


［趣旨］

　「いばらきデザインセレクション2005」は、茨城県内

で生産された商品やデザイン活動等で、オリジナリテ

ィが高く、優れたデザイン性、ビジネス性を有するも

のを選定し推奨・ＰＲするものです。

　本セレクションは、県内の中小企業やデザイナー等

のデザイン開発意欲の増進を図り、いばらきブランド

の育成を目的とした茨城県が実施する事業「いばらき

デザインフェア2005」の一環としての開催されます。

対象者は茨城県内の中小企業及び個人事業者で、対象

となるデザインは過去3年以内に発売された、①「商品、

製品、広告活動等」、②「同業種、異業種を問わずグルー

プでデザイン活動したもの、町興し等、コトづくりデ

ザイン」です。

　選定されたものは「いばらきデザインフェア2005」

において表彰、展示、本誌「いばらきデザインセレクシ

ョン2005・カタログ」掲載発行、茨城県デザインセンタ

ーホームページへの掲載されます。その後は県内商工

会議所等の巡回展を経て茨城県デザインセンター展

示室に常設展示される予定です。

［公募］

平成17年7月22日に公募を開始し、40社（個人を含む）

64件の応募がありました。

［審査会］

応募品は、茨城県デザインセンターにおいて平成17年

9月12日に次の7名の審査委員により審査を行いました。

審査委員長として蓮見孝氏が選出され進められました。

・蓮見 孝氏（筑波大学教授、現Ｇマーク選定委員） 

・金田 博氏（筑波技術大学教授、元Ｇマーク選定委

員）

・馬場 了氏（株式会社クルー代表取締役、現Ｇマーク

選定委員）

・武者 廣平氏（株式会社武者デザインプロジェクト代

表取締役、茨城県デザインセンターチーフデザイン

アドバイザー、元Ｇマーク選定委員） 

・赤津 一徳氏（財団法人常陽地域研究センター次長）

・横山 仁一氏（茨城県商工労働部産業技術課課長）

・諏訪 幸雄氏（茨城県工業技術センター副センター

長［センター長代理］）

［審査方法］

（1）第一印象による付箋投票。（一人一社につき1票、

満点7票）

（2）選定基準により5段階評価。（特に優れている・5点、

優れている・4点、普通・3点、劣っている・2点、特に

劣っている・1点）

（3）総合審査。

「いばらきデザインセレクション2005」
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木製チェア「スツールゼン」「Ｖチェア」／（株）アイダ

「男前豆腐」／三和豆友食品（株）

緑化舗装材「コンタイブロック」／（株）林物産

「国寿石大子硯」／佐藤 岱山

柿赤釉笠間焼「そろばん珠鉢」／一陶

街おこし活動／（株）雪華

風呂敷のネットショップ「ふろしきや」／（有）プラネッツ

地域情報誌「みと食事典2005」／（有）平井情報デザイン室

手話教材指文字練習ソフト「ゆびもじ練習あいうえお」

筑波技術大学 教授 生田目 美紀

釉薬色見本検索ソフト「陶磁器の色見本グレーズアート」

システム・プロダクト（株）

植物原料からなる環境対応植木鉢「ｅ－鉢」／川田化成（株）

再生和紙「薄墨紙」／栗田 武男

清酒パッケージ「一品」「夏シリーズ」／吉久保酒造（株）

海洋深層水仕込み清酒「海世紀」／（株）西岡本店

「木内柚子ワイン」／木内酒造（資）

茶の種入粉末茶「茶の種子シリーズ」／（有）野口徳太郎商店

世界に向けたポスターに代表される創作活動とイメージデザ

インビジネスの総合的活動／（株）藤代範雄デザイン事務所

「結城紬ショール」／結城紬新分野開拓研究会

笠間焼軽量食器「三角錐カップ」／アトリエFRASCA

釜飯炊飯セット「あんこう釜飯」／茨城町商工会

Contents
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審査委員特別賞

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

Ｖチェア

スツールゼン

【価格】「スツールゼン」税込￥33,600（本体￥32,000）～税込￥46,200

（￥44,000）※価格は素材、板座の木目によって異なります。「Ｖチェア」

税込￥71,400（本体￥68,000）～税込￥92,400（本体￥88,000）

※価格は素材、張り地によって異なります。
木製チェア
「スツールゼン」「Ｖチェア」
1950年代初め、座卓からテーブルへ変化する生活様式を見据え、高度な木工技術を習得していた創業者

