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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15回目を迎えます。

公募期間：令和元年5月31日～7月19日

 102件125社（個人を含む）の応募

一次審査（書類選考）：令和元年7月29日　於 茨城県デザインセンター

二次審査（現品選考）：令和元年8月26日 テーマセレクション部門

  令和元年８月27日 デザインセレクション部門

  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。

□ 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持っていること。

以上の基準をすべて満たしていること。

知事選定 … ５件　　　　選定 … 20件　　　　奨励 … 4件　　　　シリーズ選定 … ４件

主催：茨城県、株式会社ひたちなかテクノセンター

事務局：茨城県デザインセンター

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。

審査概要

審査基準

審査結果

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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　「いばらきデザインセレクション」は今年15回目を迎え、選定総数は465件（奨励含む）

となりました。県内各所や東京銀座の県アンテナショップ「IBARAKI sense」などで、バラ

をモチーフにした選定マークをよく見かけるようになっています。この制度は、1997年に創

設された茨城県デザインセンターが毎年開催している「いばらきデザインフェア」の一環と

して、茨城のすぐれたデザインを推奨し社会発信することにより地域産業の発展を支援しよ

うとするものです。とくに3.11の震災以降は、60年以上の歴史をもつグッドデザイン賞とも

連携してきました。

　2005年の第1回以降、毎回多分野から多くの意欲的な応募をいただき、今回も応募総数

は100件を超えました。厳正で公平な審査をおこなうために、11人の審査員の内6人は県

外の専門家としています。また2部門にはそれぞれに部門長をおき、審査委員長は審査に

加わらず客観的立場から最終判断をおこなうことにしています。

　2015年より、いばらきデザインの特質と個性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「茨城のチカラ」。全国・世界に

力強く地域を発信できる質の高いデザインが選ばれました。また一昨年度から設定した「シ

リーズ選定」は、選定以降に意欲的に改良が加えられたり発展性が見られるものが選ばれ

ました。

　デザインという概念はラテン語に由来し、「こころをかたちにすること」と意味づけられま

す。近年は、「デザイン思考」や「デザインドリブンイノベーション」など、デザインが持つ

特異性や機能が世界的に注目され、広くビジネスや医療などにも活用されるようになってい

ます。よりすぐれたデザインの創出をめざす多くのみなさんとともに、「こころが宿るデザイ

ン」の振興活動を、茨城県を中心に広げていきたいと願っています。

デザインセレクション部門 テーマセレクション部門

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

AnyProjects Founding Partner 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

株式会社 shushi architects代表取締役

オブザーバー： 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 営業部事業課 課長 竹川英介
 三菱地所・サイモン株式会社 あみプレミアム・アウトレット マーケティング担当 高橋知穂

