・デザイン：

ESPRESSO DESIGN

３年かけて取り組んだ、未利用の柿を名物に育
て上げる気合いの入ったプロジェクト。柿の蔕
（へた）のロゴマークや統一スタッフウェアを製
作。開発された「柿の丸漬け」、
「Florentins」
「柿の葉茶」は、それぞれに異なった意匠に包
まれている。

パンフレット撮影：鹿島秀徳

深作農園 メロン 1 個入れ箱
農業法人 深作農園有限会社

三代 60 年続くメロン農家の想いと品質をこめ

Tel.0291-39-8316 http://www.fukasaku-farm.com/

たギフトパッケージ。

デザイン：株式会社エターラ S&CO.
DESIGN STUDIO 瀬古典子
製作：ザ・パック株式会社 佐藤宏樹

色で包み、メロンの美しい網目のパターンを

〒 311-2102 鉾田市台濁沢 157

段ボ ー ル を石華色という特別な
浮き立たせているシンプルで上品なデザイン
からは、農園直送の温かみとプレミアム感が
伝わってくる。洗練された字体で記されたメッ
セージには生産者の誇りとこだわりがこめられ

https://www.fukasaku-farm.com/fs/fukasaku/
melon/gd79

ている。
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ひたちいいとこ ドリップコーヒー
CAMEO COFFEE COMPANY
〒 319-1221 日立市大みか町 2-24-5

https://cameo-coffee.com

日立市出身のイラストレーターと自家焙煎カ
フェの子育てママのペアによるコラボ商品。

デザイン：

MEIKO ILLUSTRATION 長谷川芽衣子

コロナ禍に負けないようにカフェ
が企画 ・開発したドリップコーヒー。日立の街
の「いいとこ」（海、桜、動物園、大煙突、海
鵜）を手描きのタッチで爽やかに表現。果実
感を表現したコーヒーを、プラスチックや過剰
包装を押さえたパッケージに収めている。日
立市への想いが香る優れた一品。

1,080 円（税込）

茨城パンダ納豆
有限会社 菊水食品

パンダの誘致活動を応援する、目が大豆のか

Tel.0294-52-5443 http://kikusuigold.com/

たちをしたパンダ模様の商品パッケージ。

〒 316-0023 日立市東大沼町 4-29-11

パッケージ・ギフトデザイン：
有限会社菊水食品 菊池啓司

県、市、市民の会からの開発要請
を受けてつくられた商品で、パンダと納豆とい
う意外な組み合わせが目を惹く。よく見るとい
ろいろな表情をしていて親しみが感じられる。
高品質納豆であり、ディテールに至るまで品
位を兼ね備えたデザインが吟味されている。

330~2,500円（税別）

SOUP KAMPO
漢方薬局 Rin

〒 310-0911
水戸市見和 1-323-10 和皓堂ビル 101

生薬と出汁をパックし、コーヒーや紅茶を楽し
むように漢方を楽しむスタイルを提案。

Tel.029-297-1198 https://www.kampo-rin.com/

未病の人も気楽に漢方を楽し む

ディレクション・デザイン：

Design3 岩間琢哉
イラスト：Design3 太田実玖
プランニング：みちのり 布施幸則
フォトグラフ：キクチカメラ 築島斉

きっかけとして、漢方の生薬に出汁を加えて
パックし、そのままスープとして、また料理
の出汁としても使えるようにした斬新な発想。
パッケージデザインも洋菓子のようで親しみ
やすく、若い新たな漢方ファンが増えそうな

