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コーヒー豆チョコミックス

香ばしいコーヒー豆をチョコで包んだお菓子。ひたちなか市で独自のコーヒー品質にこだわり、専用の農場を
もつ珈琲店のオリジナル商品。豆は、コロンビア（サザ グロリアス：契約農園豆）で香りが良く、豆かすが口に
残りにくい特選のものを使用。

2007年度モンドセレクション最高金賞受賞　2008、2009年度モンドセレクション金賞受賞

企業名　（株）サザコーヒー　／代表者　代表取締役社長 鈴木 美知子
〒312-0043 ひたちなか市共栄町8-18　Tel.029-274-1151　Fax.029-274-1010
http://www.saza.co.jp/

コーヒー豆を食べるという発想と、豆がチョコでくるんであるというシンプルなデザインが楽しさを生んでいる。
味や香りのクオリティが高く、袋から出したときの粒の色の違いも美しい。

１袋 500円（税込）



おみたまプリン

茨城県産の平飼卵と、地元産のノンホモ生乳を厳選して使用したプリン。茨城空港開港に向け、地元
小美玉市の特産品を活かした商品を開発。プリンのまろやかさを引き出すために熱伝導の低い紙の
耐熱容器を使用し、スチームコンベクションオーブンでじっくりと焼き上げている。中身はキャラメルを
入れておらず自然にできるクリーム層とプリン層による濃厚な味わいと素材の風味を楽しめるように工夫。

企業名　（株）山西商店　／代表者　代表取締役 山西 弘一郎　
〒311-3423 小美玉市小川1503-1　Tel.0299-58-6311　Fax.0299-58-6669
http://www.omitamapurin.com/
デザイン　（株）藤代範雄デザイン事務所　藤代 範雄、坂本 健介、根本 文子　會田恵美（天心焼）

シンプルなパッケージであるが、厳選された素材と高級感が上手く表現されており、味も優れている。

1個 500円（税込）

天心焼の器と桐箱に入れた２個入り１0,000円（税込）の
最高級プリンもスポット生産



ゆたりやの人参ジャム

茨城県産の規格外農産物となった人参と林檎をブレンドした野菜のジャム。県内のデザイン事務所が生産者と
組み、生産高日本一の「野菜や果物が豊富」という茨城県内外のイメージを活かして、規格外農産物の
再利用と茨城土産の開発から生まれた。

企業名　ゆたりや　／代表者　寺島 隆子
〒310-0912 水戸市見川5-302-1　Tel.029-241-9216　Fax.029-305-5977
http://www.yutari.jp/yutariya/
デザイン　寺島 隆子

長めのガラス容器でニンジンの色を美しく表現。食卓に置いていて、空間を楽しくさせる魅力がある。材料を有
効活用するコンセプトと味のバランスが良い。

１瓶　４００円（税込）



北条米
マ イ

スクリーム

筑波山麓地域の特産物「筑波北条米」を使ったアイスクリーム。炊いたお米を練りこんでもちもちとした
食感を引き出し、砂糖を控えお米本来の甘さと風味を大切にした。筑波大学の学生のアイデアを発端に
して、地域の農業従事者と商業従事者が連携して試作開発、パッケージデザイン、PR活動に取り組んだ。
商品は、商店街の活性化を目的に地元で販売。

団体名　北条街づくり振興会　／代表者　会長 坂入 英幸
〒300-4231 つくば市北条1070　Tel.029-867-0343　Fax.029-867-3493
デザイン　筑波大学チームごじゃっぺ、北条街づくり振興会

素材の意外性ともちもちとした独特の食感がユニーク。「米のアイス」という健康的なイメージと地元の筑波山を
あしらったシンプルなパッケージで、北条米のアピールや商店街の活性化にも一役買っている。

1個　３００円（税込）少し溶かしてやわらかくなったころが食べ頃　

2009年度 新・がんばる商店街77選受賞



京九番親王「本場結城紬」

最高級の結城紬による雛人形。「自然豊かないばらき」をテーマに、衣装には特別種の蚕（大鷲）の飼育から
織り・染めまで最高品質の結城紬（結城市）、屏風には西の内和紙（常陸大宮市）など素材を厳選して
製作した。衣装の色彩は、平安時代の色目で偕楽園の梅に因んだ「梅襲ね」を採用。