伊佐間 久
茨城県産業戦略部産業政策課 課長

両部門審査委員

蓮見 孝博士［デザイン学］
筑波大学 名誉教授
札幌市立大学 名誉教授

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 

ごあいさつ

蓮見 孝

いばらきデザインセレクション 2019
審査委員長

部門長 部門長

審査委員長
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えんがわ薬局
株式会社美鈴

水戸芸術館の北に位置する病院に併設された調剤薬局。

駐車場から病院までのアプローチをえんがわに見立て

てベンチや小鳥を呼び寄せる水盤を設置。都市の中の

小さな緑のなごみ空間に仕立てた。

 通院患者や家族の心が少しでも軽くなる

ようにとの設計者の思いがかたちとなった新しいコン

セプトの薬局。ゆったりと腰かけながら植栽豊かな小さ

な庭を眺めるホッとできるひとときが味わえる。

ono設計室

造園：舘造園 舘国雄、舘悦子／家具：家具工房REWCRAFT 長谷川利雄
ロゴサイン：佐藤情報デザイン 佐藤鎌一／施工：葵建設工業 監督 手塚伸明

〒 310-0063　水戸市五軒町 2-1-37　Tel.029-303-6670　http://www.lifeaid-misuzu.co.jp　

〒 311-4146　水戸市中丸町 486-10　Tel.090-9961-7631　http://onosekkei.net/

 えんがわ薬局 4

 くくや台幼稚園 5

 コードレスバリアフリーパンチャー 5

 パーツブロークリーナー 6

 歯科診療ユニット ANEILE 6

 焼成コントロールに優れた陶芸用ガス窯 6

 岩間地区地域交流センター あたご 6

 山王歯科 変わりゆく景色がある歯科医院 7

 かみす防災アリーナ 7

 筑西の住宅 7

 納豆保湿スキンケア （せっけん・ローション・フェイスローション・ジェル） 8

 濃いアーモンドみるく 8

 黒こだますいかリキュール 8

 輿都屋の漬物ギフトセット 8

 森のやさしいセンタク 9

 竹 コーヒードリッパー 9

 燻製醤油・蔵 CAFÉ‐糀の力‐ 9

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・仕組みのデザインなど、

デザインが具現化されたあらゆるモノゴトが対象。
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コードレスバリアフリーパンチャー

