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　いばらきデザインセレクションは、茨城県の優れたデザインを選定しPRすることで、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。
　いばらきデザインセレクション2017では、応募総数103件の中から、知事選定10件、選定20件が選ばれ、5件が奨励
となりました。

デザインセレクション部門　応募総数80件、知事選定7件、選定14件、奨励2件
 プロダクトデザイン：
  商品、製品のデザイン、クラフトデザイン 等
 空間デザイン：
  建築、空間のデザイン、店舗デザイン 等
 ビジュアルコミュニケーション：
  広告、宣伝等のグラフィックデザイン、ITデザイン、公共空間等のサインシステム、ブランド構築 等
 ソーシャルデザイン：
  社会をよりよい方向に導く活動や新しいビジネスモデル 等

テーマセレクション部門　応募総数23件、知事選定 3件、選定 6件、奨励 3件
 2017年度テーマ「茨城からのごあいさつ」
 茨城らしさを県外などに発信し、伝え届けることのできる商品、サービス。

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

知事選定
茨城県の優れたデザインとし
て評価できるもの

選定
茨城らしさと今後の発展性
が期待できるもの（※選定
マークは使用できません）

奨励
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

選定マーク
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デザインセレクション部門
知事選定／プロダクトデザイン

杉の蕎麦猪口

〒 315-0103 茨城県石岡市中戸 1078
Tel.0299-43-2860
www.ookamiwood.com

Japonica（ヤポニカ）

デザイン・製作：清水将勇

茨城県産の杉に草木染めを施した蕎麦猪口。赤身と白
太が織り成す源平や軽さなど、杉の特徴がいきるよう工
夫している。

評価ポイント　持った途端にその軽さに驚くが、木目を
際立たせる浮造りが滑り止めの効果も果たし、しっかりと
手に馴染む。源平が生きるよう材の取り方を工夫し、さら
に草木染めの渋い色合いが風合いを引き立てている。

5,000円（税別）
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デザインセレクション部門
知事選定／プロダクトデザイン

カシミヤ ミニ マフラー

企画・デザイン：Un plan kaho 宮内かほる
企画：Un plan kaho 平野道也
生産：大野メリヤス工業所
写真：野中麻実子

Un plan kaho
〒 311-3832 茨城県行方市麻生 1124-1
Tel.0299-94-5758　Fax.0299-94-5758
kaho-cashmere.com

子供から大人まで、性別に関係なく、誰でも簡単に巻く
ことが出来るように、色や大きさやかたちを工夫したカ
シミヤ 100％のミニマフラー。

評価ポイント　身につける人を選ばず、長く愛用できそ
うな品質の高さが感じられるデザイン。マフラーの一部
を輪になるように編み立て、端を輪に通すだけで、誰で
も簡単かつスマートに身につけることが出来る。

20,000円（税別）
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デザインセレクション部門
知事選定／プロダクトデザイン

デザイン：ターボファーム 高橋忠浩
デザイン制作：デザインズスクエア 江田雅之
製造：株式会社つくば食品
写真：宮崎純一

ターボファーム
〒 306-0235 茨城県古河市下辺見 2888-1
ta-bo-farm.com

ターボファームの
にんじんプロジェクト
「にんじんが大好きになりますように！」がコンセプトの、
着色料や保存料不使用の無添加紫にんじんジャムと、
果肉たっぷりのドレッシング。

評価ポイント　紫にんじんでつくったジャムはその色合
いに驚かされるが、スパイスがブレンドされたスッキリ
味。ドレッシングは果肉がたっぷり入ったシンプルな美
味しさ。にんじん好きにも苦手な人にも受け入れられる
爽やかなデザイン。