結城紬の品位、西の内和紙の屏風など県内の最高素材と技術が結集され、うまく調和している。格調高く
現代的な仕上がりになっている。

企業名　（有）桂雛　／代表者　代表取締役 小佐畑 孝雄
〒311-4344　東茨城郡城里町阿波山1186　Ｔel.029-289-3246　Fax.029-289-3728
デザイン　小佐畑孝雄　結城紬…鈴木光義（「大鷲」飼育者）、須藤煒（原料商）、鱒淵光男（絣しぼり手）、鱒淵操（織手）

　　　　　　屏風…片岡恭一（表具師）、柿岡陽樹（絵師）

人形本体　420,000円（税込）、西の内和紙屏風　31,500〜円（税込）、飾台　46,000〜円（税込）



提燈「夜梅  - よるうめ -」

「ゆらぎ」をテーマにした形状の提燈。倒れても形がくずれない支柱構造を採用。水戸藩の産業振興として
生まれた水府提燈の伝統技術（竹ひごを一本一本輪にして糸で結わえて丈夫さを出す手法）で製作して
いる。現代の生活シーンへの対応として、ゆらぎによるローソクの灯りをＬＥＤで再現し、安全性を保ちながら
電池の併用で電源に拘束されずに使用できる。

企業名　（株）鈴木茂兵衛商店　／代表者　代表取締役 鈴木 隆太郎　
〒310-0055 水戸市袴塚1-7-5　Tel.029-221-3966　Fax.029-231-7862
http://www.suzumo.com/
デザイン　ミック板谷

伝統技術を活かして現代的な照明に仕上がっている。形状がとても美しい。LEDでローソクの灯りが上手く
再現されており、やすらぎのある灯りとなっている。倒れても形が崩れないなど機能性も高い。

　一張　25,000円〜（税込）



結城まゆ工芸

結城紬の原料となる繭玉を切り開いて染色し、一枚一枚パッチワークのように縫い合わせてつくった帽子や
バック。染色は藍草や果物の皮、葉など天然のもので色鮮やかに染め上げている。手触りが良く、素材の
風合いが魅力。

企業名　市村まゆ工房　／代表者　市村マツ　
〒307-0001 結城市結城13596　Tel＆Fax.0296-32-9957
デザイン　市村マツ

繭の使い方がユニーク。モザイクに縫合された色彩が美しく、素材感を上手く引き出している。軽量で実用性も
高い。

帽子２５，０００円（税込）、帽子（キャップタイプ）８，８００円（税込）、バック３０，０００円（税込）



花さし

国内最高品質の漆の産地である大子地方の漆の木を使った花器。漆の掻き痕を模様に見立て、そこで採取
した漆で仕上げた。幹を４分割に構成することにより、自由に組み合わせることができる。約１０年育てられ、漆を
掻いたのち伐採廃棄されてしまう漆の木を再利用したいという思いから生まれた。

企業名　大森（有）　／代表者　大森 保夫　
〒319-3361 久慈郡大子町頃藤4952　Tel.0295-74-1213　Fax.0295-74-0130
デザイン　大森 保夫

黄金色の木肌がとても美しい。廃棄される材料を、審美性を備えた漆器によみがえらせた点が優れている。

　１セット　20,000円（各4,000円・税込）



プリーツワーク

器を線上に彫って装飾を施す鎬（しのぎ）の技法を洋服のプリーツと見立て、「プリーツワーク」というシリーズで、
食器、花器に施し展開する。笠間焼の伝統的な技法である白泥掛けや土灰釉により焼成することで鎬を
入れた稜線に素地の線が白泥の下から浮き上がり、プリーツとしての線を表現した。さらに黒の顔料で彩色する
ことで白と黒の対比が全体をシャープに引き締めている。

代表者　額賀 章夫　
〒309-1633 笠間市本戸5389-1　Tel＆Fax.0296-74-4477
http://www.ne.jp/asahi/nukaga/akio/
デザイン　額賀 章夫