300 円（税込）
「SOUP KAMPO 」商標申請中
https://www.kampo-rin.com/soup

予感がする。

恋の山♥濃いヨーグルト
株式会社 小美玉ふるさと食品公社

筑波山の新た な お み や げとして開発され た

Tel.0299-56-6991 https://www.omitamayogurt.jp/

恋みくじ付きの飲むヨーグルト。

〒 311-3413 小美玉市山野 1628-42

株式会社ターバン

〒 305-0035 つくば市松代 2-10-3 中山ビル 1F

Tel.090-7429-5298 https://turban.co.jp/

デザイン：
株式会社ターバン 岩田博嗣
コピーライター：
株式会社ターバン 根本美保子

筑波山の女体 ・ 男体山の間に沈
む夕景「ダイヤモンド筑波」が望める霞ヶ浦。
そ の沿岸に位置する酪農王国 ・ 小美玉市の
濃い生乳でつくられたヨーグルトと恋みくじを
合わせ、「濃い」と「恋」で２度おいしいステ
キなご利益が期待できそうな商品。

200 円（税込）
［筑波山・霞ヶ浦広域エリア観光連携促進事業
「地元グルメ開発プラン」採用］
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梅こしょう
大成女子高等学校

県のブランド梅「常陸乃梅」の酸っぱさと青唐

Tel.029-221-4888 https://www.taisei.ac.jp/jp/tghs/

辛子の辛さを合わせた新しい調味料。

〒 310-0063 水戸市五軒町 3-2-61

一般社団法人 i.club

地元高校生が地元企業と協働し

〒 113-0034 東京都文京区湯島 2-26-5 藤井ビル 201

http://innovationclub.jp

小松屋食品株式会社

〒 300-0036 土浦市大和町 5-3

て学ぶ授業「地域デザイン」から生み出され
た「すっぱ辛っ！」感覚。３年にわたり茨城の

Tel.0120-24-0373 https://www.5028.jp/

梅にこだわり、食卓のさまざまなシーンにマッ

株式会社 吉田屋

チする商品を開発した。シンプルでポップな

Tel.029-267-2069 http://kk-yoshidaya.co.jp/

パッケージデザインに若さが息づいている。

〒 311-1301

東茨城郡大洗町磯浜町 546

デザイン：末永えりか
540 円（税別）

https://www.5028.jp/ec/products/detail.php?product_id=93

茨城「いも・くり・なんきん」
三市いいもん会議

〒 310-0911

水戸市見和 3-663-10
中川学園調理技術専門学校内

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。

Tel.029-252-7011 http://www.nakacho.com

３市が連携し て共同事業を立ち

デザイン：山崎かのこ

上げ、それぞれの特産品をスイーツにしたセッ
トを開発。良質な素材本来の滋味と食感が際
立つ菓子セットが、ふるさと納税返礼品などと
して効果的に地域を PR 。切り絵のロゴや豊
かなメッセージが込められたパッケージが温
6 個入り：2,200 円（税別）
3 個入り：1,100 円（税別）