（相田貞夫）が日本に適した椅子造りを始めたのがスタート。伝統的職人技術により高度な組木構造で

構成すると共に、素材の良さを引き出している。使用者の体型体格、姿勢各部、体圧分布、立ち座り動作に

おける負担を細部にわたり熟慮した形状で椅子としての快適性を備える。強度等の品質面は公的試験機

関と研究して技術を得た。細部に「技」と「美」を求めた洗練されたスタイル。「スツールゼン」は多様なイ

ンテリア環境にマッチする無駄を排したニュートラルな造形で、積み重ね可能。2001-2002Ｇマーク中小

企業庁長官特別賞。「Ｖチェア」は木の柔らかい造形で優美な空間を演出する。2004-2005Ｇマーク。

 

【選定コメント】

茨城が誇るグッドデザイン。椅子としての快適性

や品質に優れ、思わず座ってみたくなる魅力に溢

れている。洗練された美しさでトータルクオリテ

ィが高い。茨城にこのような産業を擁していたこ

とをアピールしたい。地域リーダーとして活躍し

て欲しい。

企業名／（株）アイダ

代表者／代表取締役社長 相田 敬介

住所／〒319-2144 常陸大宮市泉1180

Tel.0295-52-3071  Fax.0295-52-2508

URL  http://www.kagura.co.jp/
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審査委員特別賞

価格：「男前豆腐（450g）」税込￥300、「風に吹かれて豆腐屋ジョニー（380g）」

税込￥300、「喧嘩上等やっこ野郎（冬は喧嘩上等湯豆腐野郎）」税込￥260、

「厚揚げ番長４枚斬り」税込￥180、「がんも番長（２個入）」税込￥200、等

企業名／三和豆友食品（株）

代表者／代表取締役社長 伊藤 健次

住所／〒306-0101 古河市尾崎2647-1

Tel.0280-76-3000  Fax.0280-76-7640

URL  http://www.sanwatouyu.co.jp［三和豆友食品（株）］

　　 http://otokomae.jp［男前豆腐店（株）］

「男前豆腐」

豆腐業界で営業をしていた伊藤信吾（常務）が、豆腐に対するユーザーの潜在的な新しい価値・ポジショ

ンへの期待があると考えイメージを具体化した。「男前」のネーミングで「かっこいい豆腐」「美味しい豆

腐」作りのため全国・海外に奔走した。ユニークな容器で店頭でアピールするだけでなく食べ方も演出す

る。ブログで爆発的に広まり、掛け声と豆腐ソングが楽しい元気の出るユニークなホームページで「男前」

イメージを構築している。ネット販売の箱もかっこよくて届いて嬉しい。「トカタマ」で日経デザイン誌

2002パッケージ部門銀賞、「男前豆腐」でモノマガジン誌2003スーパーグッズオブザイヤー食品部門金

賞。都内デパートに直営店を設けると共に、京都に男前豆腐店（株）を立ち上げた。

 

【選定コメント】

メッセージ力が非常に高いユニークで新しい活動。

味に優れ・価格が見事。元気が出る商品。地域の企

業で良いビジネスができる見本。

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】「コンタイブロック」税込￥1,544（本体￥1,470）（1枚）、「木

レンガ」税込￥189（本体￥180）～「2次再生ブロック」税込￥105

（本体￥100）等

企業名／（株）林物産

代表者／代表取締役社長 林 功生

住所／〒316-0014 日立市東金沢町3-17-7

Tel.0294-35-2345 Fax:.0294-35-2397

URL  http://www.hayashibussan.co.jp

緑化舗装材
「コンタイブロック」
ヒートアイランド対策の植生可能なブロック。コンクリートやアスファルトの舗装面に敷き並べ、下面

内部に土壌を充填し、芝生やクローバー等を植生させる。施工が簡単で、路面温度を低減する。再生ポリ

プロピレン製。穴はハイヒールや車椅子に配慮した寸法になっている。雨水を透過し、50mm降雨まで排出

可能。2004-2005Ｇマーク。

【選定コメント】

すぐれた発想のアイディアである。効果と施工の

良さで、市場の広がりが感じられる。課題として

は景観面を更に良くしたい。 審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

審査委員特別賞
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【価格】写真右上（手の平サイズ） 税込￥63,000、左上 税込￥