「笠間焼」の新たな表現の可能性を示唆した質の高いデザイン。それぞれの器の形にあわせて施された美しい
ひだが、釉薬の質感と色でより高められている。洋服のプリーツへの見立てが面白い。

ポット 12,000円（税込）、くみだし 2,000円〜（税込）



がんがんトート、キャリーオール、小粋ショルダー

綿素材の工業用資材である帆布で作ったバッグ。天然素材ならではの気持ち良い素材感や独特のニオイと
カタチを感じるオリジナルデザインは、使い続けたくなる愛着を生む。2008年よりつくばの田園風景が気に入り
工房とショップを構えた。バックの販売だけでなく、使い手と対話ができる空間を提供する。

企業名　（有）須田帆布　／代表者　取締役 須田 栄一　
〒305-0024 つくば市倉掛199-8　Tel.029-886-5315 Fax.029-886-5317
http://www.sudahanp.com/
デザイン　須田 栄一（がんがんトート、小粋ショルダー）、Colum Fagan（キャリーオール）

スタイルが独特。身に付けた姿もファッション性が高い。バックのマチの幅や持ち手のつけ方、オリジナル
金具など細部まで使い込むための丁寧な工夫が施されている。色づかいも魅力的である。

がんがんトート 9,975円（税込）、キャリーオール 13,650円（税込）、小粋ショルダー 9,240円（税込）



フリーストール

一枚で何通りにも着こなせる立体的な獣毛素材の布帛を用いた衣服。薬剤を使用しない形状記憶染色
加工法を茨城県工業技術センター繊維工業指導所と共同開発。布にシワや絞り、プリーツ形状といった
立体的な加工を施すと、ニットのように伸縮するため、体型を選ばず、着脱が容易になるのが特徴。

企業名　アトリエケイコ　／代表者　高松 恵子
〒309-1347 桜川市富谷1020　Tel.0296-75-3855
デザイン　高松 恵子

綿の伸縮素材を活かしてスカーフにもストールにもボレロにもなる。ファッション性が極めて高い。新しい技
術が新しいデザインになっている。布の立体感も良い。

1着　15,000円〜（税込）

形状記憶させた獣毛素材の布帛に複数の穴を
あけることで、１枚の洋服が何通りにも着こなせる。



スツール、ダイニングチェア

現代生活に合う、木と鉄の組合せによる椅子。鉄製のフレームは西洋鍛冶の持つ装飾的な技法を用いた。
ダイニングチェアのウォールナットの座面は、鉋目を残した仕上げで、木の質感を楽しめる。木部の座面と、線材の
脚部で対比をつくり、全体のバランスを軽やかに仕上た。

企業名　スタジオ ツヴァイ　／代表者　鍛冶師 宇田 直人
〒319-1305 日立市十王町高原416　Tel.050-8012-5102
http://www.net1.jway.ne.jp/s.zwei/
デザイン　宇田直人（スツール、ダイニングチェア）　小松永治（ダイニングチェア座面）

木と鉄それぞれの素材が上手く活かされている。木の座面の形、素材感が素晴らしく、座り心地がとても良い。

スツール 90,000円（税込）、ダイニングチェア 105,000円（税込）



コロンブスのまな板

側面が傾斜している木製まな板。側面の傾斜効果で、立て掛けると水切れがよく、乾きやすい。刻んだ食材は
お皿や手のひらに受けやすい。木製なので削り直しが可能で長く使える。無垢板を一枚ずつ手かんなで仕上げる。
包丁の吸いつくような木独特のやわらかさがある。

２００９年度グッドデザイン賞受賞

企業名　（株）大崎材木店　／代表者　代表取締役 大崎 勝也
〒311-4313 東茨城郡城里町上入野2142-1　Tel.029-288-3535　Fax.029-288-3012
http://www.e-house.co.jp/osaki
デザイン　大崎 真弓

側面を斜面にするというシンプルな操作で使いやすさを高めた。デザインと機能の合致が良い。まな板の
プロポーションも美しい。

3,150円〜10,500円（税込）

まな板の側面形状



杉の板塀ベンチ

茨城県産の間伐材である杉材を使用して制作したベンチ。県内100カ所に設置されている。規格材
（105ｍｍ×45ｍｍ×3650ｍｍ）を加工することでコストを抑え、縦板の列幅を調整することでベンチの幅を
変更可能にした。また、背もたれと座面を体にフィットする曲線に成形。

