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令和3年度 TOHOKUデザイン創造・活用支援事業



おいしい東北
パッケージデザイン展

2021

東北は、豊かな自然が生みだす素晴らしい資源に恵まれて

いる地域です。

また、歴代の技や知恵を受け継いできた歴史ある企業や、

高い技術による確かな品質の商品を提供する企業が多く

存在します。そのような企業のストーリー性のある商品をお客

様に伝え、手に取っていただくためには、パッケージ等にお

けるデザインの創造・活用が有効です。また、創造されたデ

ザインを知的財産として認識し、権利として保護することも、

デザインを活用していく上で重要です。東北経済産業局で

は、本年度も、東北地域の商品の販売促進やブランド化を

図るとともに、デザインの創造・保護・活用に対する制度普

及、及びデザイナーの地位向上を目的に、「令和3年度

TOHOKUデザイン創造・活用支援事業」を実施いたしまし

た。「おいしい東北パッケージデザイン展2021」には、東北

6県8社の商品に対し、406点のデザインが集まりました。今

年度で8回目となる事業ですが、本事業にあたりまして、多

大なるご協力を賜りました皆様に、心より感謝申し上げます。

2022年3月　東北経済産業局
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大迫  修三  Oseko Nobumitsu
グラフィックデザイナークリエイティブディレクター
公益社団法人
日本グラフィックデザイン協会 事務局長

昨年同様、このコロナ禍の中で、応募点数を心配しておりました
が、まずまずの応募数であったように思います。WEB審査も２回目
になりましたし、慣れてきたというものの、やはり手に取る商品とい
うことから、審査時の議論のときには少し難しさも感じました。結果
的には素晴らしい優秀作品が選ばれたのではないでしょうか？　
コンペとしては、単に賞を贈るだけではなく、その作品が実際の商
品として街に出ていくという点では、とてもユニークなコンペだと思
います。応募することで、この東北各地を身近に感じてもらえれ
ば、それもこのコンペの大きなメリットですね。この「おいしい～」が
一つのブランドとして立ち上がり、そこから商品購入の機会が増え
るような発展ができればさらに意義深いものになると思いました。

1976年多摩美術大学グラフィックデザイン専
攻卒業、同年リクルートに入社。(各企業の採用
広告を、デザイナーとして制作。)1985年の開設
より、2013年の退職までデザイン業務とともにク
リエイションギャラリーG8の企画・運営を26年
間担当。また、1990年にガーディアン・ガーデン
開設。両スペースを通じて600以上の企画展を
プロデュースする。2010年よりJAGDA事務局長
に就任。リクルートを退社後の2013年より専任
となる。2004年『グッドデザイン賞』。2005年
『毎日デザイン賞特別賞』受賞。

◆総　評

小板𣘺  基希   Koitabashi Motoki
アートディレクター・デザイナー
株式会社アカオニ 代表

伝統や慣習を引き継ぐことも大切ですが、数多くの
社会問題に向合い、色 と々価値観を変えていかな
ければならない変化の時代でもあります。パッケー
ジデザインも、地域の経済を助けつつ、新しい価値
観を作り出すきっかけになれれば良いですね。クライ
アントに寄り添いながら、時に大胆に。そして面白く。

1975年群馬県生まれ。大学入学とともに山形
に移住。東北の「自然・暮らし」に魅せられ卒業
後も山形に定住し、2004年にデザイン会社ア
カオニ設立。以来、グラフィックデザインから
Web、写真、コピーワークなどのクリエイティブ
を駆使するデザインチームとなり、全国津々
浦々、クライアントの様 な々要望に応えている。
現在も山形市にて「アカるく すなオニ」営業中。

◆総　評

左合  ひとみ   Sago Hitomi
グラフィックデザイナー
株式会社左合ひとみデザイン室 代表

昨年に続き今年もオンライン審査でしたが、優れた作
品はモニター画面を通してでも、商品の本質が魅力
的に伝わってくることを再認識しました。端末の画面
でのオンラインショッピングやSNSでの発信が日常的
に行われている今、画像で購買意欲を喚起するコミュ
ニケーション力はより大切になっていくと思います。ま
た、今年も受賞者の中に東北在住のデザイナーを含
む複数の常連の顔ぶれが見受けられ、継続して課題
に取り組むことで腕を磨いてこられたな、と感じまし
た。予測できない変化が起こり続ける社会ですが、デ
ザインの力を活かして生き抜きたいものですね。

東京藝術大学美術学部卒業後、パルコ広告制
作局、カメレオンを経て現職。コミュニケーショ
ンデザインによる問題解決と価値の創出を目
指し、幅広い領域で活動。地域産業活性化の
プロジェクトも多い。主な受賞は、ニューヨーク
ADC銀賞、JAGDA新人賞、日本パッケージデ
ザイン大賞特別賞、全国カレンダー展通産大
臣賞など。JAGDA理事。大阪芸術大学短期大
学部客員教授。清泉女子大学非常勤講師。

◆総　評

福島  治   Fukushima Osamu
グラフィックデザイナー
有限会社福島デザイン 代表

このプロジェクトは、東日本大震災で被災したメー
カーに対する復興支援として立ち上げました。メー
カーの現状やモノづくりを丁寧にヒヤリングすること
や審査会にも同席して頂き、審査員が選んだデザ
インを押し付けない仕組みにしました。審査会でも
対話を大切にして、メーカーの思いにも耳を傾けま
した。反対にパッケージデザインに関する知識をお
伝えしました。良いデザイン、効き目のあるデザイン
を生み出すには、両者の信頼関係を醸成すること
が最も重要です。これからも「対話」「コミュニケー
ション」大切にして貰いたいです。

日本デザイナー学院広島校卒業。浅葉克己デ
ザイン室、ADKを経て、1999年福島デザイン設
立。デザインにおける社会貢献の可能性を探
求、実践。世界ポスタートリエンナーレトヤマ・
グランプリ、メキシコ国際ポスタービエンナーレ
第1位、カンヌ広告フェスティバル・金賞、障が
い者支援の功績により文部科学大臣賞など国
内外の30以上の賞を受賞。JAGDA、国際グラ
フィック連盟(AGI)会員。東京工芸大学教授。

◆総　評

加藤  芳夫   Kato Yoshio

公益社団法人
日本パッケージデザイン協会 専務理事

「おいしい」を包むパッケージは、「おいしいなぁ体
験」を多くの人々に喜んでもらえるチカラがありま
す。「おいしいパッケージ」は「幸せのプレゼント」に
もなり、自分への「ご褒美」として、生活のパートナー
にもなります。「おいしい東北のパッケージデザイン」
は、そんな多くの価値の広がりをもった存在です。
今回の受賞作にも、様々なメッセージが表現され
「おいしい幸せが詰まった包み」がいっぱいありまし
た。東北の事業者様の発展だけでなく、「多くの
人 の々幸せになる受賞作」の商品化が、みな実現
できるといいですね。

公益社団法人日本パッケージデザイン協会専
務理事、元理事長。サントリーデザイン部長、シ
ニアクリエイティブディレクター、愛知県立芸術
大学、相模女子大学、大阪芸術大学の客員教
授、東京芸術大学、多摩美術大学、桑沢デザイ
ン研究所などの非常勤講師を経て、デザインの
ココロ研究室。2012年国際パッケージデザイン
コンペ・ペントアワード名誉賞・殿堂入り。
2020JPDAパッケージデザイン功績賞。日本
パッケージデザイン大賞など受賞。2001年
『なっちゃんの秘密』2013年『デザインのココ
ロ』(六曜社刊)。

◆総　評

審査委員

参加企業審査委員
※自社商品のみ審査

千田 祐理子
株式会社松緑酒造

菊地 広隆
有限会社小島製菓

亀井 利二
株式会社利久

三ヶ田 一弥
株式会社MKpaso

半澤 清彦
株式会社半澤鶏卵

遠藤 勝子
有限会社遠藤製函

阿部 峻久
合同会社はまから

稲村 貴宏
有限会社河内屋商店
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「おいしい東北パッケージデザイン展2021」

事業概要

事業の流れ

おいしい東北パッケージデザイン展2021では、
「商品のパッケージを改善したい」という企業の商品を東北管内から募り、
その商品の新たなパッケージデザインを全国のデザイナーから募集しました。
今年度は、パッケージに課題を抱える東北管内8社の魅力ある商品に対し、
パッケージデザイン406点が寄せられました。
著名な審査委員と企業の代表者で審査を実施し、受賞作品を決定し、
受賞作品はWeb上で展示され、多くの方にご覧いただいております。(2022年3月現在)
各商品の優秀賞作品は、新パッケージとして採用され、
2022年9月までに実用化を目指します。

01
企業選定・
デザイン公募

応募があった企業の中からデザイン対
象商品を選定。ヒアリングシートや動画
により、現パッケージでの課題や今後の
販売戦略などを全国のデザイナーへ向
けて発信し、新しいパッケージデザイン
を募集します。

02
審査

著名なデザイナーである審査委員と企
業の代表者による審査が行われ、受賞
作品が決定。ターゲットや販路・流通の
面などを含めて総合的に審査をします。

03
契約

実用化するデザインについて、知的財
産権や対価についての契約を締結しま
す。デザインの契約を通じて企業へデザ
インの保護・活用に対する知識や制度
の普及を図ります。

04
実用化

審査委員の助言や企業の要望(作業効
率・コスト・パッケージの素材など)を取
り入れながら、デザインを完成形へ。ま
た、商標権の取得など、必要に応じて専
門家からアドバイスを受けます。
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「おいしい東北パッケージデザイン展2021」

審査について

1.デザイン対象商品及び応募点数
●対象となった8商品に対し、一般部門と学生部門あわせて406点の作品応募があった。各商品及び部門の内訳は以下の通り。

2.応募作品の審査
【優秀賞・奨励賞及びグランプリの選出】
●各商品とも6名の審査委員(各商品の企業担当者1名、デザイナー5名)にて審査。
●今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点より、オンラインにて審査を実施。
●応募作品に通し番号及び応募部門名のみを記載し、応募者の氏名及び所属は伏せた上で各作品を審査。
●「一般部門」「学生部門」の作品は同時に審査。
●デザイナー5名は各商品の特性やデザインへの要望を把握したうえで審査。
●審査委員は優秀と思われる応募作品・特に推薦したい応募作品へ投票。(1つの対象商品につき複数作品の投票可)
●得票数の多い作品を集め、ディスカッションを行い、優秀賞を商品ごとに1点選出。
●優秀賞に及ばないものの実用化の候補となり得る作品として、奨励賞を商品ごとに2点ずつ選出。
●各商品の優秀賞8点の中から、審査委員のディスカッションにより、グランプリを選出。

【その他の賞及び入選の選出】
●[学生優秀賞]学生部門の全作品(ただし、受賞作品は除く)の中から、得票数の多い作品を対象に、デザイナー5名が4点の作品を選出。
●[審査委員賞]全作品(ただし、受賞作品は除く)の中から、デザイナー5名がそれぞれ1点を選出。
●[入選]受賞作品33点以外で2票以上投票された作品117点を入選作品に選出。受賞・入選作品合計150点の商品ごとの内訳は下表の通り。
●[東北経済産業局長賞、東北農政局長賞、各県知事賞]優秀賞8作品の中から、東北経済産業局のディスカッションにより、各賞を選出。