80,000、右下 税込￥15,000、左下 税込￥12,000

企業名／国寿石大子硯工房「岱山」

代表者／佐藤岱山（茨城県指定（51号）郷土工芸品作硯家）

住所／〒319-3523 久慈郡大子町大字袋田753

Tel.02957-2-1361 Fax.02957-2-1361

「国寿石大子硯」

国寿石は大子町に産出する黒色粘板岩で、烈公（徳川斉昭）が名付け愛好した。おろし金の役目をする鋒

鋩（黄銅鉱）に優れる。盤面の減りが極めて少なく、吸い付くような摺り味で良質の発墨を得る。試墨会に

おいて各地の名硯に伍して最高の評価を得ている。佐藤岱山は絶えていた大子硯を復活させた星野岱石

の技術を伝承し、格調高い硯を製作するだけでなく、新しい脚付造形を作り出し鑑賞硯としての価値を

広げた。「袋田の瀧」近くの工房で、地域における指導員の養成、子供硯製作教室、硯洗い祭（七夕時期）を

主催している。

【選定コメント】

個性があり、美しく、深い。「家宝」とか「一生もの」

「そばにおいておきたい」という意識が呼び起こ

される。自然のものや伝統のものはなかなか現代

の生活の中に生きられないが、これは生活に溶け

込んで意味のある存在になり得る感じがする。ミ

ニチュア版もかわいい。地域性も強く感じられる

もので、地域としてもっとＰＲすべき逸品。

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

審査委員特別賞
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【価格】「小」税込￥1,575、「大」税込￥3,150笠間焼
「そろばん珠鉢」（柿赤釉抜き絵）

笠間焼の伝統テイストである赤い釉薬「柿赤釉」を笠間では取り入れられていなかったイッチン（盛り付

け）蝋抜きという技法で江戸小紋様を施して魅力を引き出し、「笠間の粘土」でつくることで伝統的な笠

間の陶器の魅力を現代風に仕上げた。積み重ね易さを研究し、ソロバン珠の形にヒントを得て菱形形状

を創り出した。さじですくい易い。

 

【選定コメント】

デザイン、クオリティ共に素晴らしい。形に力が

あり、印象的である。バリエーションの広がった

笠間焼の中にあって斬新。ユニバーサルデザイン

としても優れている。地場技術を産地特性を生

かして継承していてよい。

企業名／一陶

代表者／佐藤 剛

住所／〒309-1633 笠間市本戸3663-2

Tel.0296-74-4635  Fax.0296-74-4635

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

審査委員特別賞
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審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

「街おこし活動」

古河市、古河商工会議所の支援を受けたＴＭＯ（タウンマネージメント認定企業）で、中心市街地活性化

法に基づき街づくりと商店の活性化を行っている。古河の殿様「土井利位（としつら）」が研究した雪の結

晶「雪華」をモチーフにして雪華ブランドグッズの開発や街づくりをしている。商品としてTシャツ、スト

ラップ、キーホルダー、手鏡、ハンカチ、バンダナ、コップ、夫婦茶碗、桃ジュース等を製造販売する他、歴

史ある古河らしい街並みづくりをしている。チャレンジショップ事業において創業支援、駅西口駐車場

経営により交通を利便化し、街の活動や旅客誘導

をし易くしている。

 

【選定コメント】

グッズはきれいで古河らしさを感じる。何より優

れているのは、異業種が一つのブランドの下に集

まって活動していることで、他に例を見ない。地

域としての取り組みが評価できる。

企業名／（株）雪華

代表者／代表取締役 蓮見 公男

住所／〒306-0023 古河市本町4-1-1

Tel.0280-31-7611 Fax.0280-31-7613

URL  http://www.yukihana.com

【価格】「雪華グラス（6個入）」税込￥900、「雪華夫婦茶碗」税込￥2,500、「手鏡」

税込￥1,000、「キーホルダー」税込￥500、「Tシャツ」税込￥500、「バンダナ」税

込￥500、「桃ジュース」税込￥500、「お茶」税込￥840、「和風紅茶」税込￥525、等

審査委員特別賞

09



風呂敷のネットショップ
「ふろしきや」
風呂敷のネットショップ。風呂敷をお店やデパート等既存の店で買おうとすると、数と量に限りがある

ので選択肢が少ない。このネットショップは品揃え日本一を自負する約550ものアイテムの中から選択

できる。狭い地域ではニーズが薄いが、ウェブ化によって全国に商圏を拡大した。海外からも注文される。

ネットショップの欠点である「品物を直接手にとって見られない」不満を解消するため、ページデザイン

と商品画像を工夫を凝らし、カテゴリー分けを徹底、それをバナー看板化してカテゴリー間で競争させ

ることで550が互いに埋没しないようにした。探す楽しさを演出している。呉服店の専門知識を活かして、

和の知識の解説、使い方の新しい提案や相談にも対応している。

 