平成２０年度県産材ベンチのデザインコンペ最優秀賞

企業名　家具工房 Rew Ｃｒａｆｔ　／代表者　長谷川 利雄
〒315-0134 石岡市川又1668-8　Tel.0299-51-3172　Fax.0299-42-3786
http://d.hatena.ne.jp/rewcraft45/
デザイン　長谷川 利雄

間伐材が実用的かつ美しく加工され、杉材の魅力が引き出されている。利用が期待される茨城県産の杉の
新しい活用方法として優れる。

95,000円（税込）



自動棒材供給機バートップ OS20/32

最小径Φ0.5mmから最大径Φ110mm、長さ2メートルから4メートルの棒状の材料を自動でＣＮＣ自動
旋盤に送り出す装置。二対の本体脚部分に制御ボックスと、オイルタンクを納めることにより、足回り
空間をすっきりさせ、作業スペースを広げた。タッチパネルによる操作盤、カバーの開閉機構、内部のみ
照らすLEDなど、安全性、省エネの対策がされている。

企業名　育良精機（株）　／代表者　代表取締役社長 伊藤 隆三　
〒300-4297 つくば市寺具1395-1　Tel.029-869-1212　Fax.029-869-1083
http://ｗｗｗ.ikura.com
デザイン　開発部デザイン課　廣沢 雄大 

安全性と省スペースが配慮されている、シンプルな構成で存在感がある。工場内を明るく静かで衛生的な
環境へ導く洗練されたデザイン。

2,700,000円（税込）



パト看板（警官・電柱巻付タイプ）

安全運転を喚起する警察官のダミー看板。反射材との組合せにより、昼は文字で注意を喚起し、夜は反射材で
注意を喚起する。茨城県がもともと事故が多いという背景から、交通安全に寄与する茨城県のオンリーワン
技術を開発。全国に普及している。

企業名　（株）カワスミ　／代表者　代表取締役 川隅 利勝　
〒311-4164 水戸市谷津町1-69　Tel.029-252-2121　Fax.029-252-2124
http://www16.ocn.ne.jp/〜pato-kan/
デザイン　川隅 利勝

既存の電柱を活用することで省スペース化を実現し、昼と夜の変化を活かし安全運転を促す発想と取り組み
経緯を評価。警察官をより本物に見せるデザインが工夫されている。

5枚13,000円 〜（税込）



ZOP 店舗

飲食店のスペースデザイン。ひたちなか市の勝田駅前商店街に新しい路地裏をつくるように、ビルの入り口から
裏の駐車場までレンガのトンネルを通した。トンネルの中にはカウンター席が設えられており、個室やテーブル
席へと通じる入り口がある。日常から離れた食空間を提供する。

企業名　（株）渡辺工房　／代表者　代表取締役 渡辺 匡透
〒310-0912 水戸市見川4-398-1　Tel.029-244-1655　Fax.029-244-1661
デザイン　渡辺 匡透
店舗所在地　〒312-0047 茨城県ひたちなか市表町3-6 　Tel&Fax.029-353-3933　http://www.zop.co.jp/

非常にインパクトが強いエントランスのデザインであり、人を引きつける力がある。非日常空間へといざなう演出の
デザインとして優れている。　

写真提供　（株）渡辺工房



カフェ ポステン 店舗

筑波山麓の店蔵が残る北条商店街の郵便局をカフェとして再生。店舗名はこの建物が郵便局であったことに
由来する。もともと道路沿いにあった入り口を変更し、建物横の小道から店に入る。入り口までのアプローチを
長くとることで、道路に面する室内空間に奥まった印象を持たせる。これまであった天井や木製の建具などを
組合せながら落ち着いた喫茶空間をつくる。

企業名　カフェ ポステン　／代表者　店主 椎名 祐一
〒300-4231 つくば市北条183　Tel&Fax.029-867-5565
http://www.cafe-posten.com
デザイン　坂本 賢一