企業名・商品名 応募点数 受賞・入選点数
一般 学生 合計 一般 学生 合計 受賞・入選率

【青森県弘前市】六根
株式会社松緑酒造
【岩手県釜石市】フルーツ大福
有限会社小島製菓
【宮城県岩沼市】希望の丘
株式会社利久
【秋田県鹿角市】かづのシードルフジ ビン内二次発酵
株式会社MKpaso
【山形県天童市】スモッち
株式会社半澤鶏卵
【山形県南陽市】火のごちそう
有限会社遠藤製函
【福島県いわき市】真穴子の白焼き
合同会社はまから
【福島県河沼郡柳津町】馬すぎてごめんね。
有限会社河内屋商店

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合　　計

46 20 66 17 10 27 41%

38 39 77 16 9 25 32%

18 6 24 10 1 11 46%

25 30 55 7 6 13 24%

27 1 28 12 1 13 46%

29 17 46 18 5 23 50%

30 15 45 14 3 17 38%

43 22 65 16 5 21 32%

256 150 406 110 40 150 37%



7

「おいしい東北パッケージデザイン展2021」

審査について

1.デザイン対象商品及び応募点数
●対象となった8商品に対し、一般部門と学生部門あわせて406点の作品応募があった。各商品及び部門の内訳は以下の通り。

2.応募作品の審査
【優秀賞・奨励賞及びグランプリの選出】
●各商品とも6名の審査委員(各商品の企業担当者1名、デザイナー5名)にて審査。
●今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点より、オンラインにて審査を実施。
●応募作品に通し番号及び応募部門名のみを記載し、応募者の氏名及び所属は伏せた上で各作品を審査。
●「一般部門」「学生部門」の作品は同時に審査。
●デザイナー5名は各商品の特性やデザインへの要望を把握したうえで審査。
●審査委員は優秀と思われる応募作品・特に推薦したい応募作品へ投票。(1つの対象商品につき複数作品の投票可)
●得票数の多い作品を集め、ディスカッションを行い、優秀賞を商品ごとに1点選出。
●優秀賞に及ばないものの実用化の候補となり得る作品として、奨励賞を商品ごとに2点ずつ選出。
●各商品の優秀賞8点の中から、審査委員のディスカッションにより、グランプリを選出。

【その他の賞及び入選の選出】
●[学生優秀賞]学生部門の全作品(ただし、受賞作品は除く)の中から、得票数の多い作品を対象に、デザイナー5名が4点の作品を選出。
●[審査委員賞]全作品(ただし、受賞作品は除く)の中から、デザイナー5名がそれぞれ1点を選出。
●[入選]受賞作品33点以外で2票以上投票された作品117点を入選作品に選出。受賞・入選作品合計150点の商品ごとの内訳は下表の通り。
●[東北経済産業局長賞、東北農政局長賞、各県知事賞]優秀賞8作品の中から、東北経済産業局のディスカッションにより、各賞を選出。

企業名・商品名 応募点数 受賞・入選点数
一般 学生 合計 一般 学生 合計 受賞・入選率

【青森県弘前市】六根
株式会社松緑酒造
【岩手県釜石市】フルーツ大福
有限会社小島製菓
【宮城県岩沼市】希望の丘
株式会社利久
【秋田県鹿角市】かづのシードルフジ ビン内二次発酵
株式会社MKpaso
【山形県天童市】スモッち
株式会社半澤鶏卵
【山形県南陽市】火のごちそう
有限会社遠藤製函
【福島県いわき市】真穴子の白焼き
合同会社はまから
【福島県河沼郡柳津町】馬すぎてごめんね。
有限会社河内屋商店

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合　　計

46 20 66 17 10 27 41%

38 39 77 16 9 25 32%

18 6 24 10 1 11 46%

25 30 55 7 6 13 24%

27 1 28 12 1 13 46%

29 17 46 18 5 23 50%

30 15 45 14 3 17 38%

43 22 65 16 5 21 32%

256 150 406 110 40 150 37%



8

「おいしい東北パッケージデザイン展2021」　対象商品・参加企業一覧
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希望の丘
株式会社利久

01　対象商品について
「牛たん」を主力とする株式会社利久が製造す
るクラフトビール。
宮城県産の米やいちご、本社所在地である宮城
県岩沼市で生産されている幻のフルーツ「ポ
ポー」など、季節ごとの食材を活用して製造する。

02　デザインヘの希望
１.「牛たん」とは関連させず、異なる商品としてデザインを行うこと。

2.宮城、東北、そして日本を代表するような、皆様に手にとっていただけるようなデザイン
がよい。

3.地域の食材を使用する商品なので、「宮城」や「岩沼」の地域性が出るようなデザイ
ンであればよい。

4.まずは一般的なビールを製造するが、今後は地域食材を副原料として用いたビールも
展開する予定なので、展開性のあるデザインであればよい。

5.利久のクラフトビールを象徴するロゴマークもあるとよい。

グランプリ
優秀賞（宮城県知事賞）

会社概要

会社について

〒989-2436 宮城県岩沼市吹上二丁目2番36-1号
従業員：2,000名
代表者：亀井利二
U R L：https://www.rikyu-gyutan.co.jp/

現代表が、飲食店アルバイト時代に牛たん定食を
初めて口にしたときの感動から、この味をもっと多く
の人に知ってもらいたいという願いで、昭和63年に
仙台市泉区に牛たん店を創業した。

●制作意図
このデザインでは、商品名の「希望の丘」を
グラスに注いだビールのこんもりとした泡に
見立てて表現しました。泡でできた丘の上に
は、ビールの素材（麦、ホップ、米粒、ポポー
の実）が馬に乗り堂 と々立っています。これは
宮城各地にある伊達政宗の騎馬像をモ
チーフにしていて、素材たちは三日月の飾り
を身につけています。このビールそのものが
宮城県の素材や魅力を伝える「希望の丘」
となるように、という思いを込めて製作しまし
た。味や品質を重視する顧客ニーズや、利久
の本格感ある雰囲気にもマッチすることも意
図しています。落款風に表現した「希望の丘
BEER」の文字や深みのあるメタリックカラー
で、温かみもありつつ力強く堂 と々した和の
印象に仕上げました。また、泡部分の色調で
ビールのシズル感を表現しています。１本入り
箱はやわらかい風合いの黒の紙に白一色
で印刷。コストは抑えつつ中身に期待感を
持たせる印象としました。

●審査評
大局から細部までよく練り上げられたデザイ
ンの完成度が高く評価されました。「宮城で
伊達政宗の騎馬像」という王道のモチーフ
をありがちなものにしていないのは、麦、ホッ
プなどのビールの素材が、三日月を付けて馬
に乗るという微笑ましいアイデアによります
が、ビールの泡を騎馬像が立つ「希望の丘」
に見立てたことでシズル感が生まれ、箱やラ
ベルに使われている落款のようなロゴデザ
インが本格的な雰囲気を演出しています。色
違いのメタリックカラーによる展開の効果も
期待でき、宮城の魅力をより発信する「希望
の丘」になることでしょう。

坂倉  由希子  Sakakura Yukiko

神奈川県
大和製罐株式会社
一般

1988年三重県生まれ。東京造形大学卒業。
2011年大和製罐株式会社入社。
飲料を中心にパッケージ・グラフィックデザイン全般を手掛ける。

001
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02　デザインヘの希望
１.将来的に、使用している酒米の名称を商品名をしたいと考えている。(現在は「ル
ビー」「サファイア」等の名称が付けられているが、例えば「華吹雪」を使用した純米
吟醸酒は「六根 純米吟醸 華吹雪」という名称で販売したいと考えている。)そのた
め、今回は「華吹雪」を使用した「純米吟醸」のデザインを制作いただきたい。バリ
エーション違いの提案も可。(山田錦を使用した純米吟醸など)
　※酒米「華吹雪」で造られたお酒は複雑で繊細な味わいが特徴。

2.ラベル右上に酒種「純米吟醸」の表記、ラベル左下に米名「華吹雪」の表記を行い
制作すること。

3.将来的に、他の酒米を使用したお酒のラベル
にも展開したいと考えているため、バリエーショ
ンをもたせやすいデザインがよい。

4.「六根」のブランドイメージとなるようなデザイン
がよい。

5.「伝統を大切にしつつ、新しいことにチャレンジする蔵」というのが伝わるようなイメー
ジで制作いただきたい。目新しさを感じられるようなデザインがよい。

6.「新たなお酒との出会い」を表現したい。

7.若い方や女性、日本酒に親しまれていない方に手にとっていただける、ラベルのデザ
インを動機に購入する「ジャケ買い」をしていただけるようなデザインがよい。

8.「ろっこん」という読みは残しながらも、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなど、
表記については自由に制作いただきたい。

六根（ろっこん）
株式会社松緑酒造

01　対象商品について
心をこめて造り、心で感じて飲む酒として、地元
の方から県外の方まで幅広く親しまれているお
酒。品名は般若心経の五感に由来しており、五
感(眼·耳·鼻·舌·身)と「第六感」で味わってほし
いお酒として、「六根」と名付けられた。「六根」を
冠したお酒は、純米吟醸や特別純米など、様 な々
種類で展開されている。

優秀賞（青森県知事賞）

会社概要

会社について

〒036-8366 青森県弘前市駒越町58番地
従業員：10名
代表者：千田 祐理子
U R L：https://matsu-midori.com/

江戸時代から酒母造りを生業とし、明治37年
(1904年)に自ら志す酒を醸すことを求め、日本酒
製造へと事業転換を図った。

●制作意図
商品ロゴ「六根」は他の日本酒との差別化
を意識しシンプルに記号的に、かつ可読性
も考慮しデザインしました。形に特に意味が
あるわけではありませんが、◯△□だけで制
作しました。地域性を社屋の西に位置する
「岩木山」をモチーフにし表現しました。商品
ロゴの「六根」の要素を６つの菱形で表して
います。一番上のものは岩木山の頂上の形
にしました。とにかく要素をそぎ落とし、シンプ
ルにデザインしました。

●審査評
従来の日本酒のたたずまいと一線を画すシ
ンプルでモダンなデザインから、「六根」す
なわち第六感で味わうお酒というコンセプト
の新しさが伝わってきます。タイトルのタイポ
グラフィーやその上に配した金のモチーフは、
幾何学的な形を使った記号的な表現であり
ながら、そこはかとなく愛嬌も感じられ、手に
とり味わってみたくなるデザインです。モダン
な傾向の応募作品が拮抗する中で、既視感
のない独自性があったことも受賞決定の要
因となりました。日本酒の文化に「六根」が新
たな伝統を加えていくことを願っています。

宮下  浩  Miyashita Hiroshi

愛知県
愛知産業大学
一般

愛知県立芸術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。
デザイン事務所、メーカー勤務を経て、現在愛知産業大学造形学部デザイ
ン学科准教授。JAGDA会員。
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フルーツ大福
有限会社小島製菓

01　対象商品について
ふわっふわの求肥から生まれる食感と、最上級の
きめ細やかを持つこし餡が特徴のフルーツ大福。
餡を包む求肥は、無重力のような不思議な弾力
と、赤子の肌にも勝るやわらかさが特徴。こし餡の
糖度はごく控えめで、砂糖のくどさが全くなく、非
常にさわやか。そこに厳選した高品質なフルーツ
が加わることで、ジューシーな味わいを楽しめる逸品に仕上がっている。すべて手包み
で製造しているのも魅力の一つ。