【選定コメント】

約550ものアイテムからの中から選択できる楽し

さという既存店舗には無い魅力がある。画面には

風呂敷の世界が広がっていて、ネットショップの

特徴をいかした着眼点と工夫に優れる。ユニーク

で新しい。

企業名／（有）プラネッツ

代表者／代表取締役 倉田 稔之

住所／〒319-2254 常陸大宮市北町91

Tel.0295-54-8118  Fax.0295-53-5578

URL  http://www.rakuten.co.jp/furoshikiya/

【価格】税込￥1,050～

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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地域情報誌
「みと食事典2005」
一般からのアンケート調査と募集モニターに実費補助をして内容確認を行った、オリジナルの地域飲食

店ガイド。つくば食事典に続く水戸版。ミシュランのような格付けではなく、口コミの情報化。女性が一

人でも安心して入れ、満足して帰れる店をコンセプトにしている。お店の宣伝ではないので料理の写真

や詳しい説明を載せず、読み手の想像力と信頼をかきたてるような紹介をしている。紙面のレイアウト、

フォント、インデックス、地図等、使い勝手を繰り返しチェックしベストなフォーマットを求めた。駐車

場、個室、禁煙席、子供連れ可否、事前予約等の記載がしっかりしている。店主了解済みのみ掲載。Ａ5サイ

ズだった2002年版を内容拡充すると共に、女性のバックに入って読み易い、Ａ6と少し縦長のサイズにし

た。

 

【選定コメント】

ユーザー自身が客観的に評価しているガイドブ

ックということに意味がある。地域情報発信力や

オリジナル性の面で優れているのでもっとアピ

ールしたい感じである。情報の更新時期は適切に。

企業名／（有）平井情報デザイン室

代表者／代表取締役 平井 夏樹

住所／〒310-0847 水戸市米沢町392 

　　　STC本社ビル1F

Tel.029-304-1511  Fax.029-304-1512

URL  http://www.shokujiten.com/

【価格】税込￥1,260

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】税込￥1,000手話教材指文字練習ソフト
「ゆびもじ練習あいうえお」
「手話のあいうえお」である「指文字」を楽しく簡単に覚えられる学習教材。ゆびもじは、コインの裏表の

ように、自分の手の甲が見えているときは、相手には手の平が見えている。見た目の異なる2つの手の形

を同じ文字として理解しなければならないところに難しさがあるが、従来の教材には2つの姿を同時に

表してくれるものが無かった。本教材は、自分に見える指の姿と動き、相手に見える指の姿と動きが会話

のシーンを想定したデザインで同時に画面に表示されるので理解が進む。指の形の意味もなるほどと思

うようなグラフィカルな説明で理解しやすい。音声付。多摩美術大学 原田泰助教授との共同制作。小学

館から商品化。

 

【選定コメント】

楽しくて、しかも親しみやすいデザインでよくで

きている。採点にも現れているように全項目で評

価が高い。一般人にも広げたいものである。

連絡先／筑波技術大学教授 生田目 美紀

住所／〒305-8520 つくば市天久保4-3-15

Tel.029-858-9352  Fax.029-858-9352

URL  http://www.tsukuba-tech.ac.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

メニュー画面からマウスク

リックで文字を選択

メニュー画面は日本語50音

のひらがな表記拗音等のメ

ニューで構成

まず選択した文字が強調さ

れそこから指文字が表示さ

れる

自分で表現する時の手の形

相手の指の形、表情、音声を

同時に表示

相手の言葉を読み取る時の

手の形

「ワンポイント」にマウスオ

ーバーするとその指文字の

語源がアニメーションで表

示される

12



【価格】「検索版」税込￥5,980、「検索登録版」税込￥9,980釉薬色見本検索ソフト
「陶磁器の色見本 グレーズ アート」
釉薬は、その配合や、かけかた、焼成条件で様々に仕上がりの色が変わるため、経験や試作実験、試行錯誤