くくや台幼稚園

育良精機株式会社 工具事業部

学校法人小池学園 くくや台幼稚園

充電式の穴あけ工具。コードレスなので電源がない場

所や狭い場所での作業性が高い。天井際や壁際などで

も、状況に応じてヘッドの角度とモーターの向きを調整

することで障害物を回避しながら穴あけ作業ができる。

構造材に茨城県産製材を100％用いた木造平屋建て

の私立幼稚園。構造を工夫し住宅用の流通製材を活用

したことで高い経済性とデザイン性を両立させた、メン

テナンス性にも優れた木造園舎のモデルケース。

 36Vバッテリー搭載によりコードレスでも

100Vに負けないハイパワーを実現。位置合わせプレー

トにガイド機能を取り入れたことで素早く位置合わせが

可能。使い手のニーズをくみ取った優れたデザイン。

 各教室は閉じた空間でありながら園全

体としては開かれた一体感のある心地よい空間がつく

りだされている。隣接する公園が借景の役割を果たす

など周辺環境をうまく活用している。

Live Haus建築設計所

飯田貴之建築設計事務所 写真：中山保寛

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

〒 306-0042　古河市三和 176-5　Tel.0280-48-3223　http://kukuyadai.jp/

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

〒 305-0023　つくば市上ノ室 967-1　Tel.029-845-7343　http://iida-aa.com

430,000円（税別）
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パーツブロークリーナー

歯科診療用ユニット ANEILE

焼成コントロールに優れた陶芸用ガス窯

岩間地区地域交流センター あたご

育良精機株式会社 省力機器事業部

日本アイ・エス・ケイ株式会社 
デンタル事業部

株式会社大築窯炉工業

笠間市

株式会社河野正博建築設計事務所

〒300-4297　つくば市寺具1395-1
Tel.029-869-1212　
http://www.ikura.com/bartop-index.html

〒300-4297　つくば市寺具1395-1
Tel.029-869-2001　http://www.dental-king.com/

〒309-1611　笠間市笠間2192-5　
Tel.0296-72-1444　http://www.daichiku.jp/

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

〒305-0817　つくば市研究学園5-6-6 D12-510
Tel.029-861-8847　http://www.kono-arc.com/

エアブローと吸引を一体化したパーツクリーナー。部品

の切削加工後に切削油や切紛を除去するためのコンパ

クトなツール。エア駆動なので油への引火の恐れがな

く安全。

患者さんの乗り降りや洗口などの負担軽減を最優先

に考えた歯科診療ユニット。座面が低くフラットなので、

高齢者や子どもも楽に乗降できる。うがい鉢が顔に近

く使いやすい。

複数本のバーナーを個々に熱量調整する技術により窯

内の温度差を従来の1/3にした陶芸用ガス窯。動線に

配慮した操作部や繊細な操作ができる扉など、機能性

に優れる。

岩間駅に近く愛宕山を望む交流センター。人々が集い

交流が生まれるえんがわをイメージし、広場と建物の一

体的活用を図った。地場の県産材、稲田石、笠間焼を

用いている。

 エアブローと吸引を同時に行なうため、

油を吹き飛ばしつつ周囲への飛散を防げる。安全性が

高くコンパクト設計、キャスター付きで機動性も高い。

 優しい印象のデザインで患者の歯科診

療への恐怖心を和らげてくれる。座面を38㎝まで下げ

られるので高齢者や子どもも安全に乗り降りできる。

 焼き物の街・笠間で30年にわたりさま

ざまなニーズに応えてきたノウハウを活かした製品。焼

成コントロール精度の向上により、失敗が減り温室効果

ガス削減にもつながっている。

 駅との景観的統一感が配慮され、愛宕

の山並みを連想させる屋根の勾配が地域に溶け込もう

とする施設の姿を表している。広場、えんがわ、屋内

をつなぎ多様な使い方ができる。

オープン価格

2,800,000円～（税別）

平成26年度 オンリーワン技術開発支援事業
（受託研究）テーマ名「焼成コントロールに優れた
低価格改良型ガス窯の試作開発の性能評価」：
茨城県立笠間陶芸大学校
エネルギー有効利用のための指導と助言など：
産業技術総合研究所つくばセンター
認定支援機関：笠間市商工会

仕様により1,000,000円～（税別）

https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/atago/
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山王歯科 変わりゆく景色がある歯科医院

かみす防災アリーナ

筑西の住宅

医療法人隆仁会 山王歯科

設計・デザイン：株式会社andHAND建築
設計事務所 飯島洋省
設計：株式会社andHAND建築設計事務所 
鈴木晴人
写真：堀内広治

写真：山岸剛

株式会社andHAND建築設計事務所

神栖市

設計：清水建設・梓設計 設計共同企業体 鈴木
教久、牧住敏幸、若杉晋吾、加藤洋平、重松
英幸／インテリアデザイン：㈱フィールドフォー・
デザインオフィス 代田哲也、石津麻衣、榊竜太、
田中静香／グラフィック・サインデザイン：㈱
OKデザイン室 大内かよ／家具デザイン：岩沢
兄弟　岩沢仁、岩沢卓／照明デザイン：ぼん
ぼり光環境計画㈱ 角舘まさひで、竹内俊雄／
インナーランドスケープデザイン：古谷デザイン
㈱ 古谷俊一／コミュニケーションデザイン：㈱
studio-L 洪華奈／写真：中山保寛写真事務所