優秀賞（岩手県知事賞）

会社概要

会社について

〒026-0041 岩手県釜石市上中島町1-2-38
従業員：24名
代表者：菊地広隆
U R L：http://kojimaseika.com/

小島製菓の企業理念は「お菓子で笑顔を創造す
る」。大切なご家族、ご友人との楽しいひとときに、
小島製菓のお菓子があることで、幸せな笑顔が生
まれますように。お客様の「おいしい」という笑顔を
想像し、お客様の安心・安全とは何かを常に考え、
一つ一つのお菓子を丁寧に、真心込めて製造し
ている。

02　デザインヘの希望
１.手土産として渡したときに、喜んでもらえるようなデザインがよい。

2.デザイン対象となる箱の開き方に指定は無し。(前開き、上開き等)

3.老舗和菓子屋が作る高級な大福というイメージが伝わるとよい。

4.大福に入るフルーツは季節によって変わるということを留意すること。

5.デザインには「遊び心」と「デザイン性」を入れたい。

6.上記の希望にとらわれすぎず、それぞれの感性で自由にデザインしていただきたい。

●制作意図
ほっぺが落ちるほど美味しく、やわらかで、季
節の幸せを分かち合う商品として愛されるよ
う福の神をイメージした大福さまをアイコン
に他社との差別化を図っています。商品名は
嬉しい・楽しい・幸せを共有する気持ちを込
め思わず可愛らしいと笑みの溢れるような
「大福さまのふるーつほっぺ」とし、ロゴ、パッ
ケージ、コピー開発をしました。「福」を分か
ち合う商品としてご年配の方にも分かりやす
くシンプルに、かつ若者からも好まれるようモ
ダンなデザインに。小島製菓さんの大切にし
ている、「お菓子屋さんは季節と時間を伝え
る仕事」きちんと付加価値を伝えることがで
きるようパッケージ内に文章を添え商品のス
タッキングを加味しながら、形状に高級感・
重厚感が出るようパッケージ設計しました。

●審査評
和のモチーフを洋の世界に包み込んだ新し
い商品を感じるデザイン。白い箱に、大福様
キャラクターのアイコン、欧文書体などを心
地よく配置したデザインは、日本庭園の石庭
のような清潔感があるパッケージになってい
る。和のお菓子・大福を、不思議な新しい世
界に商品展開できるブランドの可能性を感
じる。

金子  香織  Kaneko Kaori

東京都
フリーランス
一般

1984年生まれ。東京造形大学卒業後デザイン事務所/デザイン制作会
社/企業でのart directorを経てフリーランスとして活動中。
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かづのシードルフジ ビン内二次発酵
株式会社MKpaso

01　対象商品について
生食用鹿角産フジリンゴの甘い香りと味わいを
活かした甘口シードル。リンゴがそのままお酒に
なったような果実味を凝縮した味わいが特徴。
手作業でカットし、芯や種を丁寧に取り除き、果
肉だけで造られた本商品は、フルーティーな香り
と優しい甘みが感じられ、エグミのないスッキリと
した味わいを楽しめる。ビン内で二次発酵をさ
せ、泡を発生させる手法で製造する。

02　デザインヘの希望
１.リンゴの形に囚われず、自由な発想で制作いただきたい。

2.高級感のあるデザインがよい。

3.「フジ」のイメージが強いため、和風なイメージのデザインがよい。

4.通年で販売する商品なので、季節に左右されないような、固定化されたデザインがよい。

5.海外のワインではなく、「日本のワイン」であることを留意いただきたい。

優秀賞（秋田県知事賞）

会社概要

会社について

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪171
従業員：2名
代表者：三ヶ田一弥
U R L：https://www.mkpaso.jp/

自社が所在する鹿角市に隣接する小坂町が町の
事業でブドウ栽培をしていることを知り、また、そのブ
ドウが地元ではない他県のワイナリーへ原料として
出荷されてしまっていることを知り、地元で醸造しな
ければならないと思い創業した。ワインの醸造を始
めたのは12年前で、雹の被害や天候不順などに備
え、7年前にシードルの醸造も始めた。

●制作意図
高級感と和風ということで、和柄を使ったデ
ザインに仕上げました。七宝繋ぎが薄く見え
ることで、主張しすぎないけど存在感があり、
クールに仕上げました。ロゴにある七宝に
は、一部を緑にしてりんごの葉をイメージしま
した。りんご感が強く出ないけどりんごのお
酒だとわかるように工夫しました。瓶の蓋に
鹿角林檎と漢字を入れることで、和風を強く
しました。和製ワインということで、洋風と和
風の間を狙ったデザインにしました。

●審査評
優秀賞のこの作品は学生部門の応募でし
た。リンゴのシードルということで、リンゴモ
チーフのものももちろん多かったのですが、
審査ではシンプルな顔つきのデザインが上
位をしめていました。このシードルの特徴で
もあるビン内の二次発酵という静かな高揚、
そして和風の匂いという生産者さんのオー
ダーにも答えていると思います。抽象的なフ
ラットなデザインですが、七宝繋ぎのパター
ンがワインでも、日本酒でもない新しい顔作
りができていると思います。店頭においては、
逆にこの静かな佇まいが、他の商品との差
別化を促進するのではないでしょうか。

土居  早記  Doi Saki

新潟県
長岡造形大学
学生

2000年生まれ。愛媛県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科に在籍。
主にパッケージデザインやグラフィックデザインを中心に勉強中。

004



17

かづのシードルフジ ビン内二次発酵
株式会社MKpaso

01　対象商品について
生食用鹿角産フジリンゴの甘い香りと味わいを
活かした甘口シードル。リンゴがそのままお酒に
なったような果実味を凝縮した味わいが特徴。
手作業でカットし、芯や種を丁寧に取り除き、果
肉だけで造られた本商品は、フルーティーな香り
と優しい甘みが感じられ、エグミのないスッキリと
した味わいを楽しめる。ビン内で二次発酵をさ
せ、泡を発生させる手法で製造する。

02　デザインヘの希望
１.リンゴの形に囚われず、自由な発想で制作いただきたい。

2.高級感のあるデザインがよい。

3.「フジ」のイメージが強いため、和風なイメージのデザインがよい。

4.通年で販売する商品なので、季節に左右されないような、固定化されたデザインがよい。

5.海外のワインではなく、「日本のワイン」であることを留意いただきたい。

優秀賞（秋田県知事賞）

会社概要

会社について

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪171
従業員：2名
代表者：三ヶ田一弥
U R L：https://www.mkpaso.jp/

自社が所在する鹿角市に隣接する小坂町が町の
事業でブドウ栽培をしていることを知り、また、そのブ
ドウが地元ではない他県のワイナリーへ原料として
出荷されてしまっていることを知り、地元で醸造しな
ければならないと思い創業した。ワインの醸造を始
めたのは12年前で、雹の被害や天候不順などに備
え、7年前にシードルの醸造も始めた。

●制作意図
高級感と和風ということで、和柄を使ったデ
ザインに仕上げました。七宝繋ぎが薄く見え
ることで、主張しすぎないけど存在感があり、
クールに仕上げました。ロゴにある七宝に
は、一部を緑にしてりんごの葉をイメージしま
した。りんご感が強く出ないけどりんごのお
酒だとわかるように工夫しました。瓶の蓋に
鹿角林檎と漢字を入れることで、和風を強く
しました。和製ワインということで、洋風と和
風の間を狙ったデザインにしました。

●審査評
優秀賞のこの作品は学生部門の応募でし
た。リンゴのシードルということで、リンゴモ
チーフのものももちろん多かったのですが、
審査ではシンプルな顔つきのデザインが上
位をしめていました。このシードルの特徴で
もあるビン内の二次発酵という静かな高揚、
そして和風の匂いという生産者さんのオー
ダーにも答えていると思います。抽象的なフ
ラットなデザインですが、七宝繋ぎのパター
ンがワインでも、日本酒でもない新しい顔作
りができていると思います。店頭においては、
逆にこの静かな佇まいが、他の商品との差
別化を促進するのではないでしょうか。

土居  早記  Doi Saki

新潟県
長岡造形大学
学生

2000年生まれ。愛媛県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科に在籍。
主にパッケージデザインやグラフィックデザインを中心に勉強中。
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スモッち
株式会社半澤鶏卵

01　対象商品について
山形名物として10年以上親しまれている、塩味
の半熟燻製卵。とろける半熟の黄身、絶妙な塩
加減、スモーキーな味わいは、やみつきになるお
いしさ。原材料は鶏卵と塩のみ。殻をむくだけで
簡単に食べることができ、パンやサラダ、ラーメン
など様 な々料理のトッピングとしても活用できる。

優秀賞（東北農政局長賞）

会社概要

会社について

〒994-0068 山形県天童市大字高擶北2050
従業員：61名
代表者：半澤 清彦
U R L：https://sumotti.com/

おいしい卵を通してお客様に喜んでいただくことが
何よりの喜び。
愛情を込めて育てた鶏が産む、産みたてのあった
かい卵をお届けしたい。
丸くかわいらしい小さな卵は、たくさんの命を育む。
そんな卵を通してたくさんのしあわせをお届けして
いきたい。

02　デザインヘの希望
１.基本的には発想次第で自由に。

2.表面に「要冷蔵」の表記が必須。

3.裏面には、成分表やJANコードを記載するスペースを確保する。(100mm×44mm)
4.スモッちよりグレードの高い「スモッちGOLD」、燻製していない半熟卵「シロッち」といっ
た姉妹品が存在しているため、今後は姉妹品にも展開できるようなデザインがよい。

5.将来的には、ギフトボックスのデザインなども展開する可能性がある。

●制作意図
すでに10数年もの間、地元の方に認知され
てきた商品とのことでしたので、今まで親しま
れ、そしてこれからもより多くの方に愛される
丸～い卵の「スモッち」はどんな子だろうか
とイメージして制作しました。かわいらしいス
モッちに、燻製らしさを色使いとテクスチュア
を加えることで表現しました。販売時の見た
目では分からない「とろける半熟の黄身」と
いうのが、そそられて食べてみたい！と思わ
せたのでコピーと断面のイラストでビジュア
ル化しました。「スモッちGOLD」「シロッち」
には一目で異なる種類と分かるように商品
名の背景色の変更と、にわとりの表情を展
開させる想定でデザインしました。

●審査評
中身の商品をわかりやすくデザインしたこの
作品は、優しく愛らしいが、実は、この商品の
大リニューアルとなる、挑戦的なデザインの
提案でもある。赤いパッケージで「すもっち」
のロゴを認知している消費者は、売り場でこ
のデザインの商品を見つけるのに迷うことに
なるかもしれない。これまでのデザインには
ない、スモークの香り、品質感のあるロゴ、卵
の中身の上にある鶏の愛らしさは、多くの人
に共感を生むことができる優れたデザインで
あるが、商品化として採用する場合、パッ
ケージデザインを経営資源として考えるマー
ケティングとして、ブランド認知と新提案のバ
ランスを考えることになるのかもしれない。

加藤  亜紀  Kato Aki

岐阜県
アズボウクリエイト(フリーランス)
一般

北海道出身。武蔵野美術大学短期大学部工芸デザイン卒。
パッケージデザインコンテスト北海道2019奨励賞。
グラフィックデザイン全般とイラスト制作を中心に活動中。
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スモッち
株式会社半澤鶏卵