ジャム：850円　ドレッシング：756円（税込）



4 5

デザインセレクション部門
知事選定／ソーシャルデザイン

企画・設計：茨城大学工学部 一ノ瀬彩研究室 一ノ瀬彩、
柳田卓巳、JIN JINYING、細越澤佑斗
共同設計：千田建築設計 千田友己、千田藍
構造設計：秋桜構造計画 廣瀬貴之
施工：有限会社水戸ＤＭＳ、積豊建設株式会社
WS・作品制作：中崎透、松本美枝子、津田翔平、
BOB ho-ho & TEN-TO、ともつねみゆき、
茨城大学工学部 矢内浩文、住谷秀保
上段写真：千葉顕弥　ライブ演奏：飯田健二、齋藤有意

茨城県北芸術祭フォローアップ事業実行委員会
〒 317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
Tel.0294-22-3111（内線 448）　Fax.0294-21-1663
www.facebook.com/art.beach.KUJIHAMA/

アートビーチくじはま
―浜辺におけるアートスペースのデザイン―
久慈浜海水浴場の海水浴客の増加と魅力アップを図る
ために、アート・デザインにより取り組んだ「みんなの
海の家」の提案。

評価ポイント　2011年の震災後、観光客が1/10程度まで
落ち込み、未だ回復しない久慈浜に、設置・撤収が容易
なアートのある場をデザイン。場の力に惹かれ多様な
人々が集い魅力的なアートイベントが展開されている。
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デザインセレクション部門
知事選定／空間デザイン

建築設計・監理：T's設計室 津田むつみ
施工：郡司建築工業所 郡司政美

下館市大町一丁目自治会
〒 308-0021 茨城県筑西市甲 14-1

下館大町一丁目会館
災害時には緊急避難所となって地域住民の安全性を確
保でき、日常的には地域の拠りどころとして活動に使え
る、22軒の自治会の集会所。

評価ポイント　緊急時の頼りは、地域での強い絆に他な
らないという思いから、防火貯水槽や備品倉庫としての
機能も備えつつ、日常の様々な活動にも活用しやすい
開かれた空間となっている。
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デザインセレクション部門
知事選定／空間デザイン

建築設計・監理：株式会社中山大輔建築設計事務所
中山大輔
構造設計：小林建築構造設計室 小林要
施工：株式会社柴木材店 柴修一郎
写真：藤本 一貴

株式会社 中山大輔建築設計事務所

社会福祉法人 慶育会

〒 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク 3-3-7-603
Tel.028-902-8353　Fax.028-902-8354

〒 308-0811 茨城県筑西市茂田 1740
Tel.0296-22-4211　Fax.0296-24-2078
www.keiikukai.or.jp

グループホームあんずの里
住まいと同じ目線で空間づくりを考えたグループホーム。
男女別の二棟が、楕円形の中庭をはさんで対になる構
成の木造平屋建ての施設。

評価ポイント　中庭や建物の屋内外の空間配置が、利
用者とスタッフそれぞれに程よい距離感と安心感を生
み出し、入所者が「住まう家」だと実感できる場づくりが
実現されている。



IBARAKI DESIGN SELECTION 2017

D
ESIG

N
 SELEC

T
IO

N

デザインセレクション部門
知事選定／ビジュアルコミュニケーション

企画・取材・コピー・デザイン：有限会社プラネッツ
倉田稔之
撮影：スタジオピース＠ツルヤ 鹿島秀憲
取材コーディネイト：医療法人博仁会 西村和也

NPO法人あきない組
〒 319-2263 茨城県常陸大宮市南町 1139-1
Tel.0295-54-1919　Fax.0295-53-5578
akinai-gumi.jimdo.com

へたれ侍プロジェクト
常陸大宮市の中心商店街と店主たちをアピールする広
告ポスター＋クーポン付きのＰＲ冊子。地域を彩る「人」
にスポットを当てた企画。

評価ポイント　生業を通して商店街を支えてきた商店主
たちの生き生きとした表情が印象的。商店主たちの、普
段は語らぬ熱い想いを引き出し、彼らの誇りを次世代に
つなげようとしている。

