


　茨城の高いデザイン力を社会発信しようとする「いばらきデザインセレクション」は 14年目を
迎えました。その間に選ばれた総数（奨励等含む）は 432件を数えています。 県内に潜在して
いたデザイン力が顕在化され、そのネットワークをいかして、さまざまな質の高いモノ・コトづくり

の事業が展開されるようになりました。

　本年度は近年で最多の 129 件の応募を得て、新任 4名を含む 11名の審査員による審査は
緊迫したものとなりました。2 部門ごとに異なった部門長を置くとともに、審査委員長は個別審
査には加わらず客観的な立場から最終判断をおこなうなど、多様性や新規性を正しく評価し公

平性を保つことに留意しました。その結果、39件の優れたデザインが選ばれました。
　2015年より、いばらきデザインの質の高さを効果的にアピールするしくみとして「テーマセレ
クション部門」を設けています。本年度のテーマは「いばらきの逸品」。全国・世界に自信を持っ

て推奨できるものが選ばれました。また本年度から設定した「シリーズ選定」は、過去に選定さ

れたもので、意欲的に改良が加えられたり発展性が見られたりするものが選ばれました。

　デザインという概念は、古くラテン語に由来していると言われます。それは「こころをかたち

にすること」であり、誰でもが日常的におこなっている人間的行為でもあります。ビジネスが最

優先され、かたちだけの短命なデザインが増えがちな現代社会の中で、多くのみなさんとともに

優れたデザインを競い合い評価し合う意義は、まさに「こころが宿ったデザイン」を社会に広め

ることなのです。

ごあいさつ

いばらきデザインセレクション 2018
審査委員長

蓮見 孝
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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県の取り組みです。
　いばらきデザインセレクション2018では、応募総数129件
の中から、知事選定6件、選定24件が選ばれ、5件が奨励とな
りました。また、シリーズ選定として4件が選ばれました。

デザインセレクション部門
商品や製品、工芸品のデザイン、パッケージデザイン、空間・建築、
サービス・仕組みのデザイン、ビジネスモデル、ブランディング、広
告など、デザインが具現化されたあらゆるモノゴト。

テーマセレクション部門
2018年度テーマ 「いばらきの逸品」
茨城らしさをユーザー・生活者に伝える、デザインの工夫や戦略性
に富んだモノゴト。

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

過去選定の改良版や姉妹品で評価できるもの

知事選定

シリーズ選定

茨城県の優れたデザインとして評価できるもの選定

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

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
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もりの大工

デザインセレクション部門
知事選定

〒162-0805　東京都新宿区矢来町151-1 201
e-mail. earth.channel511@gmail.com 
https://earth-channel.shopinfo.jp/

〒308-0051　茨城県筑西市岡芹328
Tel.0296-22-3804　Fax.0296-25-3071
http://gunji-kenchiku.jp/

Earth Channel Design Office

株式会社郡司建築工業所

木材を互いに半分ずつ欠きとって継ぐ日本古来の木工
技術「相欠き」を活用した組み木の玩具。大子町の木 
材を活用し、地域の大工の力を借りて、日本文化を伝え
残すきっかけを作る。

評価ポイント　瓦屋根を模したパーツや、豆絞りの手ぬ
ぐいの包みが日本らしさを醸し出す。地域資源の活用、
文化と技術の伝承への想いが小さな玩具にこめられて
いる。

9,800円（税別）
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コロナ電気株式会社
1・2期 増築工事

デザインセレクション部門
知事選定

建築設計監理：bews/有限会社ビルディング・エンバイロ
メント・ワークショップ一級建築士事務所
構造設計監理：株式会社佐藤淳構造設計事務所
設備設計監理：有限会社システムデザイン研究所
電気設計監理：株式会社設備計画
ランドスケープデザイン：hondaGREEN
施工：東鉄工業株式会社水戸支店
写真：SATOSHI ASAKAWA、YUJI TANABE

〒312-0052　茨城県ひたちなか市東石川3517
Tel.029-273-6111 （代表）　Fax.029-273-6091
http://www.corona-el.co.jp/default.htm

〒106-0047　東京都港区南麻布2-1-17白ビル3Ｆ
Tel.03-3280-2565　Fax.03-3280-6213
http://www.bews-web.com/