が必要になる。その釉薬と焼成ノウハウをデータベース化し、パソコンで簡単に検索できるようにした。

茨城県工業技術センター窯業指導所（笠間）の約40，00個の釉薬のテストピースの提供を受け、データを

整理した。検索の仕方、検索画面のデザインは陶芸家や専門家による指導、テストを行って製作した。「検

索登録版」はデータの追加登録、整理も可能。

【選定コメント】

作家には便利なもの。笠間焼もソフトを売る時代になった。焼物大県を目ざす地域として産業発信の新

しい試みである。

企業名／システム・プロダクト（株）

代表者／代表取締役 高木 秀浩

住所／〒312-0063 ひたちなか市田彦1652-5 

　　　シーシャインビル

Tel.029-274-5118  Fax.029-270-1811

URL  http://www.e-spc.co.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性

13

釉薬の原料から探す 比較する

色から探す

白萩釉を探す 織部釉を探す 伊羅保釉を探す



【価格】「素焼きシリーズ2号（φ68×H65）」一個当たり単価　税込

￥105～「e-鉢4号」（φ126×H120）」一個当たり単価　税込￥399植物原料からなる
環境対応植木鉢「ｅ－鉢」
産業廃棄物（プラスチック類）中間処理・収集運搬業として会社設立後、ポリエチレン製造販売事業を経

て環境分野事業へ展開。生分解性ポリエチレン技術を応用し、籾（もみ）殻を主原料にした材料を開発し

た。鉢として使用した後は、土中のバクテリアにより分解され植物の肥料になる。環境対応の観点から

廃棄材料の調達を国内に限っている。

【選定コメント】

従来の紙等を再生した生分解性素材に対し、クオ

リティが高い。国内の残渣を用いて事業化してい

ることに意味がある。今後デザイン性のある商品

がどんどん開発され、増えていくことが楽しみな

商品である。

企業名／川田化成（株）

代表者／代表取締役社長 川田 康雄

住所／〒300-0426 美浦村土屋3126-36

Tel.029-885-5199  Fax.029-885-5198

URL  http://www.kawatakasei.co.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】殆どは書道教室に納品。一般小売りは半紙 税込￥4,000～

税込￥5,000（1,000枚）等再生和紙「薄墨紙」

東京柳橋の書道教室「現代書道」から大量に排出される練習用紙を和紙に再生し、再度書道教室に納品し

ている。年3～4回、一回当たり3,000～8,000枚の生産をしている。職業として習得していた紙漉きの技術

を工夫して2年かけて開発した。練習紙自体は和紙ではないが、溶かして脱色し、楮（こうぞ）を加えるこ

とにより新しい和紙に仕立てた。かな・漢字どちらにも風味がある。

【選定コメント】

ほど良い色、テクスチャーがよい感じで和紙のよさを出している。この事業形式は、資源を再生する仕組

みとして中間系の位置にあり、資源を再生する仕

組みとして価値が高く、推奨したい。

企業名／栗田 武男（個人）

代表者／栗田 武男

住所／〒317-0065 日立市助川町4-17-47

Tel.0294-22-8398

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】「本醸造」税込￥1,050、「純米酒」税込￥1,208、「純米吟醸」

税込￥1,575、「大吟醸」税込￥3,255、等清酒パッケージ「一品」シリーズ、
ＰＢ商品「夏」他
従来は「純米吟醸酒」等、品名を大きく表示していたが、「一品」名を明確にした方がユーザーに分かり易

いため、統一イメージでリニューアルした。梅の花を添えた新ロゴを全面に出して統一し、紙質の違うラ

ベルやビンの色で、各銘柄の区別をした。

「夏」は飲食チェーン店のプライベートブランド商品。夏に飲む清酒ということで「夏のイメージ」を演出

した。好評にて「秋」にも展開中。

【選定コメント】

シンプルで力強いデザインである。明快な統一イ

メージが素晴らしい。地域のブランド発信効果と

美的主張がある。

企業名／吉久保酒造（株）

代表者／代表取締役社長 吉久保 冨美

住所／〒310-0815 水戸市本町3-9-5

Tel.029-224-4111  Fax.029-231-6005

URL  http://www.ippin.co.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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10 11