［茨城県商店街活性化コンペ事業 優秀賞］
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ディレクション・デザイン・運用：Soil design 生駒祐一郎 ディレクション・デザイン・制作：ユーアイデザイン 平井夏樹、藤澤利枝

上郷地域うまい米づくり研究会 水戸市東部高齢者支援センター
〒 319-0201 茨城県笠間市上郷 1812
Tel.0299-45-2493　Fax.0299-45-2496
www.hotaru-kome.jp

〒 310-0827 茨城県水戸市吉沼町 1839-1
Tel.029-222-1822　Fax.029-246-6501
www.you-i-mura.com

デザインセレクション部門
選定／ソーシャルデザイン

デザインセレクション部門
選定／ソーシャルデザイン

酒米田んぼオーナー制度 認知症すごろく（456）
田んぼオーナーやイベント参加者に産地に通ってもらい、共感を持って豊かな里山
を守ろうとする仕組み。
評価ポイント　米農家と地元酒蔵のコラボにより、酒米づくりから地酒の仕込みまで
を一貫して体験できる仕組みを構築した。
1口 10,000円

認知症の「具体的な症状・進行」と「対応する社会資源」を学ぶツールとして開発し
たすごろくと、活動の展開。
評価ポイント　「グループで遊んで学ぶ」というコトの提案をし、地域社会の認知症の
理解促進・ネットワークづくりに貢献している。
無料配布 （数量限定）
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設計：ツバメアーキテクツ＋澤田航　施工：郡司建築工業所
写真：長谷川健太 写真：佐藤鎌一

おやこ屋根の歯科クリニック
有限会社吉田建築計画事務所医療法人社団 恵育会 病児室｢もみの木｣〒 300-1206 茨城県牛久市ひたち野西 2-28-4

Tel.029-846-1085　Fax.029-846-1086
oyakoyane.com

〒 315-0001 茨城県石岡市石岡 1-1-8
Tel.0299-56-3246　Fax.0299-56-3248
www.iezukuri.co.jp

〒 314-0036 茨城県鹿嶋市大船津 3164
Tel.0299-94-6221　Fax.0299-94-6222

デザインセレクション部門
選定／空間デザイン

デザインセレクション部門
選定／空間デザイン

おやこ屋根の歯科クリニック 病児保育園「もみの木」新築工事
赤ちゃんからお年寄りまで安心して通える歯科医院。中庭が見えリラックスできる診
療室や、大きな和室の待合「こひつじ文庫」がある。大小の「おやこ屋根」がシンボル。
評価ポイント　予防歯科をコンセプトに、特に子どもと親にとって親しみやすく、気
軽に行きたくなる場作りをしている。街に開かれた歯科医院となる設えが試みられ
ている。

病気がちの子供を一時的に預けられる施設。無垢の木をふんだんに使用した明る
い空間。すべての部屋に保育者の目が行き届くように工夫している。
評価ポイント　計画段階から保育者と話し合い、病気の子どもの不安が和らぐように
と、細かな空間的配慮が随所になされている。
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建築企画・設計・監理：a-su建築設計事務所 鮎沢俊秀
施工：飯塚建築 飯塚隆行　外構：久保田工業 久保田仁
造園：Green Earth 添田勉

a-su建築設計事務所

育良精機株式会社

〒 310-0852 茨城県水戸市笠原町 1711-14 MKビル 201
Tel.029-306-9968　Fax.029-306-9968

〒 300-4297 茨城県つくば市寺具 1395-1
Tel.029-869-1212　Fax.029-869-1083
www.ikuratools.com

デザインセレクション部門
選定／空間デザイン

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

茨城町Ｔ邸 磁気吸着ボール盤 ライトボーラーシリーズ
塀をなくし、敷地と周囲の境界を曖昧にしながらも、プライバシーが守られる新しい
タイプの郊外型住宅。
評価ポイント　高速道路に近接し畑に囲まれた立地。壁面と開口部との工夫で、解
放感と外部からの視線をコントロールし、安心して住まう場を構築している。