コロナ電気株式会社

bews/有限会社ビルディング・エンバイロメント・ワーク
ショップ一級建築士事務所

東日本大震災で被災した社屋兼工場の復興に際し、既
成の工場の構造・概念を一から見直した。中央の製造
エリアを囲む1m高い回廊と凸状の諸室が特長。

評価ポイント　1階と2階に分断されていた製造とオフィ
スの距離を近づけるとともに、回廊からは工場内が一
望できる。お互いの顔が見通せる心地よい工場。居住
環境と製造環境の新しい共存を提案している。

［第42回東京建築賞 一般部門 奨励賞（1期部分）］
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守谷みつばち夢プロジェクトと
守谷はちみつプリンケーキ

デザインセレクション部門
知事選定

アートディレクション＆デザイン：
坂上勲（isDesign・守谷みつばち夢プロジェクト）
みつばちマーク刺繍原案：
三條和子（守谷みつばち夢プロジェクト）
パティシエ：お菓子の店 メープル 大山 純
協力農家：オーガニックファームがけ山、ジーバナ農園、
柳田農園

〒302-0102　茨城県守谷市松前台1-16-4
Tel.0297-45-8793　Fax.0297-45-8793
http://www.moriya-maple.com

e-mail. moriya328@isdesign.co.jp
https://www.facebook.com/honeybee.moriya/

お菓子の店　メープル

守谷みつばち夢プロジェクト

ミツバチを通して守谷市の自然環境や四季の味わいを
伝えるとともに、近隣農家との連携やハチミツをつかった
地域商品の開発などを通じて、街づくりにもいかす活動。

評価ポイント　養蜂・採蜜という営みを街づくりの活動
に広げることで、地域愛を育み、生業の意義や地元への
思いを効果的に発信している。

ケーキ：1,600円（税別）
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咲くカフェ

デザインセレクション部門
知事選定

総合プロデュース：
Zaa Dee Woo!? / Green Green Project　LEMS （櫻山啓三郎）

〒319-3526　茨城県久慈郡大子町大子416-1
Tel.0295-76-8320
http://saku.cafe/
http://daigo-cafe.net/

咲くカフェ

大子町の風景にとけこむ築40年の自宅を自らリノベート
したカフェ&ゲストハウス。地元が利用する「日常」と、
来訪者をもてなす「非日常」の時空間の重なりがテーマ。

評価ポイント　民家、食材、人など地元にあるものを活
用してつくりあげた、食・宿泊・交流の場に多くの人を
招き入れ、ネットワークを生み出して情報発信する巧み
な地域創生のしくみ。
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大洗の新銘菓 干芋羊羹 べにこいも GUAMARAL グアマラル シーベリー製品

デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

パッケージデザイン：株式会社文化メディアワークス　佐藤歩美

アートディレクション・デザイン：株式会社トランク　笹目亮太郎、助川智美
クリエイティブディレクション・コピーライティング：平嶋さやか
撮影：野見山明子、矢野津々美

〒311-1305　茨城県東茨城郡大洗町港中央11-2
Tel.029-266-1147　Fax.029-266-0224
http://www.oarai-maiwai.com/

〒305-0032　茨城県つくば市竹園2-13-3オリゾンテ104
Tel.029-886-3706　Fax.029-886-3716
https://guamaral.com/

〒309-1611　茨城県笠間市笠間1605
Tel.0296-71-6707　Fax.0296-71-6708
http://trunk-inc.jp/

株式会社Oaraiクリエイティブマネジメント

株式会社宝島ジャパン 株式会社トランク

強い生命力を持つモンゴル産シーベリーの飲料とスキンケアのトータルブランド。 
ブランド名はチンギスハーンの先祖である伝説の白い雌鹿「グアマラル」から命名した。
評価ポイント　既存製品のリブランディングにあたり、世界観の構築から取り組んだ。
素材と製造方法にこだわった品質の高さが伝わるビジュアル。
スキンケア：1,944円～（税込）　インナーケア：1,000円～（税込）

干し芋「紅はるか」を平干しのまま贅沢に使用した羊羹。銀色の掛け紐を水平線に
見たて、大洗の海をイメージした深い青色のパッケージ。
評価ポイント　高い製造技術を要する、ありそうでなかった新しい和菓子。シンプル
なパッケージの青が主役の干し芋の黄金色を引き立てている。
1,300円（税込）
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アームチェア A-10 ポータブルバッテリー溶接機
ライトアークISK-Li160A

デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

〒315-0117　茨城県石岡市佐久683
Tel.0299-44-1558　Fax.0299-44-1558
http://ooba-mk.com

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

家具工房 おおば木匠 育良精機株式会社 工具事業部

作者が培ってきた経験と技術を結集し、100年後も残る椅子づくりを目指した。シン
プルながら、細部まで吟味された部材で構成されている。
評価ポイント　座り心地だけでなく、立ち座りの時にも心地よいフォルム。永く愛さ
れる椅子を、という想いが、細部に潜む工夫から感じ取れる。

電源確保が難しい現場でも、約1時間の充電で溶接ができる小型軽量溶接機。バッ
テリー監視システムを搭載し、安全性にも配慮。
評価ポイント　軽量化を実現するとともに、肩掛けができることで、運搬時も両手が
自由になる。現場のニーズを受け止め製品開発に反映している。
560,000円（税別）
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いぃ那珂暮らし号 「水産業界で一番かっこいい制服」に始まる『CI』革命
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

総合ディレクション：有限会社スコール 國井嘉元
デザイン：有限会社スコール 髙田正治、上原裕一
コピー：有限会社スコール 山田雅大　　施工：茨城交通株式会社 ディレクション：株式会社スターブランド 粉奈健太郎　デザイン：グラフィカ 道川慎一

〒311-0192　茨城県那珂市福田1819-5
Tel.029-298-1111　Fax.029-298-1357
http://www.city.naka.lg.jp 〒311-1203　茨城県ひたちなか市平磯町1656

Tel.029-263-5131　Fax.029-263-5532
http://www.yamashow.co.jp/

那珂市

株式会社小沼源七商店

那珂市と首都圏を結ぶ高速路線バスのラッピングにキャッチコピーやロゴを大胆に
配置。沿線の人々に「いぃ那珂暮らし」をアピール。
評価ポイント　ストレートでインパクトのあるグラフィック。見かけた人に「なんだろ
う？」と思わせ記憶させてしまう賢いデザイン。

主要取扱品である「タコ」をイメージしたカラーリングとマークでユニフォーム等を
制作。社員の意識統一とモチベーションアップを図っている。
評価ポイント　社内の愛着心を育むことから始めたイメージ戦略。結果として対外的
にも会社のイメージを効果的に発信している。
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ねもといさむの遊具と子どもの創造アトリエ 戸籍受付支援システム KOSEKIガイド
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

〒310-0053　茨城県水戸市末広町2-1-26
Tel.029-306-8886
http://playwork.cocolog-nifty.com
https://www.facebook.com/isamu.nemoto.12

〒312-0052　茨城県ひたちなか市東石川2611-49サンスカイタワー202
Tel.029-229-2001　Fax.029-229-2002
http://ijk-inc.com/

ねもといさむ
アポロアイシーティー株式会社

オリジナルデザインの遊具の面白さ、子どもの創造あそびの豊かさ、インスタレー
ションあそびの楽しさを通して、子どもの世界を広げる活動。
評価ポイント　子どもを育むあそびの本質を造形・体験活動の双方からアプローチ。
子どもの想像力を刺激・誘発させている。

役所の戸籍担当者向けマニュアルシステム。タッチ操作で膨大な情報の中から必
要な情報に一瞬でアクセスでき、手書き入力で、名前に使える文字を判別できる。
評価ポイント　直観的な操作性、住民への説明も画面を見せながら分かりやすくお
こなえる。専門的な知識が必要な受付審査の負荷を軽減している。
https://www.kosekiguide.com/
302,400円（ハードディスク込み）（税込）
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BRASSERIE JOZO アトリエ プティ・ボア
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

ブランディング：筑波大学芸術系 PLAY RESILIENCE Lab.
食・空間プロデュース：テーブルクリエイト ミロトム 堀江千秋 デザイン・設計・工事管理：株式会社ヤン 中村康太郎

〒300-2707　茨城県常総市本石下2052 
Tel.0297-42-2056　Fax.0297-42-8998
http://www.tsumugibijin.co.jp/jozo/index.html

〒306-0112　茨城県古河市東山田3039-2
Tel.0280-78-1101　Fax.0280-78-1039
http://kenticlin.org

〒319-0107　茨城県小美玉市小岩戸字北原1887-1
Tel.0299-56-2577　Fax.0299-56-2578
https://petitbois.co.jp 