01　対象商品について
山形名物として10年以上親しまれている、塩味
の半熟燻製卵。とろける半熟の黄身、絶妙な塩
加減、スモーキーな味わいは、やみつきになるお
いしさ。原材料は鶏卵と塩のみ。殻をむくだけで
簡単に食べることができ、パンやサラダ、ラーメン
など様 な々料理のトッピングとしても活用できる。

優秀賞（東北農政局長賞）

会社概要

会社について

〒994-0068 山形県天童市大字高擶北2050
従業員：61名
代表者：半澤 清彦
U R L：https://sumotti.com/

おいしい卵を通してお客様に喜んでいただくことが
何よりの喜び。
愛情を込めて育てた鶏が産む、産みたてのあった
かい卵をお届けしたい。
丸くかわいらしい小さな卵は、たくさんの命を育む。
そんな卵を通してたくさんのしあわせをお届けして
いきたい。

02　デザインヘの希望
１.基本的には発想次第で自由に。

2.表面に「要冷蔵」の表記が必須。

3.裏面には、成分表やJANコードを記載するスペースを確保する。(100mm×44mm)
4.スモッちよりグレードの高い「スモッちGOLD」、燻製していない半熟卵「シロッち」といっ
た姉妹品が存在しているため、今後は姉妹品にも展開できるようなデザインがよい。

5.将来的には、ギフトボックスのデザインなども展開する可能性がある。

●制作意図
すでに10数年もの間、地元の方に認知され
てきた商品とのことでしたので、今まで親しま
れ、そしてこれからもより多くの方に愛される
丸～い卵の「スモッち」はどんな子だろうか
とイメージして制作しました。かわいらしいス
モッちに、燻製らしさを色使いとテクスチュア
を加えることで表現しました。販売時の見た
目では分からない「とろける半熟の黄身」と
いうのが、そそられて食べてみたい！と思わ
せたのでコピーと断面のイラストでビジュア
ル化しました。「スモッちGOLD」「シロッち」
には一目で異なる種類と分かるように商品
名の背景色の変更と、にわとりの表情を展
開させる想定でデザインしました。

●審査評
中身の商品をわかりやすくデザインしたこの
作品は、優しく愛らしいが、実は、この商品の
大リニューアルとなる、挑戦的なデザインの
提案でもある。赤いパッケージで「すもっち」
のロゴを認知している消費者は、売り場でこ
のデザインの商品を見つけるのに迷うことに
なるかもしれない。これまでのデザインには
ない、スモークの香り、品質感のあるロゴ、卵
の中身の上にある鶏の愛らしさは、多くの人
に共感を生むことができる優れたデザインで
あるが、商品化として採用する場合、パッ
ケージデザインを経営資源として考えるマー
ケティングとして、ブランド認知と新提案のバ
ランスを考えることになるのかもしれない。

加藤  亜紀  Kato Aki

岐阜県
アズボウクリエイト(フリーランス)
一般

北海道出身。武蔵野美術大学短期大学部工芸デザイン卒。
パッケージデザインコンテスト北海道2019奨励賞。
グラフィックデザイン全般とイラスト制作を中心に活動中。
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火のごちそう
有限会社遠藤製函

01　対象商品について
丸太から木を加工する際に出る木くずや端材が
原材料の焚火セット。木くずや端材は、基本的に
は処分となってしまうため、これらを有効に活用し
ようと、商品化した。火がつきやすい針葉樹、火を
保ちやすい広葉樹、着火剤として有効なカンナく
ずをひとまとめにしているので、一箱あればすぐ
に焚火を楽しむことができる商品。
※写真は小サイズ。大サイズも存在するが、デザイン対 
　象は小サイズである。

優秀賞（山形県知事賞）

会社概要

会社について

〒992-0472 山形県南陽市宮内386
従業員：3名
代表者：遠藤富喜子
U R L：https://r.goope.jp/endobox/

戦後、親族の中に建築を家業とする者が多かった
ため、競合にならないよう、製函のみを取り扱う形で
創業した。
現在は、木を材料とする木箱や木製パレット(輸送
用梱包資材)、卒塔婆や護摩木、縁起物などの木製
品を製造·販売している。

02　デザインヘの希望
１.キャンプをする方々の風景に映り込んでも馴染むような、Instagramの投稿で映り込ん
でも違和感のないような、おしゃれなパッケージにしたい。

2.「火のごちそう」のストーリーが伝わるようなデザインであるとよい。

3.通販や、今後の販路開拓のため、流通に耐えられるパッケージを希望する。

4.販売が増えた時を想定し、オペレーションが簡便になるように考慮いただきたい。

5.今後、大サイズのパッケージもデザインを合わせて展開する予定。

●制作意図
企業様の「商品に込めた思い」を拝見した
時、ある情景が浮かんできた。寒い地域に多
く見られるいろりのある日本家屋。そこでの
暖かな食事と楽しいひととき。昔から言われ
てきた「火のごちそう」というストーリーを想
像し、実体験を元にいくつかのシーンをイラ
ストにした。サイズは現行品と同じだが、白
のダンボールにスミか濃いグレーの１色刷り
とし、モノトーンで雰囲気のある佇まいに。イ
ラストは誰もが想像しやすいよう、シンプルな
線画で表現。いろりの食卓の他、今再注目さ
れているキャンプや焚火のシーンを採用し、
時代のニーズにも対応している。商品名や商
品特徴は裏面に記載するなど最小限に留
め、歴史あるストーリーや想いを重要視し
た。「火のごちそう」のストーリーが伝わり、少
しでも暖かな気持ちになってくれるパッケー
ジを目指した。「焚火でよい火と時を」の気
持ちを込めたメッセージが消費者に届くこと
を願っている。

●審査評
野原での原始的な焚き火から、懐かしい囲
炉裏の風景、そして現代的なシチュエーショ
ンなど、「火をつける、囲む、楽しむ」というイ
メージが広がるイラストレーション。商品名
にこめられた意味をしっかり解釈し、「薪の
パッケージ」という難しいお題に答えていま
す。まさに「火のごちそう」が詰まった素晴し
いパッケージからは、「この薪だったら、火を
囲んだ素晴しい時間を過せます！」という
メッセージが伝わってきます。

石田  英士  Ishida Eiji

東京都
共同印刷株式会社
一般

アートディレクター／グラフィックデザイナー
JPC2020・JPC2021入賞、おいしい東北パッケージデザイン展2020
優秀賞受賞  他
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火のごちそう
有限会社遠藤製函

01　対象商品について
丸太から木を加工する際に出る木くずや端材が
原材料の焚火セット。木くずや端材は、基本的に
は処分となってしまうため、これらを有効に活用し
ようと、商品化した。火がつきやすい針葉樹、火を
保ちやすい広葉樹、着火剤として有効なカンナく
ずをひとまとめにしているので、一箱あればすぐ
に焚火を楽しむことができる商品。
※写真は小サイズ。大サイズも存在するが、デザイン対 
　象は小サイズである。

優秀賞（山形県知事賞）

会社概要

会社について

〒992-0472 山形県南陽市宮内386
従業員：3名
代表者：遠藤富喜子
U R L：https://r.goope.jp/endobox/

戦後、親族の中に建築を家業とする者が多かった
ため、競合にならないよう、製函のみを取り扱う形で
創業した。
現在は、木を材料とする木箱や木製パレット(輸送
用梱包資材)、卒塔婆や護摩木、縁起物などの木製
品を製造·販売している。

02　デザインヘの希望
１.キャンプをする方々の風景に映り込んでも馴染むような、Instagramの投稿で映り込ん
でも違和感のないような、おしゃれなパッケージにしたい。

2.「火のごちそう」のストーリーが伝わるようなデザインであるとよい。

3.通販や、今後の販路開拓のため、流通に耐えられるパッケージを希望する。

4.販売が増えた時を想定し、オペレーションが簡便になるように考慮いただきたい。

5.今後、大サイズのパッケージもデザインを合わせて展開する予定。

●制作意図
企業様の「商品に込めた思い」を拝見した
時、ある情景が浮かんできた。寒い地域に多
く見られるいろりのある日本家屋。そこでの
暖かな食事と楽しいひととき。昔から言われ
てきた「火のごちそう」というストーリーを想
像し、実体験を元にいくつかのシーンをイラ
ストにした。サイズは現行品と同じだが、白
のダンボールにスミか濃いグレーの１色刷り
とし、モノトーンで雰囲気のある佇まいに。イ
ラストは誰もが想像しやすいよう、シンプルな
線画で表現。いろりの食卓の他、今再注目さ
れているキャンプや焚火のシーンを採用し、
時代のニーズにも対応している。商品名や商
品特徴は裏面に記載するなど最小限に留
め、歴史あるストーリーや想いを重要視し
た。「火のごちそう」のストーリーが伝わり、少
しでも暖かな気持ちになってくれるパッケー
ジを目指した。「焚火でよい火と時を」の気
持ちを込めたメッセージが消費者に届くこと
を願っている。

●審査評
野原での原始的な焚き火から、懐かしい囲
炉裏の風景、そして現代的なシチュエーショ
ンなど、「火をつける、囲む、楽しむ」というイ
メージが広がるイラストレーション。商品名
にこめられた意味をしっかり解釈し、「薪の
パッケージ」という難しいお題に答えていま
す。まさに「火のごちそう」が詰まった素晴し
いパッケージからは、「この薪だったら、火を
囲んだ素晴しい時間を過せます！」という
メッセージが伝わってきます。

石田  英士  Ishida Eiji

東京都
共同印刷株式会社
一般

アートディレクター／グラフィックデザイナー
JPC2020・JPC2021入賞、おいしい東北パッケージデザイン展2020
優秀賞受賞  他
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真穴子の白焼き
合同会社はまから

01　対象商品について
常磐沖で水揚げされた穴子の白焼き。
肉厚で脂がのり、築地の仲買人に高い評価を受
ける穴子を、1本1本手捌き·手焼きし、その香ばし
い風味をそのまま食卓へ届けている。
カリウム等のミネラル分が豊富であり、味もさっぱ
りしているため、健康志向の方にもおすすめ。

優秀賞（東北経済産業局長賞）

会社概要

会社について

〒979-0333 福島県いわき市久之浜町久之浜字134
 おさかな広場 はま水
従業員：3名
代表者：阿部峻久
U R L：https://hamasui.co.jp/

福島県いわき市久之浜漁港は、震災や原発事故に
よる影響で、地元住民が気軽に魚を買える場所が
なくなり、漁師の担い手も不足している。常磐の海と
魚の魅力を伝える様 な々事業を通して、この地域の
産業でありアイデンティティでもある漁業の衰退に
歯止めをかけ、海洋資源を守り、海とともに暮らす
人 の々豊かさをつくることを目的に事業を立ち上げ
た。2020年より、いわき市内にある商業施設「はま
水」内に魚屋を開き、久之浜漁港で水揚げされた
魚をそのまま加工して販売している。

02　デザインヘの希望
１. インパクトがあり、他に埋もれないようなデザインがよい。
 震災の風評被害を乗り越えてきた地域の商品なので、インパクトがあるとより発信しや
すくなる。