かい。

金色だしそば河津庵
有限会社 河津商店

特許の天然だしパックに、常陸秋そばや本か

Tel.0299-22-2465 http://kanetoyo-kawatsu.com/

えし等をセットにした即席麺のギフト商品。

〒 315-0013 石岡市府中 1-4-24

株式会社 文化メディアワークス

〒 310-0026

水戸市泉町 1-3-22 リリースクエア 4 階

Tel.029-221-4813 http://b-mediaworks.com/

老舗の鰹節専門店が化学調味料
不使用で製造す る金色の出汁を主役に、石
臼挽きの麵、本かえしの醤油を特注するなど

アートディレクション：㈱文化メディアワー
クス 佐藤正和／デザイン・ネーミング：

国産材料にこだわって各素材を厳選している。

㈱文化メディアワークス 佐藤歩美

インスタントながら、和食の旨味が凝縮され

写真撮影：フォトスペースオイカワ 及川隆史
題字（商品名）
：小池汀蝶
3,500 円（税別）
［日本ギフト大賞 2020 茨城賞受賞］

た本格的なそばを楽しめる。品位のある和風
の包みも好ましい。
http://kanetoyo-kawatsu.com/

自治会活動ガイドブック「おとなりさん」
ひたちなか市 市民生活部 市民活動課

若い世代や自治会未加入者に自治会活動の

〒 312-8501 ひたちなか市東石川 2 丁目 10 番 1 号
Tel.029-273-0111（内線 3223）

必要性や重要性を伝えるガイドブック。

企画・編集・デザイン・印刷・製本：
株式会社イセブ 渡辺剛司
株式会社ターバン

のガイドブック。公募型で民間の企画力やデ

他に類を見な い自治会加入促進
ザイン力の活用を図り、自治会長や市民活動
団体による検討委員会でじっくりと内容 ・構
成を協議しながら作成。行政目線を越えた、
若い世代にも受け入れられる魅力的な冊子が
生み出された。
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オンラインメロン狩り・オンラインマンゴー狩り
食いしん坊ディレクター 藤田 愛
Instagram : instagram.com/fujimeg/
note : note.com/fujimeg

メロンとマンゴーの農場と家庭をつなぎ、オン
ラインでフルーツ狩りが楽しめる企画。

出演者：JAほこたメロン部会 市村知一、
み なみ果樹園芸 米川勝弥、やすだ園
保田幸雄
協力者：ほこた農業協同組合 石井勉幸、
みなみ果樹園芸 米川恵子、ファーマーズ
マーケットなだろう 横田淳一店長
カメラマン・Zoom 操作・動画制作：

link movie studio 立原裕之、立原陽子
グラフィックデザイン：DIVE 小池隆生
プレスリリース作成：JOYNS 高木真矢子

コロナ禍で思うように 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、双方向の食育番組としての仮想収穫体験オ
ンラインイベントを企画。「アフターコロナには、
実際に農場に出かけてみたい」という反響を誘
発した。社会貢献型の新しいビジネスデザイン。
オンラインメロン狩り：3,000 円／オンラインマンゴー狩り：6,500 円

https://youtu.be/nZvlDW1ysoo
https://online-melon-gari.peatix.com/

https://online-mango-gari.peatix.com/

10 万円、市内で使おうポスター
まちむすび合同会社

定額給付金 10 万円の市内消費を促す６連ポ

Tel.0295-54-8118 https://www.machimusubi.com/

スターと、市民の手で拡散させる啓発運動。

〒 319-2254 常陸大宮市北町 91

企画・ディレクション・デザイン：
まちむすび合同会社 倉田稔之
写真撮影：
まちむすび合同会社 鹿島秀憲

「市内で給付金を使い、地域経
済を回して地元を元気にしよう！」という地域
主体で力強く立ち上げ た啓発運動。「市内」
と「竹刀（しない）」を掛け合わせたユーモア
には、コロナ禍の暗い世相を吹き飛ばそうと
するポジティブなデザイン思考が映し出され
ている。

赤津工業所創業 100 周年記念紙
株式会社 赤津工業所

創業 100 年の社史をまとめた、営業ツールと

Tel.0294-21-6255 https://neji-akatsu.co.jp/

しても活用できる画像を多用した記念紙。

〒 317-0072 日立市弁天町 1-3-15

アートディレクション：
有限会社時の広告社 小松和広
ウェブディレクション：
有限会社時の広告社 鈴木聡
ウェブデザイン・コーディング：
有限会社時の広告社 安恵亨併
撮影：関根智洋
執筆：山辺吉子
イラスト：栗生ゑゐ子

本棚にしまわ れ がちな製本型で
はなく、開いて見たいと思えるようなプレス
型の社史とし、インパクトのある画像を多用。

WEB への掲載や会社案内、展示用の掲示物
にも活用できる。企画 ・制作を通して社員の
意識向上とインナーブランディングを図る巧
みなデザイン。

https://neji-akatsu.co.jp/akatsu100/index.html

ハコフネ
一級建築士事務所 group-scoop

都心から転居した２世帯９人が住まう、個のス

Tel.092-287-3996 http://www.group-scoop.com/

ペ ー スと家族の居場所の構成が特徴的な個

株式会社 関根工務店

人住宅。

〒 816-0931 福岡県大野城市筒井 2-2-1-2F

〒 310-0033 水戸市常磐町 2-3-17

Tel.029-221-4789 http://www.sekine-cs.jp/

意匠設計： 一級建築士事務所 groupscoop 安河内健司、西岡久実
構造設計：間藤構造設計事務所 間藤
早太／空調設計：富士環境システム株
式会社 小泉伸太
植栽計画：八進緑産株式会社 酢崎有紀
写真撮影：堀内広治