電磁石により鋼材に吸着する携帯型のボール盤。背が低く狭い場所でも使え、縦使
いや逆さ使いもできる。
評価ポイント　現場からの要望を拾い上げ、改良していくことで、使いやすさと安全
性を追求していく姿勢が好ましい。
198,000円～ 498,000円 （税別）
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岩井眼鏡店 笠間焼協同組合青年部
〒 306-0022 茨城県古河市横山町 2丁目 8-9
Tel.0280-32-1649　Fax.0280-32-1649
www.iwaimeganeten.com

〒 309-1611 茨城県笠間市笠間 2481-5（笠間焼協同組合内）
Tel.0296-73-0058　Fax.0296-73-0708
www.kasamayaki-youth.org

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

岩井眼鏡製作所KMシリーズ 陶彩選器
岩井眼鏡店の前身、岩井眼鏡製作所時代に作られた眼鏡フレーム「KM」を、昭和20
年代当時の型を元に復刻。第3弾ではテンプルにチタン素材を採用。
評価ポイント　時代を超えて受け入れられるタイムレスデザインに、現在の技術で
改良を加えることで価値をさらに高めている。
各 20,000円 ～ 30,000円（税別）

高品質の統一型に、各作家が自由に加飾した豆皿。多様な組み合わせを楽しめるギ
フトに適した一品。
評価ポイント　これからの笠間焼を担う組合青年部メンバーが企画提案し、各々の
技術を持ち寄り、彩り豊かな器を生んだ。
小皿：600円～　6枚入り箱付：3,900円～（税別）
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総合ディレクション・商品開発：野村醸造株式会社 野村一夫
デザインディレクション・ワークショップ：筑波大学ローカルデザイン研究室
デザイン：Stuttgart Media University  Thomas Michels　書：堀内珠恵

総合ブランディングプロデュース：株式会社フロッグ　川村博紀
アートディレクション・デザイン：栗原優香

野村醸造株式会社
株式会社安部〒 300-2707 茨城県常総市本石下 2052

Tel.0297-42-2056　Fax.0297-42-8998
www.tsumugibijin.co.jp

〒 300-0213 茨城県かすみがうら市牛渡 2716-13
Tel.029-898-2664　Fax.029-898-2328
www.abeno-tukudani.com

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

紬美人 海外市場向け商品展開 わかさぎのコンフィ
伝統の筆文字の商標に、新たに地域特産の紬の模様と欧文をレイアウト。海外での
識別のし易さを考慮した。
評価ポイント　言語や国籍を超えて商品を認識できるシンプルなデザイン。紬模様
の線の太さと色で味の違いを表現している。 ［フランスの品評会にてプラチナム受賞］
純米大吟醸：4,000円　純米吟醸：3,000円　特別純米：2,000円 （税別）

霞ヶ浦のわかさぎをオリーブオイルでゆっくり加熱調理（コンフィ）。中身とラベルが
互いを引き立て合うパッケージ。
評価ポイント　地産食材の良さを多世代に発信するために、既存商品とは一線を画
す商品を企画。素材の美しさが印象的。
各 840円 （税込）
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ブランドディレクション・デザイン：株式会社テクトニクス 石島康裕
6次産業化プランナー：ライズエイジコンサルティング 宮崎秀和、有限会社仙台屋 小野寺正博
フードコーディネーター：Rumiko's Kitchen 宮崎瑠美子 パッケージデザイン：株式会社藤代範雄デザイン事務所

ピーナッツカンパニー

株式会社小美玉ふるさと食品公社
〒 301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫 2-12-8-403
Tel.0297-75-4868　Fax.0297-64-3399
peanuts-company.com 〒 311-3413 茨城県小美玉市山野 1628-42