株式会社伊藤暁建築設計事務所

株式会社田中工務店

〒309-1246　桜川市高森1027
Tel.0296-48-6601　https://sannoh-dental.jp/

〒305-0033　つくば市東新井29-13　　　　
Tel.029-855-3055　https://www.andhand.co.jp/

〒314-0192　神栖市溝口4991-5　　　　
Tel.0299-77-7495　www.city.kamisu.ibaraki.jp/

〒142-0062 東京都品川区小山4-7-15 
 石神ビル2F　
Tel.03-6421-5312　http://www.satoruito.com

〒308-0847　筑西市玉戸1049-2　
Tel.0296-28-5311　
http://www.tanakakoumuten.co.jp

北側に幅27ｍの開口部が設けられ、診察台から庭の

四季折々の草花と、整備予定の公園を望むことができ

る。深い格子型の梁が包まれたような安心感を患者に

与える。

「もしも」のときも、「いつも」のところへ。との考え方

に基づき、災害時は防災拠点施設として、平常時には

芸術文化・スポーツ活動等を通じてにぎわいを創出す

る地域交流拠点となる施設。

築90年ほどの蔵を解体・移築し、住宅として再構成。

蔵という閉鎖性の高い建物を住宅という開放性を要す

る建物に改編し、外部との繋がりに配慮している。

 四季折々の景色を楽しめ、リラックスし

て治療を受けられる歯科医院。北側に開口を設けたこ

とで、太陽の位置に左右されない眺望とともに、診察

に欠かせない光も確保した。

 市民が心地よく使える地域交流拠点であ

りながら、防災施設となることも想定し、設備から家具

まで災害時の利用転換を考慮した設計がなされている。

 古きものの良さを誇張することなく、古

材を適切に活用しながら、必要な場合は適宜新材への

入れ替えや継ぎ足しを行ない、現代的で快適な生活の

場として再生している。

［2019年度グッドデザイン賞］
https://www.kamisu-arena.com/

［2019年度グッドデザイン賞］
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濃いアーモンドミルク

黒こだますいかリキュール

輿都屋の漬物ギフトセット

筑波乳業株式会社

株式会社コバヤシリカー

輿都屋

〒315-0025　茨城県石岡市泉町6-1
Tel.0299-24-2114　http://www.tsukuba-milk.co.jp/

〒305-0821 つくば市春日1-3-8
 クオラフィラーレつくば学園都市504　
E-mail. m.f.v98@icloud.com　Web準備中

〒308-0865　筑西市山崎838　　　　
Tel.0296-22-6241

「アーモンドのおいしさも栄養もそのまま」のアーモン

ドを原料とした植物性ミルク。他社と比べて圧倒的に

粒数が多く、「濃い」ミルクとなっている。添加物不使

用の低糖質タイプも新登場。

桜川市の名産・黒こだますいかの搾汁を、つくば市の

銘酒・稲葉酒造の「男女川純米吟醸」とブレンドして

つくられたスッキリ味のすいか色リキュール。

自家栽培した旬の野菜を主な原料に、代々受け継がれ

る製法でつくる化学調味料、着色料、保存料不使用の

漬物ギフトセット。若い世代にもアピール出来るデザイ

ンを工夫。

 植物性ミルクへの関心が高まりつつある

中、本物志向の商品開発を行ない、国内では普及して

いないアーモンドミルクの商品性が伝わりやすいブラン

ディングを行なっている。

 ストレートでインパクトがあるラベルデザ

インは好感が持てる。地元の名産品をお酒にしたいと

企画し、さらに販売のために会社まで設立した心意気

は評価できる。

 旬の野菜を季節ごとに少しずつ楽しめる

うれしいギフトセット。余分なものを使わない製法への

こだわりがパッケージデザインにも表れたスッキリと爽

やかなデザイン。

［TOPAWARDS ASIA 2018年1月「HEALTH」］
1000ml：715～770円　125ml：138円（税別）

2,950円（税込）

3,000円（税別）

ディレクション・コピー：
株式会社フロンテッジ 山際良子
デザイン：
株式会社color.  シラスノリユキ
プロデュース：
株式会社フロンテッジ 滝澤絵美
アカウンティブエグゼクティブ：
株式会社フロンテッジ 宇津木大五

デザイン：ふるやまなつみ

ロゴ、ラベルデザイン、リーフレット等：
yabustyle 矢吹由香里
ギフトボックス、レイアウト、トータルデザ
イン：輿都屋 野口将範

納豆保湿スキンケア （せっけん・ローション・フェイスローション・ジェル）

株式会社鈴木ハーブ研究所

筑波大学芸術系 ローカルデザイン研究室

〒319-1112　那珂郡東海村村松2461　　　　
Tel.029-282-8881　http://s-herb.com

〒305-8577 つくば市天王台1-1-1
 筑波大学芸術学系棟B332　
Tel.029-853-2829

納豆に含まれる保湿成分に着目したスキンケアシリー

ズ。創業者が娘のアトピーを治すために開発したという

創業のきっかけとなった商品のデザインを海外展開も

見据えて刷新した。

 白を基調とする中に納豆を連想させるモ

チーフを配置し清潔感のあるパッケージになっている。

開発に至った経緯や納豆産地である茨城発というストー

リー性も好ましい。

ディレクション：
筑波大学大学院 市川由佳、大井直人
デザイン：
筑波大学 小山莉瑛子、窪田千莉
印刷：有限会社ティー・ウェイブ

せっけん：1,500円 ローション：1,800円 フェイス
ローション：2,800円　ジェル：3,000円（税別）
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竹 コーヒードリッパー