外出が難しい妹さんの介護を中心
に、２世帯９人が住まうオープンな半野外的室
内空間。気積を最大限確保するための小屋組
のない矩勾配の切妻屋根が大家族の温かい暮
らしを包み、「現代版ノアの方舟」とも表現で
きる印象的で象徴的な家をかたち造っている。
http://www.group-scoop.com/works/w_hih/hih01.html
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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 築 110 年の造り酒屋を改装した霞ヶ浦湖畔の

〒 300-0214 かすみがうら市坂 4784 番地先

Tel.029-840-9010 http://kasumigaura.miraidukuri.jp/

古民家ゲストハウス。

建築・施工：株式会社 里山建築研究所
インテリアスタイリスト：岩佐知布由

古民家で茨城を魅せるモデルケー
ス第１号として、多様なセクターが協働し実現
させた「最高の朝に出会える宿」。竈炊きご飯、
霞ヶ浦から昇る朝日など、ロケーションと木造
家屋の魅力を堪能できる。堅実な管理運営主
体のもと、地域自慢の拠点として発展が期待

大人一泊朝食付き：7,700 円
（税込）

できる。

http://www.kasumigaura-kankou.jp/eguchiya/

プレカット工場

［アイダ設計 プレカット事業部 茨城工場］
株式会社 アイダ設計

〒 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-286

Tel.048-650-0222 https://www.aidagroup.co.jp

エムアールスタジオ株式会社

〒 164-0001 東京都中野区中野 3-23-40

Tel.03-6313-5272 https://www.mrstudio.biz

川田工業株式会社

〒 114-8562 東京都北区滝野川 1-3-11

Tel.03-3915-4321 https://www.kawada.co.jp
［ 2020 年度グッドデザイン賞 受賞］
［International Architecture Awards 2020 受賞］

「見せる工場」としてデザインされたハウス
メーカーの木材プレカット専用工場。
住宅品質の根幹であるプレカット
の高い品質と先進性を伝えるべく、全ての生産
工程を間近で見られる約 100 ｍの浮遊するガ
ラス張りの通路を設置。
「 羽柄材」を使ったトラ
ス構造による大空間の事務棟、柱の端材を利

［ウッドデザイン賞 2020 受賞］
用したデザインウォールなど、見どころが満載。
［日本空間デザイン賞 2020 LongList ］
［ 2019 年照明普及賞 東京支部審査委員特別賞］
［第 54 回日本サインデザイン賞 銀賞］
［第 33 回茨城建築文化賞 入選］

古民家再生工事

（北茨城の家）〜北茨城の原風景を未来へつなぐ〜
有限会社 吉田建築計画事務所

次世代への継承を視野にリノベーションされ

Tel.0299-56-3246 https://www.iezukuri.co.jp

た北茨城の風景になじむ明治末期の古民家。

〒 315-0001 石岡市石岡 1-1-8

写真：佐藤情報デザイン室 佐藤鎌一
施工：株式会社福島工務店

古民家活用の好事例。快適 ・ 安
全な暮らしのための地盤や温熱環境の改善等
とともに、大黒柱や手斧削りの梁、建具など
を再利用し、地域の風景になじむ伝統的な家
屋の佇まいを残している。曳家、大工、左官、
建具、屋根など、巧みな職人の技が光り、継