Tel.0299-56-6991　Fax.0299-56-6992
www.omitamayogurt.jp

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

ピーナッツカンパニー 福が来るヨーグルト
茨城県産の落花生のブランド化と地域活性化を目指し、新たなターゲットユーザー
の開発をめざす商品。
評価ポイント　県産の落花生のブランド化のために、シーンやターゲットユーザーを
熟慮したシンプルでわかりやすいデザイン。
［平成28年茨城県農産加工品コンクール 最優秀賞］　各900円 （税別）

筑波山麓で収穫した希少品種の福来みかんと小美玉市産の生乳でつくった爽やか
風味のドリンクヨーグルト。
評価ポイント　「福来みかん」という縁起のよい名前をいかし、その酸味と香りを酪
農の里の生乳と合わせた爽やかなデザインの商品。
［いばらきお土産大賞2016  最高金賞］
200円 （税別）
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さつまいもおよび干し芋の生産：有限会社常澄農作業支援センター 田口勝信
ディレクション・デザイン：株式会社クチトテ、阿部太一［GOKIGEN］ パッケージデザイン：有限会社プラネッツ 倉田稔之

株式会社クチトテ
有限会社湖月庵〒 156-0042 東京都世田谷区羽根木 1-21-27亀甲新 ろ 55

Tel.03-6304-3900　Fax.03-6304-3902
qutitote.jp

〒 308-0031 茨城県筑西市丙 202-13
Tel.0296-22-2513　Fax.0296-24-2683
www.kogetsuan.com

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

デザインセレクション部門
選定／プロダクトデザイン

干しいもアイス きぬのまゆ玉
こだわりぬいた干し芋を使用し、その黄金色やつぶつぶ感、ねっとり感をしっかりと
生かしたアイス。
評価ポイント　紅はるかの黄金色をテーマカラーにした高級感がストレートに伝わる
パッケージ。品質を納得させられる後味。
500円 （税別）

素朴な包装だった看板商品「きぬのまゆ玉」を、プチギフトとしても愛されるように
パッケージでリニューアル。
評価ポイント　白い玉手箱のようなパッケージがまゆ玉のかたちの菓子と調和し、柔
らかな質感が伝わる。サイズ感も手頃。
［第27回全国菓子大博覧会・三重 農林水産大臣賞］
983円 （税込）
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テーマセレクション部門
知事選定／茨城からのごあいさつ

ディレクション・デザイン・ホームページ作成指揮：
nendo 佐藤オオキ

有限会社菊水食品
〒 316-0023 茨城県日立市東大沼町 4-29-11
Tel.0294-52-5443　Fax.0294-53-8291
kikusuigold.com

日立納豆 なっとまぁく
日立市の納豆職人による素材と製法にこだわった商品
計画。「＠（アットマーク）」にかけた「なっとまぁく」とい
うネーミングでインターネット限定販売を効果的に訴求。

評価ポイント　作り手である納豆職人の強い思いやこだ
わりが、新鮮な和テイストの墨色パッケージや力強いシ
ンボルマーク＋ネーミングを通してストレートに伝わっ
てくる。大豆の種類を表す小さなシールも効果的。

［Golden Pin Design Award 2017 受賞］

ギフト仕様 4種セット：2,350円　単品：各500円 （税別）
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テーマセレクション部門
知事選定／茨城からのごあいさつ

地域プロモーション：丹治彩弥乃、長永勇太、小松崎流緋、
木村愛実、米川緩、高矢綾子、佐々木春菜、菊地純、鈴木
楓子、宮本夢花、田中響、村田真之介、西田卓司
商品開発・生産・販売：サザコーヒー
ビジュアルデザイン：筑波大学ローカルデザイン研究室　
山口大空翔、友常果歩、鎌田瑞希、斎藤太一
題字：茨城大学名誉教授 川又南岳
岡倉天心史実監修：茨城大学 小泉晋弥、清水恵美子
珈琲史実監修：鈴木誉志男
プロデュース：茨城大学理事 影山俊男

〒 310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1
Tel.029-228-8585　Fax.029-228-8495