燻製醤油・蔵CAFÉ‐糀のちから‐

森のやさしいセンタク

みむら ファーム 工房

有限会社黒澤醤油店

有限会社川井材木店

もりとわ

〒309-1611　笠間市笠間1864-2　　　　
Tel.090-1452-3635

〒312-0012　ひたちなか市馬渡1260　　　　
Tel.029-272-3776　http://www.fujini-shouyu.co.jp

〒319-3366　久慈郡大子町大字大沢1238
Tel.0295-74-0385

https://moritowa.themedia.jp

孟宗竹細工の技を生かしたコーヒードリッパー。かつて

竹細工が盛んだった地域の記憶を呼び戻し、現代的な

製品の開発に取り組むことで技術の継承・竹林保全を

図っている。

伝統的な杉の木桶で醸造した醤油をこだわりの製法で

仕上げた燻製醤油の開発や、移動式店舗による醤油ス

イーツの販売など、活発な活動に取り組んでいる。

両面加工により、利き手を選ばず使える洗濯板。仕上

げは手作業で行う。材木屋とママたちが使い道のなかっ

た材をいかし、森・川・海へとつながる自然の循環と

暮らしのセンタク（選択）を意識した。

 ざるや籠を編んでいた技術を活用し竹

細工の美しさを現代の生活に合った製品の中に表現し

た。竹活用の新しい方向性を前向きに模索している。

 明治創業の老舗醤油蔵が茨城県産木桶

で1年館熟成させる伝統醸造法を守りながら、新商品

開発や新たな事業展開に積極的に取り組む姿は力強い。

 赤ちゃんや子どものものを洗うことを想

定したかたち。小さいサイズで子ども自身にも使いや

すい。木という素材に触れることで、森を守ることを考

えるきっかけになる道具＝教材。

10,000～20,000円（税込）

燻製醤油：1,620円（税込）

樹種により 2,000円（税別）～
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木内酒造 八郷蒸溜所

筑波山麓の豊かな大地で木内酒造が県内農家と栽培

に取り組んでいる大麦を用いて醸造・蒸溜する国産の

クラフトウイスキーの蒸溜施設。石岡市八郷地区の旧

公民館を改修し観光拠点としても活用する。

 既存の旧施設を改修したウイスキー蒸

溜施設には、見学コース・試飲スペース・販売所を併

設。近隣の茨城県フラワーパーク、「Yasato deトレタ」

レストランとの一体化も図る時間軸を持ったワイドなス

ケールの構想。

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

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

木内酒造合資会社

EOS建築事務所 写真：齋藤さだむ

 木内酒造 八郷蒸溜所 10

 根本茶寮 手揉み茶ボトリングティー 11

 八百屋cafe ツチノコ 11

 お休み処 坂長 11

 ほしいもBASE TAKASHIYA 【HIB】 12

 会いたくなるんだ、あの人に　潮来・行方まちの人MAP 12

 糸つむぎスターターズキット 12

 つづら （西ノ内和紙仕上げ） 12

 いばらき農家の納豆 13

 カルウメヤキ 13

 小さな干しいもの商品化と子育て世代の働き方デザイン 13

 大子デパート 13

テーマセレクション部門

2019年度テーマ「茨城のチカラ」

茨城の地域資源や人々の持つ力と可能性をデザインし、

茨城の地からの積極的な発信に取り組むモノゴトが対象。
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根本茶寮 手揉み茶ボトリングティー
有限会社ネモト お茶の根本園