野村醸造株式会社 一級建築士事務所のぶひろアーキテクツ
株式会社コントレ

地域に根ざした酒造会社が、水害で被災した大正期の建物を「地域復興のシンボ
ル」として改修したフレンチレストラン。
評価ポイント　復興に止まらず、広く地域をアピールする場づくりをめざした、建築
家、大学、テーブルコーディネーターなどの協働が生み出した秀作。

地元の原料をふんだんに使った菓子を提供する店舗。小美玉市の自然豊かな敷地
を整備し、訪れた人に憩いと散策の場所を提供。
評価ポイント　小美玉の地で焼き菓子製造を行い５０年になる企業が、地元で美味し
い菓子を提供しようという思いからつくった可愛らしい店舗パーク。
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NATALIE 吊り梁のシルエットルーフ（アキュラホーム つくば支店）
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

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：Nacàsa & Partners　　設計協力：cloda.com10 / archi  黒田志寿子 構造設計： KMC 蒲池健　　施工：アキュラホーム 塚谷誠　　写真：FOTOTECA

〒305-0034　茨城県つくば市小野崎591-1
Tel.029-869-9610
http://artisanale.jp

〒104-0054　東京都中央区勝どき3-2-10-702
Tel.03-3531-7082 

〒305-0023　茨城県つくば市上ノ室967-1
Tel.029-887-5332　Fax.029-887-5332
http://iida-aa.com

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

Yocouchi&Co.株式会社 8d/遠藤康一建築設計事務所 

飯田貴之建築設計事務所 Live Haus建築設計所

郊外型建築・店舗建築の新たなあり方を提案する木造2階建の美容室。市街化が
進行する地域で、過去から未来への風景をつなぐ要素となる建築を目指した。
評価ポイント　開発が進む郊外の農業集落に景観的な秩序や場所の記憶の連続性を与え
ようときめ細かく企画・デザインされている。さまざまな営みを含み込む内外空間が魅力。
http://natalie-hairdesign.jp

地域の木材と人の力を結集して地域に根差す企業のあり方を表現した木造事務所。
吊り構造と梁要素を併せ持つ屋根は筑波山のシルエットを模している。  
評価ポイント　小さな材料を重ね合わせた大きな曲面屋根が木造建築の可能性を
拡張するとともに、画一的な市街地の風景に彩りを与えている。
［2018年度グッドデザイン賞］
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土浦協同病院附属看護専門学校 ソロー茨城 八郷ショールーム
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

写真：齋藤さだむ 設計：株式会社SUEP. 末光弘和　　施工：株式会社関根工務店

〒305-0817　
茨城県つくば市研究学園5-6-6 D12-510
Tel.029-861-8847　Fax.029-861-8848
https://kono-arc.com/

〒310-0022
茨城県水戸市梅香1-1-4 茨城県JA会館
Tel.029-232-2260　Fax.029-221-5326
http://www.ib-ja.or.jp/kouseiren/

〒315-0104　茨城県石岡市小見1048-1 
Tel.0299-57-1182
http://thoreau.cataloghouse.co.jp

株式会社河野正博建築設計事務所茨城県厚生農業協同組合連合会
株式会社カタログハウス ソロー事業部

協同病院の移転を機に併設された3年制の看護専門学校。より豊かで充実した学
生生活を送れるよう、人々の交流・活動を促す様々な場を設けた。
評価ポイント　構内セキュリティを確保しつつ、図書館や講堂を地域に開いて住民
も施設を活用できるよう、まちに開いたゲートと中庭を中心とした配置計画は秀逸。
［第31回茨城県建築文化賞議会議長賞］

http://www.tkkangaku.net/

森林資源を活用することで間伐を促し、日本の森を守ろうとする取り組み。その拠
点として地域材で建設されたショールーム。
評価ポイント　内外装の仕上げ材や下地材のほとんどを地域材でまかない、端材
はペレット燃料にする。建物のユニット化、工法も考慮された、資源利用と循環型
社会づくりを目指す優れたモデル。
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春霞の家 アシンメトリーの家 （筑西の家）
デザインセレクション部門
選定