古い家屋のリノベーションと活用がうまくなされている。人を招き入れるエントランスのデザイン、くつろぎの
空間構成に優れる。商店街の再生にも一役買っている。



音楽と芸術で北条のまちづくり - 店蔵・大蔵の再生活用 -

つくば市北条商店街にある店蔵や穀物蔵を活用した地域再生の取り組み。地元住民や街づくり振興会、筑波
大学の学生や教員らが蔵の改修や活用、企画を継続的に実施。地元の建築業者や商工会、市などの協力を
得て2007年に情報交流拠点「北条ふれあい館岩崎屋」を立ち上げ、2008年に江戸時代末期に建てられた
穀物倉を「宮清大蔵」と命名し音楽ホールとして活用。

団体名　北条街づくり振興会　／代表者　会長 坂入 英幸
〒300-4231 つくば市北条1070　Tel.029-867-0343　Fax.029-867-3493
デザイン　筑波大学チームごじゃっぺ、筑波大学アート・デザインプロデュース 教授 安藤邦廣 2007「北条岩崎屋プロジェクト」
　　　　　（岩崎屋・改修）、2008「大蔵の音楽祭プロジェクト」（宮清大蔵・改修）、アトリエ ３６５°須知 大（岩崎屋・手摺）

蔵の内部を改修し、イベント空間としての利用価値を高めた。海外から音楽家を招いた蔵の音楽会や地元の
情報発信、学生によるカフェ運営等、積極的な活用が進み北条のまちを盛り上げている。

2009年度 新・がんばる商店街77選受賞



七色の帆引き舟

霞ヶ浦にて１３０年にわたり伝承されてきた帆引き船を活用した景観づくりと観光開発の取り組み。帆引き船の
特徴である白い帆を七色に染めて、霞ヶ浦に新しい景色を生んだ。環境資源を活かした観光開発のひとつで、
地域活性化を目指した。地元の漁師や企業の協力を得て、国民文化祭2008など各種行事で運行。

第４２回ＳＤＡ賞奨励賞受賞

団体名　レインボークラブ　／代表者　藤代 範雄　
〒311-3508 行方市ビレッジパーク芸術村（沖州1548）　Tel.0299-57-0702　Fax.0299-57-0261
デザイン　藤代 範雄（発案）

霞ヶ浦に新しい景色を創出した。景観としてインパクトがあり印象深い。コンセプトが明快で、霞ヶ浦を美しく
アピールしている。この地域の昔からの生業が活かされている。



なないろレディースクリニック ( 産婦人科医院 )

「つくばでお産」をキャッチフレーズに、産院の少ないつくばでお産環境を提案するクリニック。多様なお産
スタイルや要望に応えるため、窓から眺める景色を重視した立地環境や多様な個室空間を形成する。院の名称で
ある「なないろ」をテーマに家具やカーテン、クリニックのCI、リネンまで総合的にデザインしている。　　　　

第２２回茨城建築文化賞 入選

企業名　医療法人社団清虹会　／代表者　院長・理事長 黒田 勇二　
〒305-0054 つくば市西大沼637-6　Tel.029-860-7716　Fax.029-860-7717
http://www.nanairo.or.jp/
デザイン　黒田 潤三アトリエ（建築・アートディレクション）、 有設計室（建築）

部屋からの景色を考慮した建物の配置や立地選定、平面形状や色彩による空間構成、出産用品への
細やかなデザインに新しいホスピタリティの姿がある。

（上）筑波山を望み田園に囲まれた景観、（下）食堂からみえる田園の景色

（上）七色に彩られた個室インテリア。（下）安心感を与える受付・待合室 外観、室内（個室、受付・待合室）撮影　藤塚 光政



モーハウスの子連れワークスタイル

授乳服を製作販売する会社が育児と仕事の両立を目指し「子連れ出勤」というワークスタイルを提案・実践。
出産後なかなか外に出ることのできない女性や将来出産・子育てをしていく女性が出産後も母乳育児の継続と
仕事が両立可能で社会に出ることへの安心感やチャレンジ精神を持つきっかけになればと自社企画の
イベントや書籍、就業形態を通じて「子連れ出勤」スタイルを発信する。