2.売れる商品としてのデザインがよい。

3.商品は開発段階であるため、穴子のサイズについては変更の可能性あり。

●制作意図
ヒアリングシートに記載されていた、「海とと
もに暮らす人々の豊かさをつくる」。この言葉
を指針に、自分たちの地域に対する誇りが感
じられるデザインを目指しました。地域の誇り
とは、「いわき市」であり、「久之浜漁港」であ
り、「常磐もの」であり、そのことを明確に打ち
出すことが、商品の信頼に繋がると考えまし
た。また、漁港近くに加工場があることが、鮮
度感やシズルに繋がると考え、そこで手焼き
している風景が浮かぶコピーを添えました。
白場に乗った穴子は高級感があり、産地の
タイポグラフィとともにインパクトを与えます。

●審査評
食品のパッケージは、商品が「おいしそうに
みえる」ことが一番大切です。透明フイルム
に白を引くことで、白焼きの微妙な焼き加減
が引き立っています。また、産地を大きく表示
することで、地のモノが強調されています。そ
の際、文字を大きくするとどうしても安っぽく
なってしまうのに、タイポグラフィを丁寧にレ
イアウトすることで、真穴子の高級感を損
なっていないデザインにデザイナーの職能
の高さを感じました。私は最初からこのデザ
インを優秀賞にしたいと決めていました。完
成度の高い素晴らしいデザインに脱帽です。

横山  勇太  Yokoyama Yuta

青森県
YAMABATO
一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017 奨励賞受賞、
おいしい東北パッケージデザイン展2018、2020 優秀賞受賞。
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真穴子の白焼き
合同会社はまから

01　対象商品について
常磐沖で水揚げされた穴子の白焼き。
肉厚で脂がのり、築地の仲買人に高い評価を受
ける穴子を、1本1本手捌き·手焼きし、その香ばし
い風味をそのまま食卓へ届けている。
カリウム等のミネラル分が豊富であり、味もさっぱ
りしているため、健康志向の方にもおすすめ。

優秀賞（東北経済産業局長賞）

会社概要

会社について

〒979-0333 福島県いわき市久之浜町久之浜字134
 おさかな広場 はま水
従業員：3名
代表者：阿部峻久
U R L：https://hamasui.co.jp/

福島県いわき市久之浜漁港は、震災や原発事故に
よる影響で、地元住民が気軽に魚を買える場所が
なくなり、漁師の担い手も不足している。常磐の海と
魚の魅力を伝える様 な々事業を通して、この地域の
産業でありアイデンティティでもある漁業の衰退に
歯止めをかけ、海洋資源を守り、海とともに暮らす
人 の々豊かさをつくることを目的に事業を立ち上げ
た。2020年より、いわき市内にある商業施設「はま
水」内に魚屋を開き、久之浜漁港で水揚げされた
魚をそのまま加工して販売している。

02　デザインヘの希望
１. インパクトがあり、他に埋もれないようなデザインがよい。
 震災の風評被害を乗り越えてきた地域の商品なので、インパクトがあるとより発信しや
すくなる。

2.売れる商品としてのデザインがよい。

3.商品は開発段階であるため、穴子のサイズについては変更の可能性あり。

●制作意図
ヒアリングシートに記載されていた、「海とと
もに暮らす人々の豊かさをつくる」。この言葉
を指針に、自分たちの地域に対する誇りが感
じられるデザインを目指しました。地域の誇り
とは、「いわき市」であり、「久之浜漁港」であ
り、「常磐もの」であり、そのことを明確に打ち
出すことが、商品の信頼に繋がると考えまし
た。また、漁港近くに加工場があることが、鮮
度感やシズルに繋がると考え、そこで手焼き
している風景が浮かぶコピーを添えました。
白場に乗った穴子は高級感があり、産地の
タイポグラフィとともにインパクトを与えます。

●審査評
食品のパッケージは、商品が「おいしそうに
みえる」ことが一番大切です。透明フイルム
に白を引くことで、白焼きの微妙な焼き加減
が引き立っています。また、産地を大きく表示
することで、地のモノが強調されています。そ
の際、文字を大きくするとどうしても安っぽく
なってしまうのに、タイポグラフィを丁寧にレ
イアウトすることで、真穴子の高級感を損
なっていないデザインにデザイナーの職能
の高さを感じました。私は最初からこのデザ
インを優秀賞にしたいと決めていました。完
成度の高い素晴らしいデザインに脱帽です。

横山  勇太  Yokoyama Yuta

青森県
YAMABATO
一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017 奨励賞受賞、
おいしい東北パッケージデザイン展2018、2020 優秀賞受賞。
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02　デザインヘの希望
１.店頭に並んでいるときに目を留めていただけるような、インパクトのあるデザインがよい。

2.「会津の馬刺し」ということが伝われば非常によい。

3.通販等、今後の販路開拓のために流通に耐えられるパッケージを希望する。

4.また、カタログやWEB掲載時に写真映えをするようなデザインが欲しい。

5.販売量が増えた時を想定し、オペレーションが簡便になるように考慮いただきたい。

馬すぎてごめんね。
有限会社河内屋商店

01　対象商品について
福島県会津で頻繁に食される馬肉を使用した
贅沢なおかず味噌。自社が経営する旅館「瀞流
の宿かわち」で提供していたものだが、販売を希
望される声が多かったことから商品化した。
自社の醸造所で木樽熟成させた味噌と馬肉が
融合した、非常に珍しい商品。
馬刺しに使用する赤身肉を使用しており、肉のご
ろごろ食感が楽しめる。
程よい辛さと甘みが、ご飯のお供やお酒のつまみにぴったり。

優秀賞（福島県知事賞）

●制作意図
「馬の一文字」と「馬のシルエット」を組み合
わせ、筆書き調にシンボル化したアイキャッ
チで印象的に。筆書きの特徴でもあるハケ
目を勢いよく見せるのではなく、あえて抑え目
に配置。ネガティブスペースを利用し、全体
的に要素を少なくすることで、シンプルでイ
ンパクトのあるたたずまいで高級感を演出
します。商品そのものを引き立てるため単色
で展開し、上品さと洗練さを持たせ、百貨店
での販売や贈答用として多くの人に喜んで
もらえるような商品を目指します。

●審査評
この商品は、応募作品においておおきくふた
つの方向にわかれました。高級ブランドとし
て孤高な存在として位置付けるのか、商品
名どおり、気軽にお土産として買ってもらえる
ようなポピュラーな顔つきをしたものとの二
つでした。この二方向について審査の時に、
生産者の方との議論になりました。旅館での
晩餐に並んだ時に気に入って買っていただ
くということであれば、唯一無二の商品とし
て高級感を第一にというころから、この作品
が選ばれました。生産地や商品特性は側面
におさめ、シンプルな馬の文字のグラフィック
化が高級感を演出しています。

会社概要

会社について

〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲160番地
従業員：84名
代表者：山内拓也
U R L：https://kawachiya-gr.jp/

明治28年に柳津町に食料品店として創業し、地域
密着型スーパーマーケット「かわちや」「かねか」を県
内外8店舗で開店。
奥会津地域の野菜等を活用した各種惣菜や加工
品などを製造販売している。
その他、交通事業や宿泊事業、ベーカリーなど、様々
な事業を福島県内を中心に展開している。

小野  貴人  Ono Takahito

宮城県
株式会社高速
一般

1984年生まれ、宮城県出身。2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。おいしい東北パッケージデザイン
展2014グランプリ受賞。2018・2019優秀賞受賞。
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02　デザインヘの希望
１.店頭に並んでいるときに目を留めていただけるような、インパクトのあるデザインがよい。

2.「会津の馬刺し」ということが伝われば非常によい。

3.通販等、今後の販路開拓のために流通に耐えられるパッケージを希望する。

4.また、カタログやWEB掲載時に写真映えをするようなデザインが欲しい。

5.販売量が増えた時を想定し、オペレーションが簡便になるように考慮いただきたい。

馬すぎてごめんね。
有限会社河内屋商店

01　対象商品について
福島県会津で頻繁に食される馬肉を使用した
贅沢なおかず味噌。自社が経営する旅館「瀞流
の宿かわち」で提供していたものだが、販売を希
望される声が多かったことから商品化した。
自社の醸造所で木樽熟成させた味噌と馬肉が
融合した、非常に珍しい商品。
馬刺しに使用する赤身肉を使用しており、肉のご
ろごろ食感が楽しめる。
程よい辛さと甘みが、ご飯のお供やお酒のつまみにぴったり。

優秀賞（福島県知事賞）

●制作意図
「馬の一文字」と「馬のシルエット」を組み合
わせ、筆書き調にシンボル化したアイキャッ
チで印象的に。筆書きの特徴でもあるハケ
目を勢いよく見せるのではなく、あえて抑え目
に配置。ネガティブスペースを利用し、全体
的に要素を少なくすることで、シンプルでイ
ンパクトのあるたたずまいで高級感を演出
します。商品そのものを引き立てるため単色
で展開し、上品さと洗練さを持たせ、百貨店
での販売や贈答用として多くの人に喜んで
もらえるような商品を目指します。

●審査評
この商品は、応募作品においておおきくふた
つの方向にわかれました。高級ブランドとし
て孤高な存在として位置付けるのか、商品
名どおり、気軽にお土産として買ってもらえる
ようなポピュラーな顔つきをしたものとの二
つでした。この二方向について審査の時に、
生産者の方との議論になりました。旅館での
晩餐に並んだ時に気に入って買っていただ
くということであれば、唯一無二の商品とし
て高級感を第一にというころから、この作品
が選ばれました。生産地や商品特性は側面
におさめ、シンプルな馬の文字のグラフィック
化が高級感を演出しています。

会社概要

会社について

〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲160番地
従業員：84名
代表者：山内拓也
U R L：https://kawachiya-gr.jp/

明治28年に柳津町に食料品店として創業し、地域
密着型スーパーマーケット「かわちや」「かねか」を県
内外8店舗で開店。
奥会津地域の野菜等を活用した各種惣菜や加工
品などを製造販売している。
その他、交通事業や宿泊事業、ベーカリーなど、様々
な事業を福島県内を中心に展開している。

小野  貴人  Ono Takahito

宮城県
株式会社高速
一般

1984年生まれ、宮城県出身。2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。おいしい東北パッケージデザイン
展2014グランプリ受賞。2018・2019優秀賞受賞。
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奨励賞 六根

●審査評
六角形のラベルの、通常は商品名が入るセンターを空白にした潔
いアイデアを評価。作者の意図する、呑んだ人の記憶や余韻といっ
た目に見えない「こころ」が余白から伝わる、奥深い美しさのあるデ
ザインです。

●制作意図
六根の由来となっている「六」の意味を筆文字とは異なる表現で主
張する「六角形のラベル」をご提案します。ラベルのかたちに加え、
現行品と異なりラベル中央に空間が設けてあります。六根のコンセ
プトの「心で呑む」を表現したもので、風味や余韻など、呑んだ人そ
れぞれに感じる実体のない記憶、こころを表しており、また、他社商
品と比べど真ん中に文字がない違和感を差別化にも活用できると
考えています。様 な々ラベルも同じ形状で統一することで、シリーズ
展開も容易です。

野村  岳  Nomura Takashi
009 東京都　東洋製缶グループホールディングス

株式会社　一般

東京都立工芸高等学校卒、東洋製罐グループホールディ
ングス（株）デザインセンター勤務、ペントアワード
2015/2017 銅賞、六本木デザイナーズフラッグコンテスト
2015 港区長賞

●審査評
既成概念にとらわれない自由な発想と、みずみずしくて潔い表現を評
価します。抽象的なモチーフは見る人の想像力を刺激し、そのやわらか
な形状や色合いは、新たな顧客層の心をつかむことができそうです。