https://www.iezukuri.co.jp/index.php

承されていく。

くれよん Café
山金建設株式会社

障害者施設で製造されるお菓子をモチーフに

Tel.029-298-0929 http://yamakin-kensetu.com

したバリアフリーのカフェ・レストラン。

〒 311-0113 那珂市中台 767-2

社会福祉法人 くれよん

〒 310-0836 水戸市元吉田町 1873-8

Tel.029-247-9040 http://39kureyon.com

木の温もりに包まれたモダンなデ
ザイン。ショップ、レジ、レストランの３つのゾー

設計監理：
株式会社眞建築設計室 中山眞矢
設計施工：
山金建設株式会社 大内章一

よりデザイン性と機能性が両立。障害の有無に

写真：
株式会社スズキスタジオ 鈴木喜一

る、憩いと交流の場が表現されている。

ンを巧みに仕切るとともに、床材の工夫などに
かかわらず誰もが輝き、豊かな時空間を過ごせ
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アトリエ「CoiChi」
オモチャファクトリー合同会社

ママさんたちが、まちとつながりながら、自分

Tel.050-5435-9029

の居場所と時間をつくれる親子のためのくつ

coba 設計

ろぎスペース。

〒 312-0047 ひたちなか市表町 9-3

〒 310-0851 水戸市千波町 1286-8

Tel.090-4837-8727 http://coba-architect.com/

施工：オモチャファクトリー合同会社
藤田康広
設計：coba 設計 小林亮介
施工：水戸日建工科専門学校 有志

企業城下町のひたちなか市に転
勤で転居してきた方など、多様な経験とスキ
ルを持つママさんたちが、安心して子育てが
できるような出会いと発信の場を、商店街の
空き店舗をリフォームして設けた。土間と小上

通常利用：300 円／大人
貸切可 ご予約はHP 等にて受付

https://coichi312.com/

がりに二分されたシンプルな多用途スペース
は爽やかで居心地がよい。

茨城の酒と食を楽しむ
「体験型茨城の地酒専門店」
有限会社 サトウ

地元酒店がJR 土浦駅直結プレイアトレ土浦に

Tel.029-862-1310 https://ji-sake-ibaraki.jp/

出店したスタンディングバー併設の地酒専門店。

〒 300-4104 土浦市沢辺 757

サイクリングで来訪者が増えてい
る土浦で、茨城の風土と滋味を感じてもらお
うと、県内 24 蔵の限定流通酒をはじめ、豊富
IBARAKI 佐藤酒店
〒300-0035

なギフトをそろえて提供。角打ち（立ち飲み）

土浦市有明町 1-30 プレイアトレ土浦 2F

ができるスタンディングバーでは飲み比べも

Tel.029-811-6790
10:00~21:00（角打ちL.O. 20 : 30 ）

できる、オールいばらきの素敵な発信ショップ。

定休日はプレイアトレ土浦に準ずる

コケ山水
大和造園

造園業の技術を凝縮し、笠間焼の皿に山水画

Tel.029-298-1540 https://yamato.e-naka.jp/index.html

の世界を再現した。

〒 311-0113 那珂市中台 573-2

ディレクション・ロゴマークデザイン・
パッケージ・印刷物デザイン：
ナカネデザイン事務所 中根秀一
写真撮影：株式会社タイム 藁谷忠正

鳴子石を砕いて岩を模し、コケを
配して雄大な風景を笠間焼きの小さな皿に表
現し、杉箱と専用風呂敷に包んだ。細部に亘
る品質感も高く、造園業の新たな可能性を予
感させる。

（パッケージ含む）
10,000 〜 15,000 円（税別）
https://yamato.e-naka.jp/index.html

かりねっこ Bio
礼恩株式会社

水槽に簡単に水草を植えられ、水生生物の環

Tel.0297-86-6721 https://reon-tk.jp

境を整える生分解性プラスティックの根っこ。

〒 300-1604 北相馬郡利根町横須賀 823-1

パッケージデザイン：株式会社 ガレー
ジゼロサンヨンドットコム 小野崎将司

バクテリアが素材のプラを分解す
ることで、練り込まれた水草用添加剤が溶け
出し、徐々に水槽内の環境が整っていくよう
既存製品を改良。水槽の観察を通して SDGs
（持続可能な開発目標）など環境意識も育成
できることを強くアピールしたい。