企業名　モネット（有）　／代表者　代表取締役 光畑 由佳　
〒305-0836 つくば市山中480-38　Tel.029-851-7373　Fax.029-856-7755
http://ｗｗｗ.mo-house.net/
デザイン　光畑 由佳

現代社会ではほとんど見られない「子連れ出勤」のスタイルを発信、実践しており、よりよい社会のワークスタ
イルを提案する取り組みが評価できる。

働くママが日本を救う！「子連れ出勤」という就業スタイル　780円（本体価格）



馨る茨城せっけんシリーズ

茨城県を香りでイメージ化したせっけんづくり。県内商工会メンバーの気持ちを「香り」というキーワードで結集し、
ひとつの特産品をつくりあげた。「田舎モダン」をテーマに大子町、笠間市、大洗町、行方市、つくば市、石岡市
それぞれのイメージにあった香りや鮮やかな色彩、素材感を大切に、手作りにこだわった６種類のせっけんを
開発した。

団体名　茨城県商工会連合会　／代表者　会長 外山 崇行　
〒310-0801 水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館13階　Tel.029-224-2635　Fax.029-226-0955
http://www.ib-shokoren.or.jp/
デザイン　宮部 浩司、　深津その子（シャインソープ代表・製造業者）

商工会が連合する活動として優れている。茨城各地のイメージを石鹸の香りで表現する発想はユニークで
それぞれのせっけんの色、素材感が美しい。全種類をセットにして提供する取り組みもよい。

潮の香りを聞くソープ（大洗町）、おいしいお茶のソープ（大子町）、隠れ里のバラソープ
（石岡市）、宇宙いだく（つくば市）、いにしえのヤマユリ（行方市）、土と火のソープ
（笠間市）

各６５０円　贈答用６個入り3,900円（価格はすべて税込）



審査員特別選定 陶炎祭（ひまつり）
笠間焼の窯元２３０軒が集まった
陶器のイベント。今年で２８回目を
迎え、来場者は３０万人を超える。
笠間焼の産地ブランドの形成や
地域との結びつきを大切にしてきた
ことで、作家と市民が一体となり
街の一大行 事に成 長した。

全国的に知られる笠間の陶芸と
陶芸の街をブランディングしてきた
優れたコトづくりのデザイン。全国
各地からファンが集まる。

団体名　笠間焼協同組合
代表者　理事長 川野輪 和康
〒309-1611 笠間市笠間2481-5
Tel.0296-73-0058
Fax.0296-73-0708
http://www.himatsuri.net/

審査員特別選定



審査員特別選定

審査員特別選定

LOVE BOWL

子 供（ 小・中 学 生 ）を対 象にした
陶芸の唯一の全国公募展。2009年度
から内閣総理大臣賞を新設。子供
たちに陶芸を通して豊かな感性と
自由な創造力を養ってもらうことを
目的とした。全国から1300件の応募
がある。（主催：茨城新聞社、笠間市、
笠間市教育委員会）

美 術 教 育の少ない現 在 、子 供の
創造性を引き出し、その作品が次の
子供の感性を刺激する優れた仕組み。
観光PRとしての貢献度も高い。

企業名　茨城新聞社
代表者　代表取締役社長 小田部 卓
〒310-8686 水戸市北見町2-15 
Tel.029-221-3121
h t t p : / /www. i b a r a k i - np . c o . j p /
others/event/tougei9.htm
写真提供　茨城新聞社

全国こども陶芸展 in かさま

陶芸家らによる社会貢献を目的と
した企画展と交流展。再生粘土を
活用したLOVEBOWL(カフェボール)を
製作・展示・販売。売上げの１０％を

「地球のハラペコを救え」を通じて
寄付し、途上国の学校給食を支援。

笠間焼の廃陶器を再生粘土として
活用し、多くの作家が参加できると
共に発表・販売の場、リサイクルの
仕組みが一体となっている。

団体名　LOVE BOWL実行委員会 
代表者　島崎 小乙里 
〒317-0052 日立市東滑川町5-11-1 
Fax.0294-44-9510
http://ameblo.jp/love-bowl
デザイン　島崎 小乙里（発案）