●制作意図
「伝統を大切にしつつ、新しいことにチャレンジする蔵」というコンセ
プトを特に心がけて制作しました。「新しいことにチャレンジする」と
いう姿勢を表現するために、モダンな印象の幾何学図形を使って
商品コンセプトである「六感で味わう」を表現。左から目(視覚)、耳
(聴覚)、舌(味覚)、鼻(嗅覚)、指(感覚)、六角形(第六感)をモチーフ
にしています。これらの図形を縦に変倍をかけることにより、六感が刺
激されているイメージを表現しました。また、筆で塗装したような質
感は弘前ねぷたをイメージしました。そして、全体的に余計な装飾を
しないことにより、落ち着いた雰囲気を演出し、「伝統を大切にする」
というもう一つのコンセプトを表現しました。商品名表記について
は、平仮名表記にすることにより柔らかい印象を持たせました。若い
方や女性にも好まれるようなスタイリッシュな印象を持たせつつ、以
前から六根をご愛飲されている方が買い辛くならないような落ち着
いた印象を表現しました。

安宅  祐翔  Ataka Yuto
010 神奈川県　東京デザインプレックス研究所

学生

1997年生まれ、神奈川県出身。
東京デザインプレックス研究所デジタルコミュニケーション
デザイン総合コース。

奨励賞
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奨励賞 六根

●審査評
六角形のラベルの、通常は商品名が入るセンターを空白にした潔
いアイデアを評価。作者の意図する、呑んだ人の記憶や余韻といっ
た目に見えない「こころ」が余白から伝わる、奥深い美しさのあるデ
ザインです。

●制作意図
六根の由来となっている「六」の意味を筆文字とは異なる表現で主
張する「六角形のラベル」をご提案します。ラベルのかたちに加え、
現行品と異なりラベル中央に空間が設けてあります。六根のコンセ
プトの「心で呑む」を表現したもので、風味や余韻など、呑んだ人そ
れぞれに感じる実体のない記憶、こころを表しており、また、他社商
品と比べど真ん中に文字がない違和感を差別化にも活用できると
考えています。様 な々ラベルも同じ形状で統一することで、シリーズ
展開も容易です。

野村  岳  Nomura Takashi
009 東京都　東洋製缶グループホールディングス

株式会社　一般

東京都立工芸高等学校卒、東洋製罐グループホールディ
ングス（株）デザインセンター勤務、ペントアワード
2015/2017 銅賞、六本木デザイナーズフラッグコンテスト
2015 港区長賞

●審査評
既成概念にとらわれない自由な発想と、みずみずしくて潔い表現を評
価します。抽象的なモチーフは見る人の想像力を刺激し、そのやわらか
な形状や色合いは、新たな顧客層の心をつかむことができそうです。

●制作意図
「伝統を大切にしつつ、新しいことにチャレンジする蔵」というコンセ
プトを特に心がけて制作しました。「新しいことにチャレンジする」と
いう姿勢を表現するために、モダンな印象の幾何学図形を使って
商品コンセプトである「六感で味わう」を表現。左から目(視覚)、耳
(聴覚)、舌(味覚)、鼻(嗅覚)、指(感覚)、六角形(第六感)をモチーフ
にしています。これらの図形を縦に変倍をかけることにより、六感が刺
激されているイメージを表現しました。また、筆で塗装したような質
感は弘前ねぷたをイメージしました。そして、全体的に余計な装飾を
しないことにより、落ち着いた雰囲気を演出し、「伝統を大切にする」
というもう一つのコンセプトを表現しました。商品名表記について
は、平仮名表記にすることにより柔らかい印象を持たせました。若い
方や女性にも好まれるようなスタイリッシュな印象を持たせつつ、以
前から六根をご愛飲されている方が買い辛くならないような落ち着
いた印象を表現しました。

安宅  祐翔  Ataka Yuto
010 神奈川県　東京デザインプレックス研究所

学生

1997年生まれ、神奈川県出身。
東京デザインプレックス研究所デジタルコミュニケーション
デザイン総合コース。
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奨励賞 フルーツ大福

●審査評
季節ごとに新しい味を味わえる商品の特徴をデザインした、美味し
そうなデザイン。柔らかなお餅の中の果物が、みずみずしく表現され
ている。全体を柔らかなトーンの色彩で包んだ、落ち着いた表情の
大人っぽいパッケージデザインにまとめている。

●制作意図
箱型の中身が見えないパッケージだからこそ、直感的にフルーツ大
福だと理解できるようにふわっとした感触とフルーツのみずみずしさ
をイラストレーションで表現したデザインです。手土産などで買って
もらえるように老舗和菓子屋ならではの高級感と、フルーツ大福の
控えめで食べやすい甘さをイメージした主張しすぎないシンプルな
デザインを目指しました。

竹内  駿  Takeuchi Shun
011 東京都　株式会社アドブレーン　一般

グラフィックデザイナー。1994年新潟県生まれ。
大阪芸術大学卒業後、株式会社アドブレーン入社。

●審査評
PANDAIFUKUのロゴだけがシンプルに目立つ白い箱は、コンセプ
チュアルなクールなデザインに見えるが、謎めいた箱を開けると、パ
ンダが描かれた透明シール越しに商品の大福が見えるアイデア。ど
んな季節にも対応できる柔軟な発想で、商品が「かわいく見える」
新企画のパッケージデザインはアイデアがあり秀逸である。

●制作意図
フルーツ大福を「こじまかふぇ」でお馴染みのパンダに見立て
「PANDAIFUKU」と題し、小島製菓ならではのオリジナリティを創
出。いちご大福と複数のフルーツ大福の展開を想定して箱自体はシ
ンプルなデザインで構成し、白を基調とした紙器に黒箔押しのタイト
ルで上質感を訴求。箱を開けた時には表情豊かなパンダが登場
し、和みのインパクトを与えます。（容器に透明ラベルを貼付）ユニー
クなネーミングと、手描きの素朴なパンダが印象的なパッケージで、
笑顔がほころぶようなパッケージをこころがけました。PANDAI-
FUKUがずらり店頭に並ぶ姿も愛嬌のある佇まいとなり、単体での販
売時でも印象が強く多くの方に親しんでもらえるよう配慮しました。
※タイトル等黒箔押しを想定。※容器に貼付するラベルは面付けにより表
情違いと数種類作成を想定。

佐藤  瑞佳  Sato Mizuka
012 宮城県　株式会社高速　デザイン室

一般

宮城県出身。東北芸術工科大学卒業後、デザイン制作会社
を経て株式会社高速デザイン室在籍。
CLUB HARIEニューイヤーバームパッケージデザイン優秀賞
受賞。

奨励賞 希望の丘

●審査評
透明ペットという仕様を活かした文字デザインが効いています。ラベ
ルを白1色の共通にして、首ラベルなど付属要素のあり方を検討す
ると、よりコストを抑えて展開を容易にする方法が見つかるかもしれ
ません。

●制作意図
メインのビジュアルは、希望の丘の文字に動きをつけ1日でも早く震
災から復興し、心ワクワクする毎日を送って欲しいと願いを込めデザ
インしました。また、その中に希望の丘にある石碑や伊達の三日月を
入れ、宮城らしさも表現しました。ラベルは透明ペットを使用し、高
級感のあるクラフトビールをイメージしています。今後は地域の食材
を使用した商品の展開も考慮し、ワンポイントの色変更、首ラベル
の変更で展開出来るデザインにしています。箱はクラフト素材にし、
コスト面も考え、1色で仕上げ、共通のデザインで仕上げています。

村上  真也  Murakami Shinya
013 宮城県　高速シーパック株式会社　一般

1978年宮城県・岩沼市生まれ。
高速シーパック（株）所属。おいしい東北パッケージデザイン
展、2019奨励賞、2020年優秀賞、奨励賞受賞。

●審査評
やさしくてナチュラルなイラストやタイポグラフィーに心がほっこり。
ビールの泡の中に丘のある風景を描いたことで、商品名にふさわし
い明るさや楽しさだけでなく、おいしさも伝わってくるところが評価さ
れました。

●制作意図
「千年希望の丘」の「希望」や、名前の由来にもある「笑顔」という
キーワードから、明るく楽しいデザインを目指しました。丘やその周り
の景色をビールの泡と一体化させたイラストで、視覚的な楽しさを
演出しました。クラフトビールらしく、また美味しそうにみえるように、
タッチや配色に配慮して制作しました。箱はコスト面を考え1パター
ンにし、薄手の段ボールに1色印刷のデザインとしました。

佐々木  真由  Sasaki Mayu
014 宮城県　有限会社スマッシュ　一般

2017年度 東北芸術工科大学デザイン工学部プロダクトデ
ザイン学科卒業後、有限会社スマッシュ（仙台市）に勤務。
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奨励賞 フルーツ大福

●審査評
季節ごとに新しい味を味わえる商品の特徴をデザインした、美味し
そうなデザイン。柔らかなお餅の中の果物が、みずみずしく表現され
ている。全体を柔らかなトーンの色彩で包んだ、落ち着いた表情の
大人っぽいパッケージデザインにまとめている。

●制作意図
箱型の中身が見えないパッケージだからこそ、直感的にフルーツ大
福だと理解できるようにふわっとした感触とフルーツのみずみずしさ
をイラストレーションで表現したデザインです。手土産などで買って
もらえるように老舗和菓子屋ならではの高級感と、フルーツ大福の
控えめで食べやすい甘さをイメージした主張しすぎないシンプルな
デザインを目指しました。

竹内  駿  Takeuchi Shun
011 東京都　株式会社アドブレーン　一般

グラフィックデザイナー。1994年新潟県生まれ。
大阪芸術大学卒業後、株式会社アドブレーン入社。

●審査評
PANDAIFUKUのロゴだけがシンプルに目立つ白い箱は、コンセプ
チュアルなクールなデザインに見えるが、謎めいた箱を開けると、パ
ンダが描かれた透明シール越しに商品の大福が見えるアイデア。ど
んな季節にも対応できる柔軟な発想で、商品が「かわいく見える」
新企画のパッケージデザインはアイデアがあり秀逸である。

●制作意図
フルーツ大福を「こじまかふぇ」でお馴染みのパンダに見立て
「PANDAIFUKU」と題し、小島製菓ならではのオリジナリティを創
出。いちご大福と複数のフルーツ大福の展開を想定して箱自体はシ
ンプルなデザインで構成し、白を基調とした紙器に黒箔押しのタイト
ルで上質感を訴求。箱を開けた時には表情豊かなパンダが登場
し、和みのインパクトを与えます。（容器に透明ラベルを貼付）ユニー
クなネーミングと、手描きの素朴なパンダが印象的なパッケージで、
笑顔がほころぶようなパッケージをこころがけました。PANDAI-
FUKUがずらり店頭に並ぶ姿も愛嬌のある佇まいとなり、単体での販
売時でも印象が強く多くの方に親しんでもらえるよう配慮しました。
※タイトル等黒箔押しを想定。※容器に貼付するラベルは面付けにより表
情違いと数種類作成を想定。

佐藤  瑞佳  Sato Mizuka
012 宮城県　株式会社高速　デザイン室

一般

宮城県出身。東北芸術工科大学卒業後、デザイン制作会社
を経て株式会社高速デザイン室在籍。
CLUB HARIEニューイヤーバームパッケージデザイン優秀賞
受賞。

奨励賞 希望の丘

●審査評
透明ペットという仕様を活かした文字デザインが効いています。ラベ
ルを白1色の共通にして、首ラベルなど付属要素のあり方を検討す
ると、よりコストを抑えて展開を容易にする方法が見つかるかもしれ
ません。