熟練の茶職人が8時間かけてわずか200gしかできな

い手揉みの茶葉を用いた贅沢なボトリングティー。独自

のコールド抽出製法により、無添加で旨味と香りを凝縮

している。特別なシーンで味わうことを想定した商品。

 手揉み茶職人が減る中、希少な茶葉を

高付加価値で商品化するブランディングは、伝統製法

と技術の継承にもつながる。ボトルを開けグラスに注

げば、グローバルに誰でもが至福の銘茶を味わうことが

出来る。

〒306-0504　坂東市生子3522　
Tel.0280-88-0241　http://nemoto-saryo.com/

八百屋cafe ツチノコ

お休み処 坂長

八百屋 cafe ツチノコ

サンキュウ農園

coba設計

株式会社雪華

〒311-4344　東茨城郡城里町上圷575-7　　　　
Tel.029-277-4403　Twitter：@cafetsuchinoko

〒311-4344　東茨城郡城里町阿波山1153-1　　　　
Tel.029-289-4751　http://39farm.com

〒310-0851　水戸市千波町1286-8　　　
Tel.090-4837-8727　http://coba-architect.com

〒306-0023　古河市本町1-3-24　　　　
Tel.0280-31-7611　http://www.yukihana.com/

有機野菜の生産者が運営する野菜の直売所兼カフェ。

地域の空き店舗を自ら改修した空間に年間50品目の

野菜を置く。中央の大テーブルでは、絶妙な距離感で

会話を楽しめる。

古河城の文庫蔵を移築したと伝えられる商家を活用し

た複合施設。ギャラリーやホール、資料室、飲食、物販、

シェアスペースなどがある。歴史を伝えヒト・モノ・コ

トを発信する場。

 農業をしながら週3日開く店。農業と小

売り、飲食業が一体となり、生産者と消費者との対面コ

ミュニケーションが生み出される、小さな６次産業の意

欲的な取り組み。

 観光周遊スポットの機能に加え、地域住

民に向けた物販やシェアスペースの運営なども行なう。

さまざまな人が利用できる仕組みにより地域のサードプ

レイスの役割を担っている。
平成12年登録有形文化財
平成24年茨城まちづくりグリーンリボン賞受賞
平成25年まちづくり功労者国土交通大臣表彰受賞
http://sakacho.com

30,000円（税別）

ロゴ ・冊子制作・デザイン担当：荻原和也
写真：吉田正志郎、日宣メディックス 近藤
敬子
飲食事業：Sane café赤羽根実
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糸つむぎスターターズキット

つづら （西ノ内和紙仕上げ）

本場結城紬振興事業実行委員会

高橋つづら店

〒307-001　結城市結城1360-1
Tel.0296-33-2333
https://www.yuki-tsumugishinko.com/

〒305-0817　つくば市研究学園7-44-2
Tel.029-845-4783　http://takahashi-tsuzura.com/

結城紬の材料となる手つむぎ糸が、年齢や場所に関わ

りなく携われる仕事であることに着目し、初心者でも容

易に始められるキットを開発。全国各地の希望者にレ

ンタルし、糸を産地で買い取る仕組みをデザインした。

伝統的なつづらを現代的なリビングにもなじむデザイ

ンに一新。竹、西ノ内和紙などすべて茨城県産の材料

を用い釘を糸に変更して、白基調のシンプルなデザイ

ンに仕上げた。

 産地の糸のつむぎ手が減る中、全国レ

ベルで人材発掘を行なっている。ライフスタイルの変

化や幅広い年齢層に対応するため、従来正座でしかで

きなかった作業を椅子に座ってできるように改良する

などの工夫をしている。

 これまでのつづらの印象を一新する新

鮮な佇まい。和風から洋風までさまざまな空間にも馴

染みそうな温かみのあるかたちを前に、「どういう使い

方をしようか」と想像がふくらむ。

28,000円（税別）

ほしいもBASE TAKASHIYA 【HIB】

会いたくなるんだ、あの人に　潮来・行方まちの人MAP

ほしいもBASE TAKASHIYA 【HIB】

行方交流圏協議会

〒312-0012　ひたちなか市馬渡3737
Tel.080-9096-1110　
https://hib-takashiya.com/

〒311-3892　行方市麻生1561-9　
Tel.0299-72-0811
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/chikei/keikaku/
namegata/namekyo.html

自身の経験やバックボーンを活かし、商品から直売店

舗の内外装、原料倉庫に至るまで全てをアメリカンガ

レージテイストでコーディネートした、斬新な干し芋ブ

ランディング。

「あの人に会いたいなぁ」と思わせる、潮来・行方の

魅力的な地域の「顔」をイラストで紹介するマップ。 

来訪者と地域住民が触れ合うきっかけをつくり、交流

人口増を目指す。

 既存の干し芋のイメージをくつがえす印

象的なデザイン。口コミで広がり、直売店舗をバイク

ツーリングの目的地として県内外から来訪者がやってく

る観光スポットにもなっている。

 写真ではなくあえてイラストを用いるこ

とで、人柄や雰囲気がよく伝わってくる。観光地のニー

ズが「モノ」消費から「コト」消費へと変化する中、新

しい観光ツールのあり方を提示している。

ホワイトシングル（平干し）860g：2,100円（税込）

https://www.facebook.com/namegatakoryuken/

ディレクション・デザイン・取材：
潮来市 沼田あゆみ、行方市 松木直人
ディレクション・デザイン：
潮来市 森山健吾、行方市 内田恵子、
茨城県 西野晴美
デザイン：有限会社時の広告社
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小さな干しいもの商品化と子育て世代の働き方デザイン