五浦コヒーを媒介とした
岡倉天心・五浦発信

茨城大学 岡倉天心・五浦発信プロジェクト
（茨城大学社会連携センター）

茨城大学とサザコーヒーが共同開発した地域ブランド商
品「五浦コヒー」を通して、天心や五浦の魅力を発信し
ようとするコミュニケーション活動。

評価ポイント　岡倉天心の「Teaism」を拠り所に、メッ
セージ性の高い「五浦コヒー」をコミュニケーションツー
ルとして効果的に活用。大学とカフェのコラボもユニー
クで、地域に対する温かい目線が好ましく感じられる。

1箱：800円 （税込）
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テーマセレクション部門
知事選定／茨城からのごあいさつ

ディレクション：木内酒造合資会社 萩谷真千子、
小田内里美
施工：株式会社家具の八木沢 八木沢章 

〒 311-0133 茨城県那珂市鴻巣 1257
Tel.029-298-0105　Fax.029-295-4580
kodawari.cc

Beer & Wagyu HITACHINO

木内酒造合資会社

サンフランシスコで常陸野ネストビールや常陸牛などを
提供する木内酒造の直営店。歴史景観区域のビルを改
装し、酒蔵の小道具をレイアウト。

評価ポイント　会社と商品のブランディングを着実に
行ってきた木内酒造が、茨城発のブランドを世界に広げ
る拠点として展開したスマートな店舗。ビジネスの域を
超えて、文化発信活動としての意義も感じさせる取り組み。
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内装デザイン・施工：有限会社中島工務店
庭園デザイン・施工：株式会社大平造園土木
ロゴデザイン：川又興毅

建物設計：株式会社大山都市建築設計 大山早嗣
見学施設設計施工：株式会社岩崎 武井秀夫

庭カフェ KULA
丸真食品株式会社〒 309-1611 茨城県笠間市笠間 1339

Tel.070-4374-0767
niwacafe.net

〒 319-3111 茨城県常陸大宮市山方 829
Tel.0295-57-3337　Fax.0295-57-6367
www.funanatto.co.jp

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

庭カフェ KULA 舟納豆新工場
歴史ある土蔵をリノベーションしたカフェと中庭の整備。和モダンな「庭園」と、蔵の
大きな梁と漆喰壁が落ち着いた雰囲気を醸し出す。
評価ポイント　笠間稲荷神社の門前通りに面しながら、通りの喧騒から隔離された、
落ち着きと歴史を感じられる空間を提供している。

納豆の原料である大豆をイメージした大胆な外観の工場と、製造工程を見せる見学
プログラム。
評価ポイント　工場見学の後は、既存の舟納豆直売所で試食や買い物も楽しめる新
たな納豆テーマパークが誕生。
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アートディレクション・デザイン：エスプレッソデザイン 根本正義

株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー
奥久慈茶の里づくり協議会（事務局）

〒 300-0214 茨城県かすみがうら市坂 4784番地先 かすみがうら市交流センター
Tel.029-840-9010　Fax.029-840-9039
kasumigaura.miraidukuri.jp

〒 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子 866 大子町役場農林課 特産品販売室
Tel.0295-72-1128　Fax.0295-72-1968
okukuji-cha.jp

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

かすみがうらライドクエスト フルーツハンター 北限の碧い雫・奥久慈茶
果樹狩りとサイクリングを掛け合わせた体験型プログラム。市交流センターを拠点に
市内周遊も楽しめる。
評価ポイント　「つくば霞ヶ浦りんりんロード」で、地域の食や自然を味わう場を提
供。幅広い層の利用を促進している。
スタンダード：8,500円 （税込）　そのほかオプションあり 

日本最北端の奥久慈茶を生産する 12茶園を核に、大学・行政・専門家が連携して
行った産地ブランディング。
評価ポイント　産地の生産者が連携し、茶の交流力をいかして商品開発。爽やかな
藍色が奥久慈の空気を感じさせる。
リーフ・ティーバッグセット：1,200円　ドリップパックセット：3,000円 （税別）
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デザイン・ディレクション：イロアス 横山さおり
プロデュース：株式会社ピーハピィ 山本恵