800 円（税別）
実用新案登録済み
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おんせん木玉ちゃん
株式会社 大崎材木店

水に浮いた木を もぐらたたき のように叩い

Tel.029-288-3535 https://www.e-house.co.jp/osaki/

て遊ぶ、お風呂の玩具。

〒 311-4313 東茨城郡城里町上入野 2142-1

「浮く」と「沈む」という、相反す
る上下運動がスムーズになるように試行錯誤。
木で遊び、木に親しめるようにとの想いが込
められた優しい製品。音階ができれば、さら
に魅力的。
7,000 円（税別）
［ウッドデザイン賞 2019 ］
商標登録の予定有

rocco market（鹿行マーケット）
株式会社 エコワン

過疎化が進む集落の空き家（倉庫と家屋）を

Tel.0291-39-0071 rocco-market.com

改装した、こだわり県産品のセレクトショップ。

〒 311-2116 鉾田市札 1382

クリエイター：
株式会社キューアイ・マネージ 石井宏忠
デザイナー：
株式会社キューアイ・マネージ 高橋和之

地域支援、課題解決を事業コ ン
セプトにし、生活支援とショッピングの楽しさ
を提供する場づくりを進めるユニークで地道
な取り組み。一層の発展性を期待したい。

rocco-market.com
rocco-market.jp（ECサイト）

大子 堀江歯科プロジェクト
〜大子漆とアートの発信拠点〜

有限会社 ウェアウッドワーク

市街地に残る廃業した歯科医院を改築し、新

Tel.0295-58-3880 https://www.tsujitohru.jp

たな創作×滞在×展示×交流の場として整備。

〒 319-2511 常陸大宮市上桧沢 2032

株式会社 井川建築設計事務所

地域の日常とともにあった建物の

〒 300-0638 稲敷市古渡 613

Tel.029-894-3848 https://igawa-arch.com

設計：株式会社井川建築設計事務所
井川一幸、仲澤秀正
建具制作等：
有限会社ウェアウッドワーク 辻徹
施工：合同会社東和建設 小貫友和

記憶を継承しつつ、発信と交流の拠点として
ふさわしい機能を付加させた。工事は完了し
ているが、そこに命が吹き込まれる様子を見
てみたい。

小さな街の駅「TAMARIBAR」
特定非営利活動法人 TSUKKURA

人 ・ モノ・情報が集まる街のたまり場、そし

Tel.090-6120-7231 https://tsukkura.com/

て歴史ある小田の小さな観光案内所。

改修設計：空設計室 大類裕幸
グラフィックデザイン（ロゴ、看板、ツー
ル一式）
：ケーズグラフィック 野中和宏

る小田に、来訪する登山者やサイクリストが

〒 300-4223 つくば市小田 3282-2

かつての賑わいを取り戻しつつあ
増加。地元住民の生活を支え、来訪者にサー
ビスを提供する場を開いた。実践を通してモ
デル事業に発展することを期待する。
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コードレスライトボーラー
育良精機株式会社 工具事業部

磁石で鋼材に吸着し大口径の穴を開けるライ

Tel.029-869-1212 http://www.ikuratools.com/

トボーラーの、充電式コードレスタイプ。

〒 300-4297 つくば市寺具 1395-1

吸着にバッテリーの電力を使わな
い永久磁石を業界初採用。左右どちらからで
も使えるスイッチの位置など、最軽量タイプ
な が ら主要操作部は既存品の使い勝手を踏
襲している。

385,000円（税別）
［ 2017 年選定 磁気吸着ボール盤 ライトボーラーシリーズ］

歯科診療用ユニット ANEILE

ニーフレックスチェアータイプ
日本アイ・エス・ケイ株式会社
デンタル事業部
〒 300-4297 つくば市寺具 1395-1

歯科診療用ユニットANEILE に、アームレス
トとひざ折れ型チェアーを装備。

Tel.029-869-2001 http://www.dental-king.com/

パンタグラフ方式により座面の最
低位と最高位を大きく確保し、子供やお年寄
りも安全かつラクに乗降できる。シンプルな
ベースマウントテーブルは圧迫感を抑えたデ
ザイン。
2,800,000円〜（税別）
［ 2019 年選定 歯科診療用ユニットANEILE ］