茨城工芸会長賞

茨城県知事

内閣総理大臣賞窯業指導所長賞

県陶芸美術館賞

茨城県教育長賞

茨城県教育長賞

茨城県教育長賞

文部科学大臣賞

ＮＨＫ水戸賞

LOVE BOWL 概念図



デザイン・インキュベーション
選 定 ステッキハンガー

デザイン・インキュベーション選定

杖利用者が場所を選ばず、両手を
使用したい時に杖をさっと掛ける
事で両手を自由に出来る装着型の
サポート器具。杖を脇の下に挟んで
両手を使う不安定な姿を見て不便な
生活を改善したいという思いから
生まれた。

杖を使う人の丁寧な行動分析から
の発想が良い。色のバリエーション
も豊富。

企業名　（株）インプライ
代表者　代表取締役社長 官谷 浩志
〒310-0852 水戸市笠原町1196-15 2F
Tel.029-305-6666　
Fax.029-305-5755
http://stick-hanger.com/
デザイン　官谷 成美8,800〜12,800円（税込）



デザイン・インキュベーション
選 定

デザイン・インキュベーション
選 定

行方市にある水田の生産調整に
より、麦の裏作として栽培されたひ
まわりを原料とした油。コールドプ
レス方式の搾油機を使用し、ひま
わりの種をダイレクトに搾り濾過し
ている。ビタミンＥやオレイン酸を
豊富に含む。

麦との二毛作としてひまわりを利用
する発想がよい。ひまわり油の色が
美しく体にも大変良い。ひまわり畑
は観光資源にもつながる。

団体名　行方市商工会
代表者　会長 平野 毅
〒311-3832 行方市麻生1221
Tel.0299-72-0520　
Fax.0299-72-0634
http://www.nameshoko.com
デザイン　（株）ヒラマ写真製版 福島 吉洋1,500円（税込）

蘇麗油（それいゆ）

べっ甲ほしいもかがやきセット
黄金色の最高級ほしいも。色、形な
ど特に優れたものを選別して、一
枚ずつ高級和紙調の袋で包み、
桐の化粧箱に収めている。使用す
る原料は、希少品種の「いづみ種」
で、独特の甘みとねっとりとした食
感が特徴。

ほしいもを高級化するという視点や
新しい価値を創り出す取り組みに
好感がもてる。

企業名　（株）幸田商店
代表者　代表取締役 鬼澤 宏幸
〒311-1203 ひたちなか市平磯町1113
Tel.029-263-3737
Fax.029-263-3430
http://ｗｗｗ.k-sho.co.jp

5,000円（税込）



知事選定

・コーヒー豆チョコミックス
・おみたまプリン
・ゆたりやの人参ジャム
・北条米スクリーム
・京九番親王「本場結城紬」
・提燈「夜梅 -よるうめ -」
・結城まゆ工芸
・花さし
・プリーツワーク
・がんがんトート、キャリーオール、小粋ショルダー
・フリーストール
・スツール、ダイニングチェア
・コロンブスのまな板
・杉の板塀ベンチ
・自動棒材供給機バートップ OS20/32
・パト看板（警官・電柱巻付タイプ）

・ZOP 店舗
・カフェ ポステン 店舗
・音楽と芸術で北条のまちづくり - 店蔵・大蔵の再生活用 -

・七色の帆引き舟
・なないろレディースクリニック( 産婦人科医院 )
・モーハウスの子連れワークスタイル
・馨る茨城せっけんシリーズ

審査員特別選定

・陶炎祭（ひまつり）
・LOVE BOWL
・全国こども陶芸展 in かさま

デザイン・インキュベーション選定

・ステッキハンガー
・べっ甲ほしいもかがやきセット
・蘇麗油（それいゆ）
・五霞町産コシヒカリ発芽玄米入 寿おこわ・元気饅満 他

いばらきデザインセレクション一覧

デザイン・インキュベーション
選 定 五霞町産コシヒカリ発芽玄米入　寿おこわ・元気饅満 他

五霞町産コシヒカリの発芽玄米入り
赤飯、饅頭、チーズケーキ。個々の
商品にあった発芽玄米の使い方を
工夫することで、美味しく食すること
ができる。食の安全、安心をテーマ
に体に優しい商品。