コーディネート：株式会社ピーハピィ 山本恵
製品加工：Maison Weniko  Weniko
ラベルデザイン：有限会社時の広告社

エコファーム飯島
村田農園

〒 300-4354  茨城県つくば市国松 1014-1
Tel.029-866-0957 　Fax.029-866-0957 
www.tsukubakunimatsuiijimakominka.jp

〒 311-1414 茨城県鉾田市子生 796-14
Tel.0291-37-2345　Fax.0291-37-3260
www.murataichigo.com

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

テーマセレクション部門
選定／茨城からのごあいさつ

七福来ギフトbox 村田さん家のコンフィチュール
筑波特産の筑波八ツ房唐辛子と福来みかんを無農薬で栽培。こだわりを持って丁寧
に造り上げたギフトセット。
評価ポイント　筑波産の素材の良さを多くの人に知ってもらいたいという思いを、縁
起の良いパッケージに込めている。
1,200円 （税別）

鉾田で専門農家が土づくりからこだわって栽培する高品質なイチゴを贅沢につかっ
たコンフィチュール。
評価ポイント　赤白 2種のイチゴを伝統製法でコンフィチュールにし、贈り物にもふ
さわしいパッケージに仕立てている。
赤イチゴ :1,300円　白イチゴ：1,500円 （税込）
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日本アイ・エス・ケイ株式会社
〒 300-4297 茨城県つくば市寺具 1395-1
Tel.029-869-2001　Fax.029-869-1083
www.king-ind.co.jp

デザインセレクション部門
奨励／プロダクトデザイン

乳癌超音波検診用チェアー 
Eubrex（ユーブレックス）

株式会社若栁建築事務所

坂東まちづくり株式会社

〒 305-0868 茨城県つくば市台町 1-8-1
Tel.029-886-8034　Fax.029-886-8035　wakayanagi.co.jp

〒 306-0631 茨城県坂東市岩井 3351
Tel.0297-35-0002　Fax.0297-21-3777　bandotmc.jp

デザインセレクション部門
奨励／空間デザイン

坂東市観光交流センター 秀緑
明治時代に建築された酒蔵や建物群を改修し、歴史的
価値を残しながら市街地活性化の拠点として活用。
評価ポイント　産業遺産を地域の文化交流拠点として活
かすためのリノベーション。既存建物の機能を引き継ぎ、
現代の環境に適する工夫がなされている。魅力UPの
継続的な整備に期待したい。

超音波による乳がん検診を効率的かつ快適に行えるよ
う、多様な動きができる専用チェアーを開発。
評価ポイント　近年、重要性が高まりつつある乳がん検
診で、技師と被験者双方が快適に検査が行えるように
配慮した設計。

　いばらきデザインセレクション選定には至らな
かったものの、“茨城らしさと今後の発展性が期
待できるもの”として奨励を設けています。
　2017年度は 5件が奨励となりました。今後さ
らにブラッシュアップをして選定を目指し再チャ
レンジしていただきたいと思います。

奨励について
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イラスト・デザイン：frumafar. 江幡真理子
消しゴム判子制作・デザイン：江連判子 . 江連真希 イラスト：松田農園 松田聖史