超極細棒材 自動供給機 バートップ OS4RE
育良精機株式会社

省力機器事業部

〒 300-4297 つくば市寺具 1395-1

Tel.029-869-1212
http://www.ikura.com/bartop-index.html

超極細素材を、長時間、無人で安定してCNC
自動旋盤に送り込める自動供給機。
半導体や医療などに多用されるよ
うになったコシのない超極細棒材を扱える特
異な性能を有するオンリーワンの製品。

2,380,000円（税別）
（ 2020 年）日本発明大賞 発明功労賞］
［第 45 回
［ 2009 年知事選定 自動棒材供給機バートップ OS20/32 ］
［2018 年シリーズ選定 高圧クーラント装置＋自動棒材供給機バートップシリーズ］

岩井眼鏡製作所 KM-03 Re-Plating
岩井眼鏡店

〒 306-0022 古河市横山町 2-8-9

Tel.0280-32-1649 https://www.iwaimeganeten.com

70 年前に岩井眼鏡店の前身で作られていた
型を復刻した KMシリーズの第 5 弾。
テンプル（腕部）にチタンを採用、
リプレイティング（再メッキ）を施して完成度
をアップさせ、ビジネスシーンや日常でも使い
やすい、飽きのこないデザインとした。

3 色：各 32,000 円（税別）
「岩井眼鏡製作所 KM 」商標登録済
［ 2017 年選定 岩井眼鏡製作所 KMシリーズ］
「岩井眼鏡製作所 KM-01B 」
］
［ 2019 年シリーズ選定 岩井眼鏡店オリジナルフレーム
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手持ちつづら（ポップ）
高橋つづら店

軽い竹かごに西ノ内和紙を貼り、ふのりでコー

Tel.029-845-4783 http://takahashi-tsuzura.com/

ティングしたポップな５色のつづら。

〒 305-0817 つくば市研究学園 7-44-2

開催予定だったオリンピックの５色
を西ノ内和紙で表現。ポップな色を選ぶことで、
若い人にも，
軽く運びやすいつづらを利用して
もらおうとしている。材料はすべて茨城産。

参考価格：25,000 円
（税別）
［ 2018 年奨励 高橋つづら店］
（西ノ内和紙仕上げ）
］
［ 2019 年選定 つづら

きぬのまゆ玉 贅沢抹茶
有限会社 湖月庵

〒 308-0031 筑西市丙 202-13

「さしま茶」と「奥久慈卵」を使用した、オー

Tel.0296-22-2513 https://www.kogetsuan.com/

ル茨城『食』のコラボ和菓子、抹茶風味。

企画：
東日本旅客鉄道㈱水戸支社 事業課
髙橋卓史
ディレクション・デザイン：
有限会社プラネッツ 倉田稔之

輝く「きぬのまゆ玉」に、さしま茶からつくら

1,242 円（税込）
商標登録 5319182 号
［ JR 東日本おみやげグランプリ2018 出張時に買い
たいおみやげ賞］
［ 2017 年選定 きぬのまゆ玉］

JR 東日本お み やげグランプリに
れた東日本では珍しい抹茶をふんだんに使用。
白と緑のコントラストが上品な地域自慢の和
菓子。

http://kashi.shop-pro.jp/?pid=85999909

いぃ那珂暮らし
那珂市

〒 311-0192 那珂市福田 1819-5

Tel.029-298-1111 https://www.city.naka.lg.jp/

ディレクション：
有限会社スコール 國井嘉元
デザイン：
有限会社スコール 高田正治、上原裕一
コピー：有限会社スコール 山田雅大
写真：齋藤さだむ
（右上）、山本毅（右下）