●制作意図
メインのビジュアルは、希望の丘の文字に動きをつけ1日でも早く震
災から復興し、心ワクワクする毎日を送って欲しいと願いを込めデザ
インしました。また、その中に希望の丘にある石碑や伊達の三日月を
入れ、宮城らしさも表現しました。ラベルは透明ペットを使用し、高
級感のあるクラフトビールをイメージしています。今後は地域の食材
を使用した商品の展開も考慮し、ワンポイントの色変更、首ラベル
の変更で展開出来るデザインにしています。箱はクラフト素材にし、
コスト面も考え、1色で仕上げ、共通のデザインで仕上げています。

村上  真也  Murakami Shinya
013 宮城県　高速シーパック株式会社　一般

1978年宮城県・岩沼市生まれ。
高速シーパック（株）所属。おいしい東北パッケージデザイン
展、2019奨励賞、2020年優秀賞、奨励賞受賞。

●審査評
やさしくてナチュラルなイラストやタイポグラフィーに心がほっこり。
ビールの泡の中に丘のある風景を描いたことで、商品名にふさわし
い明るさや楽しさだけでなく、おいしさも伝わってくるところが評価さ
れました。

●制作意図
「千年希望の丘」の「希望」や、名前の由来にもある「笑顔」という
キーワードから、明るく楽しいデザインを目指しました。丘やその周り
の景色をビールの泡と一体化させたイラストで、視覚的な楽しさを
演出しました。クラフトビールらしく、また美味しそうにみえるように、
タッチや配色に配慮して制作しました。箱はコスト面を考え1パター
ンにし、薄手の段ボールに1色印刷のデザインとしました。

佐々木  真由  Sasaki Mayu
014 宮城県　有限会社スマッシュ　一般

2017年度 東北芸術工科大学デザイン工学部プロダクトデ
ザイン学科卒業後、有限会社スマッシュ（仙台市）に勤務。
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奨励賞 かづのシードルフジ ビン内二次発酵

●審査評
これまたシンプルなデザイン。商品の特徴よりも鹿角という生産地を
メインのビジュアルに展開しています。その造形の面白さがこのデザ
インの特徴だといえるでしょう。やはりオーダーの和の匂いも醸し出し
ています。

●制作意図
ヒアリングシートに記載されていた、「リンゴの形に囚われず」と言う
のは、リンゴモチーフが多い同業他社との差別化だと考えました。地
域性の訴求が、同業他社との差別化につながると考え、鹿角市のシ
ルエットをモチーフにした落款をメインビジュアルにしました。地域、
日本らしさ、和モダンを意識したデザインで高級感を与えます。また、
日本語の情報を縦帯シールに集約することで、わかりやすく商品情
報が伝わると考えました。ネーミングについては、自分たちの地域を
冠した「KAZUNO」を提案します。

横山  勇太  Yokoyama Yuta
015 青森県　YAMABATO　一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017奨励賞受賞、おい
しい東北パッケージデザイン展2018、2020優秀賞受賞。

●審査評
鹿角市の無形民族文化財の花輪ばやしをテーマにしたとのことです
が、そのまでの賑わいはないですが、屋台飾りからのイメージしたとい
うパターン化したリンゴのビジュアルが特徴的で印象に残りました。

●制作意図
秋田県鹿角市は「花輪囃子」が有名なので、「花輪囃子」をイメー
ジしたデザインにしたいと考えました。メインのりんごのデザインは
花輪囃子の屋台の飾りの花をイメージして作りました。周りの弾けて
いる部分は、花輪囃子の屋台の提灯や、お祭りで賑やかな様子をイ
メージしました。また、スパークリングの泡のイメージもかけています。
シードルの味はエグみのないスッキリとした味わいなので、お祭りを
イメージしながらも、全体的にシンプルでスッキリとしたデザインにし
て、落ち着いた雰囲気の和紙を使用しています。

佐藤  汐莉  Sato Shiori
016 山形県　進和ラベル印刷株式会社　一般

1992年生まれ　宮城県出身
東北芸術工科大学 プロダクトデザイン学科卒業
進和ラベル印刷 株式会社 に入社
おいしい東北パッケージデザイン展2016 入選

奨励賞 スモッち

●審査評
このデザインも優秀賞の作品と同様、従来品にないカラーリングの刺激的
な提案。ブルーのパッケージに白いボジで書かれた商品説明のコピーが理
知的で品質感があるデザインである。卵の製品中身が観れるパッケージと、
現行ロゴを使用することで、安心感を持たせているが、実際の製品化を考
えるとしたら、赤いブランド認知についての判断が必要になるであろう。

●審査評
中身の製品の特徴を、明るい茶色のカラーリングと半熟を大きくあ
しらったロゴ、周りのグラフィックデザインで、美味しさを表現した優
れたデザイン。新製品に見える新しい価値の創出を目指した、共感
度のある、わかりやすく、やさしいデザインではあるが、挑戦的な提
案でもある。

●制作意図
“つい”手にしたくなる。　“つい”食べたくなる。　“つい”誰かに教え
たくなる。そんな「スモッち」に。真空包装なので、どうしても印刷面が
読みにくくなってしまう。手に取り、引っ張って読んでもらうのが一番
と考え、印刷面にキャッチーなフレーズを加えた。読み易さを考慮
し、現行品の横向きからタテ向きに変更。タマゴの中央に最も強調
したいポイント「無添加」が刻印されているイメージに。また、サイト
内や店頭の雰囲気を拝見すると可愛らしいキャラクターや暖色系
の商品が多い印象だったので、ピリリとスパイスの効いた風合いの
ビジュアルで個性を尊重したデザインに。

小野  貴人  Ono Takahito
017 宮城県　株式会社高速　一般

1984年生まれ、宮城県出身。
2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2014グランプリ受賞。
2018・2019優秀賞受賞。

●制作意図
開けるのが楽しみになるような わくわく感がコンセプト。卵型のシル
エット中央にどっしり半熟の文字を据え、産地や商品特徴を落款と
描き文字にてわかりやすく訴求します。さらに風合いのある封筒に卵
を入れてレトロで古びた風格を演出。大人から子供まで幅広い年
齢層の方に手に取って頂けるよう、素朴で親しみやすいデザインを
意識して制作致しております。

早瀬  友梨  Hayase Yuri
018 北海道　クリエイティブオフィスメッセンジャー

一般

北海道生まれ、札幌デザイナー学院卒業・JPDA会員。 
おいしい東北パッケージデザイン展2017優秀賞、 パッケー
ジデザインコンテスト北海道2020優秀賞。
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奨励賞 かづのシードルフジ ビン内二次発酵

●審査評
これまたシンプルなデザイン。商品の特徴よりも鹿角という生産地を
メインのビジュアルに展開しています。その造形の面白さがこのデザ
インの特徴だといえるでしょう。やはりオーダーの和の匂いも醸し出し
ています。

●制作意図
ヒアリングシートに記載されていた、「リンゴの形に囚われず」と言う
のは、リンゴモチーフが多い同業他社との差別化だと考えました。地
域性の訴求が、同業他社との差別化につながると考え、鹿角市のシ
ルエットをモチーフにした落款をメインビジュアルにしました。地域、
日本らしさ、和モダンを意識したデザインで高級感を与えます。また、
日本語の情報を縦帯シールに集約することで、わかりやすく商品情
報が伝わると考えました。ネーミングについては、自分たちの地域を
冠した「KAZUNO」を提案します。

横山  勇太  Yokoyama Yuta
015 青森県　YAMABATO　一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017奨励賞受賞、おい
しい東北パッケージデザイン展2018、2020優秀賞受賞。

●審査評
鹿角市の無形民族文化財の花輪ばやしをテーマにしたとのことです
が、そのまでの賑わいはないですが、屋台飾りからのイメージしたとい
うパターン化したリンゴのビジュアルが特徴的で印象に残りました。

●制作意図
秋田県鹿角市は「花輪囃子」が有名なので、「花輪囃子」をイメー
ジしたデザインにしたいと考えました。メインのりんごのデザインは
花輪囃子の屋台の飾りの花をイメージして作りました。周りの弾けて
いる部分は、花輪囃子の屋台の提灯や、お祭りで賑やかな様子をイ
メージしました。また、スパークリングの泡のイメージもかけています。
シードルの味はエグみのないスッキリとした味わいなので、お祭りを
イメージしながらも、全体的にシンプルでスッキリとしたデザインにし
て、落ち着いた雰囲気の和紙を使用しています。

佐藤  汐莉  Sato Shiori
016 山形県　進和ラベル印刷株式会社　一般

1992年生まれ　宮城県出身
東北芸術工科大学 プロダクトデザイン学科卒業
進和ラベル印刷 株式会社 に入社
おいしい東北パッケージデザイン展2016 入選

奨励賞 スモッち

●審査評
このデザインも優秀賞の作品と同様、従来品にないカラーリングの刺激的
な提案。ブルーのパッケージに白いボジで書かれた商品説明のコピーが理
知的で品質感があるデザインである。卵の製品中身が観れるパッケージと、
現行ロゴを使用することで、安心感を持たせているが、実際の製品化を考
えるとしたら、赤いブランド認知についての判断が必要になるであろう。

●審査評
中身の製品の特徴を、明るい茶色のカラーリングと半熟を大きくあ
しらったロゴ、周りのグラフィックデザインで、美味しさを表現した優
れたデザイン。新製品に見える新しい価値の創出を目指した、共感
度のある、わかりやすく、やさしいデザインではあるが、挑戦的な提
案でもある。

●制作意図
“つい”手にしたくなる。　“つい”食べたくなる。　“つい”誰かに教え
たくなる。そんな「スモッち」に。真空包装なので、どうしても印刷面が
読みにくくなってしまう。手に取り、引っ張って読んでもらうのが一番
と考え、印刷面にキャッチーなフレーズを加えた。読み易さを考慮
し、現行品の横向きからタテ向きに変更。タマゴの中央に最も強調
したいポイント「無添加」が刻印されているイメージに。また、サイト
内や店頭の雰囲気を拝見すると可愛らしいキャラクターや暖色系
の商品が多い印象だったので、ピリリとスパイスの効いた風合いの
ビジュアルで個性を尊重したデザインに。

小野  貴人  Ono Takahito
017 宮城県　株式会社高速　一般

1984年生まれ、宮城県出身。
2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2014グランプリ受賞。
2018・2019優秀賞受賞。

●制作意図
開けるのが楽しみになるような わくわく感がコンセプト。卵型のシル
エット中央にどっしり半熟の文字を据え、産地や商品特徴を落款と
描き文字にてわかりやすく訴求します。さらに風合いのある封筒に卵
を入れてレトロで古びた風格を演出。大人から子供まで幅広い年
齢層の方に手に取って頂けるよう、素朴で親しみやすいデザインを
意識して制作致しております。

早瀬  友梨  Hayase Yuri
018 北海道　クリエイティブオフィスメッセンジャー

一般

北海道生まれ、札幌デザイナー学院卒業・JPDA会員。 
おいしい東北パッケージデザイン展2017優秀賞、 パッケー
ジデザインコンテスト北海道2020優秀賞。
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奨励賞 火のごちそう