大子デパート

いばらき農家の納豆

カルウメヤキ

干しいも工房 しんあい農園

大子デパートプロジェクト

有限会社菊水食品

大成女子高等学校

株式会社きくち

一般社団法人i.club

株式会社 吉田屋

〒312-0003　ひたちなか市足崎433－2　　　　
Tel.029-285-0180

〒319-3526　久慈郡大子町大子734　
Tel.0295-72-0176　http://daigo-depart.com/

〒316-0023　日立市東大沼町4-29-11
Tel.0294-52-5443　http://kikusuigold.com/

〒310-0063　水戸市五軒町3-2-61
Tel.029-221-4888　http://taisei.ac.jp

〒312-0052　ひたちなか市東石川3142-5
Tel.029-274-2121　https://www.kikuchi-okashi.com/

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

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

規格外となってしまう小さな干し芋をサイズ感を活かし

てパッケージング。託児環境も整備し、柔軟に就労で

きるシステムをつくり、人手不足の一次産業と働きた

い子育て世代をマッチングさせた。

大子町の中心市街地商店街を「デパート」という集合

体として捉え、レトロな味わいを生かして一体的なイベ

ント企画、web整備、マップの作成やファサードの整備

などを行なっている。

茨城県内の6農家が農薬・化学肥料・除草剤を使わず

に栽培した地大豆を用い、納豆職人が品種ごとの特性

に合わせた製法で仕上げた極上納豆。パッケージには

6組の生産者のイラストが並ぶ。

カルメ焼きのようなサクサクした食感の後に、梅の味が

ふんわり香るお菓子。茨城の梅を見て食べて楽しんで

ほしいという思いから、県の梅ブランド「常陸乃梅」を

使用している。

 ライフスタイルに合わせた働き方を望む

託児の有資格者のニーズを掘り起こし、託児と袋詰め

の仕事を柔軟に選べるシステムを構築するなど、子育

て世代の働き手のための様々な工夫がなされている。

 商店街の若手が中心となって街の財産、

歴史を掘り起こし、アナログとデジタルの両面から利用

者に積極的にアプローチし魅力発信しようとしている。

 茨城の食の豊かさ・多様性・人の魅力

が名産品である納豆の味とパッケージに集約・表現さ

れている。首都圏の顧客にも印象的に魅力発信できる

インパクトのあるデザイン。

 地元の高校生が地元企業と協働して企

画開発。梅の食感を苦手とする人が一定数いるという

判断から、サクサク食感に仕上げた手土産にも適した

軽く愛らしい商品。

1袋：700円（税別）

1,710円（税別）

680円（税込）

デザイン：
株式会社文化メディアワークス 佐藤正和、
エスプレッソデザイン 根本正義、
design3 岩間琢哉

デザイン：ふるやまなつみ

パッケージデザイン：
OZ.FACTORY 小堤晶子

ディレクション：daigo café 笠井英雄、
小崎陶器店 小崎武広
ディレクション・グラフィックデザイン・
Webデザイン：咲くカフェ 櫻山啓三郎
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岩井眼鏡店 オリジナルフレーム『岩井眼鏡製作所 KM-01B』