デザイン・設計：株式会社ニシオカ建築事務所 西岡伸夫
施工：昭和建設株式会社 田口賢司

江連判子 .　facebook.com/ezurehankoten

東京労音　ギター文化館
frumafar.（フラマファー）　www.frumafar.com

松田農園

デザイン：BROS - ブロス スペース クリエーション
www.bros-space-creation.com

〒 315-0124 茨城県石岡市柴間 431-35
Tel.0299-46-2457　Fax.0299-46-2628　guitar-bunkakan.com

〒 300-2641 茨城県つくば市今鹿島細田西 4269-1

テーマセレクション部門
奨励／茨城からのごあいさつ

テーマセレクション部門
奨励／茨城からのごあいさつ

テーマセレクション部門
奨励／茨城からのごあいさつ

「トチノモノ」デザイン 松田農園のえだまめ ギター文化館
茨城県の名産品やシンボルをモチーフにしたマスキン
グテープなどの商品展開。
評価ポイント　地元にちなむトチノモノを、愛着を込め
てアイコンデザイン。親しみが感じられ、今後の多様な
展開が楽しみ。
マスキングテープ：480円　生地：780円 （税別）

健康をつくる安心・安全な美味しい野菜を届けたい、と
いう生産者のメッセージを伝えるラベルのデザイン。
評価ポイント　地域で野菜作りに取り組む生産者の熱い
思いと決意が、シンプルなラベルのデザインに息づい
ている。

ギターの生音を楽しむホールとして 25年前に開館。ギ
ター文化振興のため様々なイベントを企画・実施してい
る。
評価ポイント　世界唯一の貴重なギターの博物館。茨城
の音楽文化遺産として、一層の魅力UPと活用を応援し
たい。
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デザインセレクション部門
部門長

テーマセレクション部門
部門長

委員

委員

中川 聰

藤代 範雄

秋元 淳

一ノ瀬 彩

中本 陽子

外舘 和子

日野 明子

原 忠信

吉田 周一郎
トライポッド・デザイン
株式会社 CEO
東京大学大学院 特任
教授

株式会社藤代範雄デザ
イン事務所代表取締役

公益財団法人日本デザ
イン振興会事業部課長

茨城大学 工学部都市 
システム工学科 助教

株式会社サン・アド
アートディレクター
筑波大学芸術専門学群
非常勤講師

美術評論家・美術史家
多摩美術大学兼任講師

スタジオ木瓜 代表

筑波大学芸術系ビジュア
ルデザイン領域 准教授

SHUSHI Architects 
代表
東京大学生産技術研究所
川添研究室 協力研究員

審査概要

審査基準

平成29年5月18日～ 7月20日まで公募を行い、103件の応募がありました。
一次審査（書類選考）は茨城県デザインセンターにおいて7月31日に行われました。
二次審査（現品選考）はひたちなかテクノセンタービルにおいて部門ごとに分かれ
て審査が行われました。（テーマセレクション部門：8月３０日、デザインセレクショ
ン部門：８月３１日）
※各審査委員は、自身が関わった応募案件については、公平を期するため、当該
審査には関与しておりません。

以下の選定基準を総合的に判断し審査が行われました。
・デザインコンセプトが明快かつ適切で、新規性に富んでいる。
・生活の質の向上に資するデザインである。
・色彩や形状が美しく独創的である。
・機能や使いやすさ、メンテナンス性に配慮されている。
・必要十分な品質や強度を備えている。
・茨城県の資源や先端技術、伝統や文化を活かしている。
・安全性、省資源、リサイクル性等が考慮され問題解決がなされている。
・ユーザー設定やマーケティングに工夫がある。
・今後の発展性が期待できる。

さらに、テーマセレクション部門“茨城からのごあいさつ”では、特に次の点を注目
しました。
・商品やサービスが生まれた背景や設えなどに、強いメッセージ性・物語性が存在する。
・パッケージング（デザイン、提供のカタチ）に、伝え届けるための工夫がある。
・資源や文化など茨城県の特徴を活かし、対外的に茨城県のイメージアップとなる。
・地域社会、環境を考慮し、地域にとっての新しい価値を発掘、創出している。
・茨城県や地域のインナーブランディング、誇りの醸成に寄与する。

蓮見 孝博士［デザイン学］

伊佐間 久

筑波大学 名誉教授
札幌市立大学 理事長・ 
学長

商工労働観光部 産業 
技術課長

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

審査委員 

両部門審査委員



協力：
茨城県工業技術センター
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