デザインセレクション部門
選定

施工：株式会社関根工務店 監督 坂口正頼
ディレクション：株式会社郡司建築工業所 郡司政美
デザイン・施工：株式会社郡司建築工業所 古谷野健一

〒310-0852
茨城県水戸市笠原町1189-2グリーンヒル西野ビル2Ｆ
Tel.090-9961-7631
http://onosekkei.net/

〒312-0004
茨城県ひたちなか市長砂670-1 
Tel.029-285-8100　Fax.029-285-8221

〒308-0051　茨城県筑西市岡芹328
Tel.0296-22-3804　Fax.0296-25-3071
http://gunji-kenchiku.jp/

ono設計室 株式会社春海丸 株式会社郡司建築工業所

太平洋を望む松林に佇む平屋の別荘兼保養所。周囲の環境の美しさを引き立たせ、
人と自然を結ぶよりどころとなる建築。
評価ポイント　建物を雁行させることで生まれた凹凸や、土間、軒先が、内と外、人
と自然をゆるやかにつなぎ居心地のよい空間をつくり出している。海岸松林での
スケール感への配慮が秀逸。　　
［2018年度グッドデザイン賞］

八溝杉などの県産材を中心に木材を内外装にふんだんに使用した肌ざわりの優し
い住まい。地域でのローコストな家づくりのモデルケース。
評価ポイント　工務店が培ってきたノウハウを最大限に活用。コスト内でオリジナ
ル性の高いデザインを実現している。材料・工法からのアプローチが居住性向上
に寄与している。
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RINZA

テーマセレクション部門
知事選定／いばらきの逸品

〒311-0108　茨城県那珂市額田北郷133-2
Tel.029-295-8322　Fax.029-295-8322
http://nakamotomokkou.com/

中本木工研究所

茨城県産の杉の無垢材を削り出してつくられた正座椅
子。不用な部分を削り落すことで自然に形成された機
能性と美しさを併せ持つフォーム。

評価ポイント　材の木目と強度を活かす削り出しには高
い技術を要する。一本脚の形状は使用をさとられること
なく、体重を預けると自然と姿勢も美しく安定する。

http://nakamotomokkou.com/rinza/
杉、ウレタン製：27,000円～（税別）
杉、漆塗り：45,000円～（税別）
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駅名菓 トレンシェ

テーマセレクション部門
知事選定／いばらきの逸品

ディレクション：小佐原孝幸
WEBデザイン：浅野嶺
広告デザイン：川崎美波
コピーライティング：山田晴香
協力：ひたちなか海浜鉄道株式会社

e-mail. os@liberal-label.com

〒311-1231　茨城県ひたちなか市柳沢2831
Tel.029-264-1500　Fax.029-262-6200
http://hartcare-hamagiku.com/corporation.html

リベラルラベル

ハートケアセンターひたちなか

ひたちなか海浜鉄道の駅名標をモチーフにした焼き菓
子。湊線10駅に合わせた10種のフレーバーがあり、障
害福祉サービス事業所で丁寧に焼き上げられている。

評価ポイント　地域のコラボから生み出されたお土産品
が、障がいのある就労者の工賃アップにつながっている。
デザインの力で福祉現場の課題解決に取り組んだ好事例。

https://traincier.localinfo.jp/
1箱5個入り：1,620円（税込）
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ほしいもグラノーラ 梅酒八代セット （青梅・つゆあかね）
テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

デザイン：矢部佳宏 パッケージデザイン：美濃篤デザイン室 美濃篤

〒310-0063
茨城県水戸市五軒町3-2-61
Tel.029-221-4888
Fax.029-228-2850
http://www.taisei.ac.jp

〒312-0023　
茨城県ひたちなか市大平1-22-1 
Tel.029-273-7711
Fax.029-273-7742
https://www.hotel-crystal.co.jp/

〒113-0034
東京都 文京区湯島2-26-5 
藤井ビル 201 
info@innovationclub.jp
http://innovationclub.jp/

〒315-0045　茨城県石岡市高浜880
Tel.0299-26-4131　Fax.0299-26-6699
https://shiragiku-sake.jp

〒311-1301　茨城県東茨城郡大洗町磯浜町546
Tel.029-267-2069　Fax.029-266-3217
http://kk-yoshidaya.co.jp/

大成女子高等学校 ホテル クリスタルパレス一般社団法人i.club

合資会社廣瀬商店 株式会社吉田屋

地元の高校生が干し芋の新しい食べ方を提案した。ざくざく食感のグラノーラに 
やわらかな干し芋がマッチし、食べごたえも充分。
評価ポイント　干し芋を朝の食卓で、というアイディアが新鮮。高校生と地域事業者
が協働し特産品発信に取り組んだ成功事例。
https://www.hotel-crystal.co.jp/granola/
500円（税別）