発芽玄米入りの五霞町産コシヒカリ
を使った商品のバリエーションが
豊富。発芽玄米の風味の活かし方
が良い。

企業名　のあ夢工房
代表者　竹内 京子
〒306-0313
猿島郡五霞町元栗橋3275-1
Tel&Fax.0280-84-2069
デザイン　竹内 京子
文　　字　 石垣 翠園（書道家） 330円（税込）〜



審 査 概 要
公　　募 平成２１年５月２５日から７月１０日まで公募を行い、９２件５３社（個人を含む）の応募がありました。

審査方法 茨城県デザインセンターにおいて平成２１年８月４日に１０名の審査委員によって行われました。
審査委員長として蓮見孝氏が選出され、審査方法の決定、一次審査（付箋投票による選定
候補の抽出）、二次審査（選定候補の確認及び見直し）、総合審査の段階を経て行われました。

（審査員応募のものは自己投票を棄権）

審査委員（五十音順）
・吾郷 宣弘 ………キヤノン(株） 総合デザインセンター 担当部長
・外舘 和子 ………茨城県つくば美術館 主任学芸員
・中川 聰 …………トライポッド・デザイン(株） 代表取締役、東京大学大学院 特任教授
・西川 陽子 ………茨城大学 准教授
・蓮見 孝 …………筑波大学大学院 教授
・藤代 範雄 ………(株）藤代範雄デザイン事務所 代表取締役、ニューヨークADC会員
・三上 靖彦 ………(株）ミカミ 代表取締役
・光畑 由佳 ………モーハウス 代表
・武者 廣平 ………(株）武者デザインプロジェクト 代表取締役
・守谷 孝行 ………茨城県産業技術課 課長

選定基準
以下の選定基準を総合的に判断し審査が行われました。
１. 形状、色彩、形態等、商品を構成する要素が総合的に美しく構成され、かつ独創性を有する。
２. 使用目的にふさわしい機能、使用上の利便性、維持管理の容易さを備えている。
３. 当該商品等に通常要求される品質水準を十分に備えている。
４. 茨城県の資源や伝統技術、先端技術、文化を積極的に活かす工夫が成されている。
５. 安全性、省資源、リサイクル性等の社会的要請に対して積極的な姿勢と問題解決の提案が成されている。
６. 消費者の視点を重視し、市場への働きかけに工夫が成されている。



いばらきデ ザインセレクション選 定 マーク
このマークは、いばらきデザインセレクションの選定認証及びシンボルとして表示されます。
マークのデザインは、いばらきの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「いばらき
発のデザイン」を表現しています。

マークデザイン　倉垣 満





平成21年11月発行

オープニング（表彰式・審査講評・交流会）
茨城県立図書館３Ｆ会議室（水戸市三の丸1-5-38）
平成21年11月23日(月) 15:30～

水戸展
茨城県立図書館（水戸市三の丸1-5-38）
平成21年11月23日(月)～29日（日）（24日休館）
9:00～17:00（23日は13:00から）

県庁展
茨城県庁2階県民ホール（水戸市笠原町978番6）
平成21年12月8日（火）～10日（木）
9:00～17:00

つくば展
イーアスつくばイーアスホール（つくば市研究学園C50街区1）
平成21年12月14日（月）～16日（水）
10:00～16:30（14日は13:00から）

いばらきデザインセレクション 2009

発行：茨城県デザインセンター　編集：佐々木 裕一郎、一ノ瀬 彩　写真：新垣 宏久　デザイン：（株）藤代範雄デザイン事務所

〒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1F
T：029-264-2205　F：029-264-2206　E：info@idesign-c.jp　http://www.idesign-c.jp/

主 催 茨城県､（株）ひたちなかテクノセンター
後 援 朝日新聞水戸総局、茨城県商工会議所連合会、茨城県商工会連合会、茨城県中小企業

団体中央会、茨城新聞社、茨城放送、ＮＨＫ水戸放送局、（財）茨城県中小企業振興公
社、（社）茨城県経営者協会、日刊工業新聞社茨城支局、日本経済新聞社水戸支局、毎日
新聞水戸支局、読売新聞水戸支局（五十音順）

事務局及びお問い合せ先

「いばらきデザインセレクション2009」の
展示会を次の通り開催します。