【価格】「特別本醸造・海世紀」税込￥1,942、「純米吟醸・海世紀」

税込￥2,625、「大吟醸・海世紀」￥3,360、「純米大吟醸・海世紀」

￥3,675等（以上720ml入）

海洋深層水仕込み清酒
「海世紀」シリーズ
仕込水に「海洋深層水」を使い、原料米に「有機無農薬米」を使った清酒シリーズ。海の水を使用している

ことから、青を基調のデザインとした。涼しげな印象なので夏も好まれて飲まれる。高香成分のすっきり

感のある味。深層水は県内に無く、県外は各自治体管理下にあって県外提供しなかったため、唯一県外入

手が可能な三浦市の民間企業から得ている。

【選定コメント】

三浦沖なのは茨城としては残念かもしれないが、よいものを取り込むことも重要である。味を含め、商品

としてのクオリティが高い。青の色使いがきれい。

企業名／（株）西岡本店

代表者／代表取締役 西岡 勇治

住所／〒300-4411 桜川市真壁町田6-1

Tel.0296-55-1171  Fax.0296-54-1310

URL  http://www.hananoi.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】税込￥840「木内柚子ワイン」

御前山産の甘くてジューシーな柚子「タダニシキ種」で作ったお酒。柚子はクエン酸、リンゴ酸、ビタミン、

フラボノイド、香りのシトラール、リモネン等、たくさんの有効成分が含まれているが、柚子をお酒にす

るのは技術的に難しくてできなかった。御前山村（現・常陸大宮市）の村おこし商品として製造していた

「YUZUHIME」がニューヨーク近代美術館内のレストラン関係者の目に留まったのがスタート。米国人の味

覚に合わせ、アルコール度数、ボディ（飲みごたえ）、フレーバー等テイストの改良を重ねた。現地では日

本食ブームを背景に独自風味で人気がある。500ml入り。お酒はビンもラベルも全てお洒落でなければな

らないという企業理念で開発されている。

【選定コメント】

柚子を醸し出すデザインである。味は一般的な「ワ

イン」のイメージより「果実酒」に近い感じ。味を

決めるのに市場に合わせる努力をして成功した

ことが評価できる。木内酒造は、清酒だけでなく

常にお酒の新境地を開いて楽しませてくれる。

企業名／木内酒造（資）

代表者／社長 木内 造酒夫

住所／〒311-0133 那珂市鴻巣1257

Tel.029-298-0105  Fax.029-295-4580

URL  http://kodawari.cc

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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茶の種子入粉末茶「茶の種子緑茶」
「茶の種子玄米茶」「茶の種子ほうじ茶」
容器のキャップを開け、お茶碗に数回振ってお茶の粉を入れお湯を注ぐ。粉末化してもおいしい、茶碗の

中で沈殿しにくい茶葉を開発することからスタートした。粉末化することでカテキン、ビタミン類を丸

ごと摂取でき、加えて、オレイン酸を豊富に含んでいるお茶の種子も入っている。容器は小型ボトルタイ

プ。茶殻が出ない（ゴミが出ない）、水を節約（急須を使わないので洗い不要）する環境対応。ボトル一本か

ら100mlの茶碗で「茶の種子緑茶」約150杯、「茶の種子玄米茶」約200杯、「茶の種子ほうじ茶」約100杯とれ

る。粉末なので調理にも向く。

【選定コメント】

お茶を粉末化する合理性がある。種子を加えたの

はよい工夫で栄養素に優れる。味がよく、粉末も

口に残らない。小型の容器は旅行や海外への携行

に優れている。一回飲んで理解したが、最初、使い

方がわからなかった。今後の展開として、お茶の

味わい方や楽しみ方が広がるようなアプローチ

に期待したい。

た ね た ね

た ねた ね

【価格】税込￥1,050（1本）

企業名／（有）野口徳太郎商店

代表者／野口 盛太郎

住所／〒306-0433 猿島郡境町1144

Tel.0280-87-0128  Fax.0280-86-7700

URL  http://www.greentea.co.jp

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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世界に向けたポスターに代表される創作活動と
イメージデザインビジネスの総合的活動
日本テイストをモチーフにしたビジュアルデザインの創作活動。作品や活動は、全世界的に知られてお

り、海外の著名なコンペ・コンクールにおいてグランプリや金賞が数え切れない。2003フランスショウモ

ン国際ポスタービエンナーレ（Aシリーズ）ノミネート・フランスルーブル国立広告博物館永久保存、等。

国内においては、クライアント50社のイメージ戦略デザインを手がける。（社団法人日本グラフィックデ

ザイナー協会理事、ニューヨーク・アートディレクターズクラブ会員）

【選定コメント】

圧倒的なデザイン力。見ただけで惹きつけられる

表現力と個性で、茨城からデザインメッセージを

世界に発信している。

企業名／（株）藤代範雄デザイン事務所

代表者／藤代 範雄

住所／〒311-3500 行方市霞ヶ浦

　　　ビレッジパーク芸術村

Tel.0299-57-0702  Fax.0299-57-0261

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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「結城紬ショール」