「常陸乃梅」の吉田屋と日本酒の酒蔵「白菊」の八代目同士のコラボ商品。梅も酒
も米も、生産者の顔が見える県産を使用。
評価ポイント　老舗の明日を担う若手のこだわりと意欲が感じられる。やわらかな印
象のパッケージは女性にも喜ばれそう。
茨城おみやげ大賞2016 外国人OMIYAGE賞
1,830円（税別）
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生粋の生しょうゆ 「貴醤油」 herkka keramiikaシリーズ
テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

ラベルデザイン：株式会社ブレーンバンクス 小泉茂樹

〒300-0066　茨城県土浦市虫掛374
Tel.029-821-2400　Fax.029-823-5033
https://www.shibanuma.com/ 〒309-1626　茨城県笠間市下市毛1372-4

Tel.0296-72-0509　Fax.0296-72-0524
http://www.kasamayaki.co.jp

柴沼醤油醸造株式会社

株式会社向山窯

創業300年強の老舗が明治・大正の木桶で醸造した生粋の生しょうゆを最新の鮮
度保持ボトルで提供。県初のJAS最高品質「超特選」に選定。
評価ポイント　江戸時代に霞ケ浦を渡り江戸でしょうゆを販売した歴史をもつ企業
が、絞りたての風味をそのまま世界にも届けられる商品を意欲的に開発。
https://www.shibanuma.com/product/kisyoyu/
200ml：300円（税別）

笠間焼を限りなく薄く、軽く、見た目にも軽やかに仕上げた器。高い技術と工夫に
より、新しい笠間焼のイメージをつくりだした。
評価ポイント　分厚くて重い笠間焼のイメージを一新、手づくりでありながら量産技
術も確立し、販路拡大と新たなユーザー獲得を目指している。
460円～2,300円（税別）
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SAKAKAN CAFE Coworking & Café yuinowa

テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

リノベーション・リフォームデザイン： NIDO一級建築士事務所 飯野勝智

〒300-2707　茨城県古河市中田2161-7
Tel.0280-23-2682　Fax.0280-23-2682

〒306-0112 茨城県古河市東山田3039-2
Tel.0280-78-1101　Fax.0280-78-1039
http://kenticlin.org

〒307-0001 茨城県結城市結城531
Tel.0296-33-0073　Fax.0296-33-0073
http://www.emachiyuki.com/

〒307-0001　茨城県結城市結城531
結いプロジェクト事務局
Tel.0296-33-0073　Fax.0296-33-0073
https://yuiproject.jimdo.com/

SAKAKAN CAFE 一級建築士事務所のぶひろアーキテクツ

株式会社TMO結城 結いプロジェクト

築100年以上の「酒井家住宅」を改修した飲食店。地域に長く親しまれた旧街道 
宿場町の遺構を、新たに地域交流の核にする試み。
評価ポイント　使われていた構造材や調度品を内装に利用しつつ、現代的でシンプ
ルな要素も取り入れ、古民家改修の新しいかたちを提示している。

築90年の旧呉服店をリノベーションしたシェアスペース。地域に必要な仕事や 
コミュニティの輪を広げていくための拠点を目指している。
評価ポイント　イベントなど街づくり活動を継続してきた中で、日常的な交流や地域
での仕事創出の場が求められるようになり、自律的に生み出された。
http://yuinowa.jp/
コワーキング利用料金：300円/時間　1,000円/日　9,000円/月（税別）
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笠間陶芸修行工房 スタジオnido 丘の上のマルシェとオリジナルピクニックシート
テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

テーマセレクション部門
選定／いばらきの逸品

フライヤーデザイン：小林敦子（Atsuko Kobayashi）
ピクニックシートデザイン： nid-d.com 河野愛（Megumi Kouno）

〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子988 daigo front内
Tel.0295-76-8025　Fax.0295-72-4545
https://www.facebook.com/okanouenomarche

丘の上のマルシェ実行委員会

〒309-1792　茨城県笠間市中央3-2-1  
Tel.0296-77-1101　Fax.0296-77-1146
http://www.city.kasama.lg.jp