「いぃ那珂暮らし」のロゴマークを様々な形で
展開し、那珂市を知ってもらう取り組み。

2016 年にスタート、2019 年の市
民アンケートでは 70 ％を超える認知度のロゴ
マーク。コロナ禍での「新しい生活様式」のＰＲ
や休業状況に あ る市内事業所の応援など に
活用している。

［ 2017 年選定 いぃ那珂暮らし号］

artisanale 別棟／ハシバミ

［美容室に併設されたカフェ小屋］
Yocouchi & Co. 株式会社

美容室に併設された小さな焼き菓子カフェと

Tel.029-869-9610 https://yocouchiandco.jp

デッキスペース。

〒 305-0034 つくば市小野崎 591-1

8d/ 遠藤康一建築設計事務所

〒 104-0054 東京都中央区勝どき 3-2-10-702

増築された寄せ棟の４棟目は、渡

Tel.03-3531-7082

り廊下等を介して既存棟とシームレスに接続

焼き菓子の店ハシバミ

され、美容室を訪れた人と地域の人々に、開

Tel.090-1115-2641

かれたくつろぎの場を提供している。

〒 305-0034 つくば市小野崎 591-1

［ 2018 年選定

artisanale ］

意匠設計・監理：8d/遠藤康一建築設計事務所 遠藤康一
構造設計：株式会社 ハシゴタカ建築設計事務所 髙見澤孝志
施工：株式会社 郡司建築工業所 郡司政美、西方勝
写真：齋藤さだむ
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審査概要
公募期間：令和 2 年 6 月 15 日〜 8 月 7 日

133 件 151 社（個人を含む）の応募
一次審査（書類選考）：令和 2 年 8 月 21 日

於 茨城県デザインセンター

二次審査（現品選考）：令和 2 年 9 月 24 日

於 ひたちなかテクノセンタービル

※各審査委員は、自身が関わった応募案件がある場合、公平を期するため、当該審査には関与しません。
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。

審査結果
大賞… 1 件

主催：茨城県
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知事選定… 4 件

選定… 27 件

事務局：茨城県デザインセンター

奨励… 6 件

シリーズ選定… 8 件

審査会に参加して／私の選ぶ茨城の一品
私は２０年近く茨城県の地域振興デザインに関わりを持っており、茨城
のデザインを身近に感じていました。なので「いばらきデザインセレクショ
「待っ
ン 2020 」の審査委員に選んで頂けたことは大変名誉なことであり、
てました」という思いで審査させて頂きました。今回審査に参加させて頂
き、改めて出品者の商品にかける情熱やコンテストに対する熱意を感じ
ることが出来ました。特に大賞や知事選定はコンセプトもしっかりしており、
茨城のレベルの高さを感じました。
いばらきデザインセレクション 2020
特別審査委員

新村 則人

そんな中、惜しくも「奨励」だったのですが、大崎材木店の「おんせん
木玉ちゃん」がとても気に入りました。ゲーム感覚を取り入れた商品は、
フォルムもコンセプトも素晴らしかったと思います。個人賞は無いのです
が、
「新村賞」をあげたいくらいです。

記載されている価格は参考価格です。詳しくは各事業者へお問合せください。
印刷のため実際の色とは異なる場合があります。

発行 ： 茨城県
制作：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
www.idesign-c.jp
監修：原 忠信・蓮見 孝
編集：西條 友弥子・大平 久美子

DTP：大越 桃
令和 2 年 11 月 26 日発行
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IBARAKI DESIGN
FAIR 2020-2021
いばらきデザインフェア 2020-2021
茨城県の優れたデザインを選定する“いばらきデザインセレクション2020 ”で
選定された商品等について、販売イベント等を開催します。

いばらきデザインフェア in 銀座
2021. 1/14（木）
会場：IBARAKI

17（日）11：00 - 19：00

sense ‐イバラキセンス‐

東京都中央区銀座 1-2-1 紺屋ビル 1 階

県内展 開催予定
諸事情により変更の可能性がございます。
イベントの詳細は、WEBをご覧ください。

id-selection.jp