病院の顔づくりプロジェクト
公益財団法人筑波メディカルセンター 
筑波メディカルセンター病院

特定非営利活動法人チア・アート

岩井眼鏡店の前身、岩井眼鏡製作所時代に作られて

いた昭和20年代当時の型を元に、現代の技術で最高

品質の眼鏡フレームを復刻展開するKMシリーズの第

4弾。2017年に第3弾までが選定されている。

来院する人を迎える「病院の顔」であるエントランスを、

県産材の檜を用いて温かみのある空間に改修したプロ

ジェクト。病院職員、建築系学生、地元木工所が協働。

関連する活動と空間が2011年と2015年に知事選定さ

れた。

 時代を超えて受け入れられるタイムレス

なデザインだが、ただ単に復刻するだけでなく細かな

改良を加えることでより良いものとして現代に送り出し

ている。

 2007年から10年以上に渡り、アートや

デザインを活用した院内環境改善に取り組んできた。

産学連携により、病院をやさしく丁寧に時間をかけて

改修した発展的な事例。

〒306-0022　古河市横山町2-8-9　Tel.0280-32-1649　https://www.iwaimeganeten.com

〒305-8558　つくば市天久保1-3-1　
Tel.029-851-3511　http://www.tmch.or.jp/hosp/

〒305-8574　つくば市天王台1-1-1 筑波大学芸術学系棟　
Tel.090-6475-3954　https://www.cheerart.jp/

岩井眼鏡店

デザイン：筑波大学adpチーム「パプリカ」、貝島桃代
プロジェクトマネジメント：特定非営利活動法人チア・アート
岩田祐佳梨、今村明日香
木工造形物施工：草苅木工株式会社 草苅宏明
サイン施工：株式会社ヤグチアート 谷口高志

100本限定生産（全3色）：28,000円（税別）
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ひたちなか市観光案内板

結い暖簾
結いプロジェクト

ひたちなか海浜鉄道の駅名標としてデザインされたピ

クトグラムを、ひたちなか市内の観光スポットを紹介す

る観光案内版にも活用。駅名標を生んだアートプロジェ

クトが2015年に選定、同じコンセプトのデザインを用

いた菓子が2018年に知事選定。

地域のクリエーターが制作した暖簾を結城市内の商店

や公共施設に掲げるプロジェクト。元々あった老舗の暖

簾と結い暖簾が景観の連続性を生む。関連プロジェク

トが2014年に知事選定、2018年に選定。

 地域活性化団体みなとメディアミュージ

アム実行委員会とM4が協力した綿密なリサーチを経て、

3年をかけてかたちとなった広範囲に渡るデザインプロ

ジェクト。

 商業都市として発展した結城の街を彩

る新旧の暖簾。制作過程で商店主、市民、クリエーター

の交流が生まれ、暖簾を新調する店もあったりと賑わ

いの連鎖が生まれている。

〒312-8501　ひたちなか市東石川2-10-1　
Tel.029-273-0114　https://www.city.hitachinaka.lg.jp

E-mail. os@resourcegram.jp

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目11番1号 
 宝塚大学内みなとメディアミュージアム事務局　
https://minato-media-museum.com

〒307-0001 結城市結城531 
 株式会社TMO結城 結いプロジェクト事務局
Tel.0296-33-0073　http://yuiproject.jimdo.com

ひたちなか市

小佐原 孝幸

みなとメディアミュージアム実行委員会

［茨城県商店街活性化コンペ事業最優秀賞「結い暖簾で街びらき」］

デザイン：小佐原孝幸
リサーチ：
みなとメディアミュージアム実行委員会、常磐大学 M4
施工：株式会社イーナ

ディレクション：結いプロジェクト
暖簾デザイン：安生成美、江連判子店、小倉まこと、
きのしたみちこ、小春あや、shooco、ナカムラマリ、ミヤタユキ、
武藤夕佳、山中庸子、juno、rico、結いプロジェクト
ロゴデザイン：DIVE小池隆夫

シリーズ選定について

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。

本年度は事業を継続展開しているデザイン４件が認められました。
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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：
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IBARAKI DESIGN 
FAIR 2019-2020
いばらきデザインフェア 2019-2020
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2019”で
選定された商品等について、各所で展示や販売イベントを開催します。

いばらきデザインフェア in阿見
2019. 12/14（土） 　15（日）10：00 - 17：00

会場：あみプレミアム・アウトレット　
 フードギャラリー イベントスペース 
 稲敷郡阿見町よしわら 4-1-1

いばらきのデザインに触れる２日間。ぜひ手に入れて、体験して。

いばらきデザインフェア in銀座
2020. 1/11（土） 　15（水）10：30 - 20：00

会場：IBARAKI 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
厳選されたいばらきのいいものが勢揃いのイバラキセンスで、
2019年の選定品を販売します。

IDS15th記念
いばらきデザインミーティング
これからの “茨城×デザイン”

2020. 2月予定
会場：茨城県庁　2階ロビー 他
 水戸市笠原町 978-6

いばらきデザインセレクションは2005年から始まり、今年で15年目。
この節目に、これからの茨城とデザインを考えるイベントを開催します。

15年間のいばらきデザインセレクション選定案件・イベントの詳細は、
WEBをご覧ください。
id-selection.jp

茨城県
茨城県デザインセンター