〒309-1661　茨城県笠間市下市毛45  
Tel.0296-72-1717

笠間市 有限会社山源奥田製陶所

茨城県立笠間陶芸大学校の卒業生に作陶・展示・販売環境を提供し、若い人材の
定住・創業を促進する事業。「nido」はイタリア語で「巣」の意味。
評価ポイント　歴史ある窯元が使わなくなった建物を提供、設備の管理も担いなが
ら、若手作家と交流し技術・技法を伝える役割を果たしている。
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page009495.html
  

毎年9月第一日曜日、大子広域公園を会場とし、大子町近隣のクラフト作家や飲食
店を集めたイベントを開催。交流人口の拡大を図っている。
評価ポイント　まだ知られていない観光資源や人にスポットライトを当てている。運
営者と出展者が趣旨を共有し協働してイベントをつくりあげている。
ピクニックシート：2,500円（税込）
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筑波山江戸屋390周年 高橋つづら店

テーマセレクション部門
奨励／いばらきの逸品

デザインセレクション部門
奨励

ディレクター：伊藤誠也　デザイナー： DAISKE NOMURA

〒300-4352　茨城県つくば市筑波728
Tel.029-866-0321　Fax.029-866-0716
http://www.tsukubasan.co.jp/ 〒305-0817　茨城県つくば市研究学園7-44-2

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

株式会社筑波山江戸屋

高橋つづら店

創業390周年を記念し、これまでのイメージを一新する
斬新なデザインの浴衣でプロモーション。
評価ポイント　柄の中に旅館に所縁ある絵や文字が隠
されている。今後の広がりに期待。

全国に3店舗しかないつづら店の一つ。技術継承のた
め、分業の制作を、一貫して手掛けている。
評価ポイント　日本の伝統的「日用品」を気軽に手に
取ってもらえるように工夫している。   
12,000円～（税別）

　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、“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。
　2018年度は5件が奨励となりました。

奨励について
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玄米のライスミルクジェラート 石岡鈴木牧場ヨーグルト （プレーン） さわらや農園の古代米甘酒

テーマセレクション部門
奨励／いばらきの逸品

デザインセレクション部門
奨励

デザインセレクション部門
奨励

デザイン開発支援：茨城県立笠間陶芸大学校・笠間市農政課

〒306-0401　茨城県猿島郡境町志鳥1063
Tel.0280-87-0272　Fax.0280-87-0272
https://fermier-honnete.shop-pro.jp

〒315-0009　茨城県石岡市大砂10383-1
Tel.0299-23-1730 　Fax.0299-23-1730 
https://www.facebook.com/ishiokasuzukifarm

〒309-1726　茨城県笠間市下加賀田12
Tel.0296-77-2337　Fax.0296-77-2337 

株式会社フェルミエ・オネット 石岡鈴木牧場ヨーグルト・チーズ工房
さわらや農園

地元青年農業者の有志が、玄米のライスミルクと農産物
をふんだんに使用してつくった贅沢なジェラート。
評価ポイント　特定原材料不使用・無添加で見た目に
も野菜がたっぷり。美味しくて健康志向。
500円（税別）

よい牧草づくりのために土作りにこだわり、健康な牛か
ら搾乳した安心・安全な生乳のみで作ったヨーグルト。
評価ポイント　消費者に良いものをという思いが感じら
れ、生産者や牛の姿が浮かび上がる商品。
480円（税込）

笠間産の古代米と呼ばれる赤米・黒米・緑米と県産の
米こうじのみをつかった、自然な甘さの甘酒。
評価ポイント　3つの味の違いが楽しめ、色合いも良く、
ギフトとしての可能性を感じる。
［茨城県農産加工品コンクール 平成27年度：緑米甘酒・
黒米甘酒が農林水産部長賞、平成29年度：赤米甘酒が
金賞（知事賞）］
400円（税込）
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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訪問診療用ユニット かれん EXハイブリッド
デザインセレクション部門
シリーズ選定

デザインセレクション部門
シリーズ選定

〒300-4297　茨城県つくば市寺具1395-1
Tel.029-869-2001　Fax.029-869-1083
http://www.king-ind.co.jp/

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

日本アイ・エス・ケイ株式会社 デンタル事業部 育良精機株式会社 省力機器事業部

歯科医院に行けない人たちのもとへ歯科医師が出向き、診療をおこなえる訪問診療
用ユニットが、業界初となるバッテリー駆動のコードレス型に発展。
評価ポイント　被災地での活動経験から、電源がない場所でも使えるバッテリー搭
載型を開発。また、構造・部品を徹底的に見直し、さらに小型軽量化した。
標準仕様：970,000円（税別）　バッテリー仕様：1,080,000円（税別）