伝統技術と手紬糸による本場結城紬の生地を、洋服地やバッグ、ショール等に使用できるような新しい

柄の生地を開発して作ったショール。現代洋装に似合う。

【選定コメント】

商品は文句なし。品質、クオリティ共に良いもの

である。伝統技術を現代にアレンジして新規購買

層を開拓する産業活性化努力の結果で、ユーザー

にとって価値のあるものになっている。戦略性、

ターゲット、ファッション動向への注意をそらさ

ずに展開し、更にユーザーを喜ばせて欲しい。

【価格】税込￥50,400～税込￥60,900

企業名／結城紬新分野開拓研究会

代表者／会長 早瀬 悦弘

住所／〒307-0001 結城市結城2515

Tel.0296-32-8002  Fax.0296-33-4125

URL

http://www.rakuten.co.jp/furoshikiya/455084

/457824/  「柳条屋（しまや）」

http://www.tsumugi.co.jp  「（株）紬の里」

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】「コーヒーカップ」税込￥1,300、「マ

グカップ」税込￥1,500、「三角錐カップ」

税込￥1,800、「ソーサー」税込￥1,000、等

笠間焼軽量食器「三角錐カップ/マグカップ/

コーヒーカップ/ソーサー」
笠間焼は土の特徴により厚肉で重めになる傾向があるが、長時間（24～26時間）焼成、長時間焼成に耐え

る土の配合、釉薬の工夫、造形方法の工夫により、軽くて欠けにくい食器を開発した。高台のない凹み底

と三角錐形状により安定性が良く、飲み口、二枚合わせの取っ手の感触が優しい。黄色は釉薬が透けた地

肌の色。カップは製作に手間のかかる構造のため、調子が良いときで一日当たり25個。

【選定コメント】

笠間焼でありながら、実用品としての強度を確保

して軽量化した点が画期的。テクスチャーに個性

があり、焼き込んだ感じが良い。滑り止めも効果

があり心地よい。

企業名／アトリエ FRASCA（フラスカ）

代表者／佐藤 三枝

住所／〒309-1611 笠間市笠間2247-1 

　　　笠間民芸の里 内

Tel・Fax.0296-72-9322 

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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【価格】「釜、かまどセット（具材別）」税込￥3,800、

「具材セット（1食分）」税込￥850、「釜と蓋の

み」税込￥2,400、「総合セット」もあります。

「あんこう釜飯」

あんこう釜飯の炊飯セット。「北茨城のあんこう」を「茨城町のあんこう鍋割烹店のあん肝味噌調理技術」

と「大洗のレトルト加工技術」で加工、「茨城町のコシヒカリ（無洗米）」、「茨城町のしいたけ・竹の子」「茨

城町の味噌」を用い、「笠間焼」の鍋の蓋、の6社で商品化している。野菜の分量と鮟肝の臭みの調整に工

夫がある。一個の燃料で一食分が炊ける。炊飯器でも炊ける。主にひぬまの里物産センターで販売してい

る。

【選定コメント】

「具材」→うまい！海の風を感じる！絶妙！レトルトでこの味が出るの？すごいね。商品としてのまとま

り、完成度が非常に高い。シールの感じもいい。「事業」→県内広範に連携しているのが優れている。地域

力を総結集している。狭い季節限定のものを旬に限らず通年美味しく食べられる食材に加工する効果が

ある。

「蓋」→えっ？これも商品なの？このばかばかし

さは！貰っても‥贈っても‥顔が怖いよ。ダース

ベーダーみたい。→いや、それがこれのいいとこ

ろ。魔除けみたいな。可愛げなあんこうがニッコ

リしてるよりずっといい。

企業名／茨城町商工会

代表者／会長 村田 昇

住所／〒311-3131 茨城町小堤1743-5

Tel.029-292-5979  Fax.029-292-6169

URL  www2.ocn.ne.jp/~shokoiba/

審美性・個性

快適性・
機能性

安全性・
品質

地域性

社会性・
環境対応性

事業戦略性・
独創性
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