自動で材料を供給する「バートップ」と、バートップの下部にすっぽり収まる「高圧
クーラント装置」により、フロアスペースの有効活用を図った。
評価ポイント　従来縦型だったクーラント装置を、全ての部品を低く小さくすること
で横型にし、給材機も再設計することで、省スペース化に成功。
1,830,000円～（税別）

以前に選定されたモノゴトが、コンセプトはそのままに改良や展開されている対象について、シリーズとして認めます。
本年度は、機能性を高めたもの、市場ニーズを見直しリデザインしたもの、事業の継続展開など4件が認められました。シリーズ選定について
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男女兼用ピアノシューズ 「ヘルメス」 常陸野ブルーイング品川 Beer & Cafe

デザインセレクション部門
シリーズ選定

テーマセレクション部門
シリーズ選定／いばらきの逸品

〒104-8238　東京都中央区銀座5-15-1 南海東京ビル416
Tel.0297-84-1246
https://littlepianist.jp/

〒311-0133　茨城県那珂市鴻巣1257
Tel.029-212-5111　Fax.029-212-5115
http://kodawari.cc

〒310-0024　茨城県水戸市備前町6-73 NKビル2F
Tel.029-231-5755　Fax.029-300-7567
https://www.eos-archi.co.jp/

リトルピアニスト株式会社 木内酒造合資会社 EOS建築事務所

靴紐タイプのピアノ演奏用シューズ。「ペダル操作がしやすい」「ステージ上で足音
が響かない」などピアノ演奏に求められる特性をクリア。
評価ポイント　「男の子用のピアノシューズを」という親の声から開発。既存の女性
用の靴底金型を流用し、ユニセックスモデルを完成させた。
21～22cm：18,500円（税別）　22.5～25cm：21,500円（税別）

「常陸野の風土を味わう」をコンセプトに茨城の魅力を発信するビアカフェ。流通 
過程で出る木製の廃パレットを磨き直し、インテリアに再利用。
評価ポイント　自社ブランドの確立とともに、常陸野・茨城の食の豊かさを県内外、
さらには海外にも積極的に発信し続けている。
https://hitachino.cc/visit/shinagawa
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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

藤代 範雄 秋元 淳 石川 俊祐

川又 俊明一ノ瀬 彩

日野 明子

ミック・イタヤ原 忠信

吉田 周一郎
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

AnyTokyo Partner
AnyProjects CoFounder
BCG Digital Ventures 
Head of Design

Think Sync inc. CEO
クリエイティブ・プロ
デューサー

茨城大学 工学部都市 
システム工学科 助教

スタジオ木瓜 代表

ビジュアルアーティスト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30年6月20日～7月31日まで公募を行い、129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8月6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28日、デザインセレク
ション部門：８月29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“いばらきの逸品”では、特に次の点に注目しま
した。
・事業、商品の背景とコンセプト、ストーリーに整合性があり茨城らしい。
・伝えるための提供のカタチ（パッケージやプログラムなど）に魅力と工夫がある。
・茨城の地域価値の創出につながる取り組み、デザインである。
・地域社会の課題をよりよく解決しようとしている。
・茨城県内のみならず、県外、海外への発信力や伝わる魅力を有する。

協力：茨城県産業技術イノベーションセンター

蓮見 孝博士［デザイン学］

箕輪 浩徳

筑波大学 名誉教授
札幌市立大学 特任教授

茨城県産業戦略部参事
兼産業政策課長

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
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笠間工芸の丘
食品やクラフトを中心に、過去選定品（一部）を
販売しています。
〒309-1611 茨城県笠間市笠間2388-1
Tel.0296-70-1313　Fax.0296-70-1311
www.kasama-crafthills.co.jp
営業時間：10：00‐17：00
定休日：月曜日（祝日・連休の場合は翌日）・年末年始

回廊ギャラリー門
クラフトを中心に、いばらきデザインセレクションの
展示販売コーナーがあります。

〒309-1611 茨城県笠間市笠間2230-1 芸術の森公園前
Tel.0296-71-1507　Fax.0296-71-1508
www.gallery-mon.co.jp
営業時間：10：00‐18：00　定休日：無休（年末を除く）

いばらきデザインセレクション 販売店の紹介

※取扱商品については各店舗にお問合せください。

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。



茨城県
茨城県デザインセンター
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