●審査評
凝ったパッケージより、機能的なもので十分！…というこのアイデアか
らは、自然環境やエネルギー問題、過剰包装への問題提起など、
ハッとさせられる。商品情報をQRコードで済ませる潔さも面白い。

●制作意図
作業効率を重点に置いたデザイン案。このクラフトテープ1本で現
在使用しているラベル貼付の工程も不要に。梱包する感覚でトータ
ルパッケージが成立してしまうというアイディア。貼り方を変えると見
えか方も変わる点もポイント。中身の情報については、QRコードか
らweb上で確認できるのであえて記載していない。シンプルにまとめ
ることで簡潔明瞭に。自分時間にも、自然にもスーーッと溶け込む魔
法のテープです。

小野  貴人  Ono Takahito
019 宮城県　株式会社高速　一般

1984年生まれ、宮城県出身。
2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2014グランプリ受賞。
2018・2019優秀賞受賞。

●審査評
炎の暖かさが表現された素敵なイラストレーションが特徴のパッ
ケージ。火を囲む楽しいイメージが伝わる。炭なのか薪なのか…とい
うことをしっかり差別化できていればさらに良いデザインになってい
たと思う。

●制作意図
私は、火と薪をモチーフにした幾何学模様でロゴとグラフィックを作
り、デザインしました。このパッケージを作るにあたり4点大切にした
ことがあります。一つ目は焚き火セットということが伝わること。二つ目
は火の暖かさと焚き火の楽しさが伝わるグラフィックを作ること。三
つ目はInstagramの投稿に映り込んでも違和感がないオシャレな
パッケージにすることと今後の使用シーンの展開を考え、特定の
シーンを具体的に描かないこと。四つ目はコストパフォーマンスを考
え、260×260×260の段ボールに直接少ない色数で印刷するパッ
ケージだが、インパクトのあるパッケージにすることです。火の赤と薪
の茶色を用いり、動きのあるグラフィックを作りました。そして、薪を縦
に入れ開けた時の薪の見え方が面白いと思い、その様子を参考に
グラフィックに落とし込みました。

貫井  綾乃  Nukui Ayano
020 新潟県　長岡造形大学　学生

1999年生まれ、群馬県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科在籍。
主にグラフィックデザインを勉強中。
JAGDA国際学生ポスターアワード2021入選。

奨励賞 真穴子の白焼き

●審査評
赤文字の「手捌き、手焼き」がこだわりを魅力的に伝えています。穴
子のイラストがデザインに動きとリアリティを与えています。白焼きを
おいしくみせるために、白を貴重としてデザインしていることも素晴ら
しいです。

●制作意図
実際の店舗・道の駅、実物と対面しないECサイト全ての場面で対
応出来る美味しそうと感じるパッケージデザインを意識し作成しまし
た。脱気した袋のままでは安く見えてしまうので外装の袋に入れ売る
ご提案と致しました。外装は半透明の材質を使用し、中身の商品は
見えるが半透明で見えることで高級感と商品自体が優しく見え、商
品自体もふっくら食感の印象を持てるようにしています。透け感を多
く出すことで、手焼きというこの商品の売りを焼き色を全面で見せる
ことで伝わる様にしています。デザインは3色印刷にし手捌き・手焼
き、常磐ものといった売りとなる部分は目立つ赤色を使用しデザイン
を引き締めています。表示部分は真穴子の影に収まるようにし表面
のデザインの邪魔にならないようにしています。

奥本  隆  Okumoto Takashi
021 北海道　クリエイティブオフィスメッセンジャー

一般

1976年生まれ。包装資材会社デザイン室、吉本興業にて
お笑い芸人を経てクリエイティブオフィスメッセンジャー設
立。おいしい東北パッケージデザイン展2018・2019・
2020奨励賞受賞。

●審査評
このデザインは店頭で隣にどんなデザインのパッケージが並んで
も、埋もれることがない素晴らしいデザインです。紙の白さとベージュ
の文字が、白焼きの高級感を演出しています。お土産としても喜ばれ
る美しいデザインです。

●制作意図
質の良い肉厚な穴子。1つ１つ丁寧に手焼きされ、香ばしい風味とほ
ど良い脂。そんな偽りの無い商品の魅力を、シンプルに力強い文字
で表現しました。お土産や贈り物にもできるように封筒形状にしまし
た。穴から実物が覗けます。穴子なので。

児玉  佳奈美  Kodama Kanami
022 山形県　株式会社アカオニ　一般

1994年愛知県生まれ。
愛知教育大学卒業、桑沢デザイン研究所中退。
株式会社アカオニ勤務。
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奨励賞 火のごちそう

●審査評
凝ったパッケージより、機能的なもので十分！…というこのアイデアか
らは、自然環境やエネルギー問題、過剰包装への問題提起など、
ハッとさせられる。商品情報をQRコードで済ませる潔さも面白い。

●制作意図
作業効率を重点に置いたデザイン案。このクラフトテープ1本で現
在使用しているラベル貼付の工程も不要に。梱包する感覚でトータ
ルパッケージが成立してしまうというアイディア。貼り方を変えると見
えか方も変わる点もポイント。中身の情報については、QRコードか
らweb上で確認できるのであえて記載していない。シンプルにまとめ
ることで簡潔明瞭に。自分時間にも、自然にもスーーッと溶け込む魔
法のテープです。

小野  貴人  Ono Takahito
019 宮城県　株式会社高速　一般

1984年生まれ、宮城県出身。
2005年高速シーパック株式会社に入社。
現在、株式会社高速デザイン室に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2014グランプリ受賞。
2018・2019優秀賞受賞。

●審査評
炎の暖かさが表現された素敵なイラストレーションが特徴のパッ
ケージ。火を囲む楽しいイメージが伝わる。炭なのか薪なのか…とい
うことをしっかり差別化できていればさらに良いデザインになってい
たと思う。

●制作意図
私は、火と薪をモチーフにした幾何学模様でロゴとグラフィックを作
り、デザインしました。このパッケージを作るにあたり4点大切にした
ことがあります。一つ目は焚き火セットということが伝わること。二つ目
は火の暖かさと焚き火の楽しさが伝わるグラフィックを作ること。三
つ目はInstagramの投稿に映り込んでも違和感がないオシャレな
パッケージにすることと今後の使用シーンの展開を考え、特定の
シーンを具体的に描かないこと。四つ目はコストパフォーマンスを考
え、260×260×260の段ボールに直接少ない色数で印刷するパッ
ケージだが、インパクトのあるパッケージにすることです。火の赤と薪
の茶色を用いり、動きのあるグラフィックを作りました。そして、薪を縦
に入れ開けた時の薪の見え方が面白いと思い、その様子を参考に
グラフィックに落とし込みました。

貫井  綾乃  Nukui Ayano
020 新潟県　長岡造形大学　学生

1999年生まれ、群馬県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科在籍。
主にグラフィックデザインを勉強中。
JAGDA国際学生ポスターアワード2021入選。

奨励賞 真穴子の白焼き

●審査評
赤文字の「手捌き、手焼き」がこだわりを魅力的に伝えています。穴
子のイラストがデザインに動きとリアリティを与えています。白焼きを
おいしくみせるために、白を貴重としてデザインしていることも素晴ら
しいです。

●制作意図
実際の店舗・道の駅、実物と対面しないECサイト全ての場面で対
応出来る美味しそうと感じるパッケージデザインを意識し作成しまし
た。脱気した袋のままでは安く見えてしまうので外装の袋に入れ売る
ご提案と致しました。外装は半透明の材質を使用し、中身の商品は
見えるが半透明で見えることで高級感と商品自体が優しく見え、商
品自体もふっくら食感の印象を持てるようにしています。透け感を多
く出すことで、手焼きというこの商品の売りを焼き色を全面で見せる
ことで伝わる様にしています。デザインは3色印刷にし手捌き・手焼
き、常磐ものといった売りとなる部分は目立つ赤色を使用しデザイン
を引き締めています。表示部分は真穴子の影に収まるようにし表面
のデザインの邪魔にならないようにしています。

奥本  隆  Okumoto Takashi
021 北海道　クリエイティブオフィスメッセンジャー

一般

1976年生まれ。包装資材会社デザイン室、吉本興業にて
お笑い芸人を経てクリエイティブオフィスメッセンジャー設
立。おいしい東北パッケージデザイン展2018・2019・
2020奨励賞受賞。

●審査評
このデザインは店頭で隣にどんなデザインのパッケージが並んで
も、埋もれることがない素晴らしいデザインです。紙の白さとベージュ
の文字が、白焼きの高級感を演出しています。お土産としても喜ばれ
る美しいデザインです。

●制作意図
質の良い肉厚な穴子。1つ１つ丁寧に手焼きされ、香ばしい風味とほ
ど良い脂。そんな偽りの無い商品の魅力を、シンプルに力強い文字
で表現しました。お土産や贈り物にもできるように封筒形状にしまし
た。穴から実物が覗けます。穴子なので。

児玉  佳奈美  Kodama Kanami
022 山形県　株式会社アカオニ　一般

1994年愛知県生まれ。
愛知教育大学卒業、桑沢デザイン研究所中退。
株式会社アカオニ勤務。
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奨励賞 馬すぎてごめんね。

●審査評
これがそのもうひとつの解答でした。ユニークなネーミングに加え商
品としての特徴を前面に押し出しています。パッケージの上部にフ
ラップ仕様で立ち上がるアイデアなどは、お土産としての顔作りに成
功しています。

●制作意図
ユニークなネーミングに引っ張られて、商品内容の伝わりづらさが課
題だと感じました。まず、ネーミングの間に馬肉の味噌であることを表
記してネーミングとの一体感を出し、商品内容が伝わるようにしまし
た。また、木樽で熟成させた味噌を使用していることが独自性につ
ながると考え、企業ロゴの雰囲気をイメージした版画風の木樽をメ
インビジュアルにしました。商品を陳列すると、味噌を熟成させてい
る醸造所の風景が浮かんでくるイメージでデザインしています。天面
の馬のイラストはフラップ仕様にし、立ち上がるようにしています。陳
列時には立ち上げて目を引くポイントに、通販時は閉めたままで輸
送するなどを想定しています。

横山  勇太  Yokoyama Yuta
023 青森県　YAMABATO　一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017奨励賞受賞、おい
しい東北パッケージデザイン展2018、2020優秀賞受賞。

●審査評
商品の特徴をメインビジュアルの蹄で表現しています。高級感もあり
ながらポピュラリティーもあり、馬肉の商品として素直に手を伸ばせ
るパッケージになっていると思います。普通に考えれば正解に一番
近いデザインかもしれません。

●制作意図
価格の面を考え現状のパッケージとは違う「高級感」をイメージし
たデザインを目指しました。ラベル原紙には和紙を使用し上品さを
演出、ラベル中央には馬の蹄（ひづめ）のシルエットを筆で配置し、
ネーミングの「U」にも掛け上品さにの中にも遊び心を入れ、消費者
に手にとってもらえるようになデザインに仕上げました。

宍戸  大樹  Shishido Taiki
024 宮城県　高速シーパック株式会社　一般

1983年生まれ。福島県出身。
仙台デザイン専門学校卒業後、高速シーパック株式会社へ
入社。
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奨励賞 馬すぎてごめんね。

●審査評
これがそのもうひとつの解答でした。ユニークなネーミングに加え商
品としての特徴を前面に押し出しています。パッケージの上部にフ
ラップ仕様で立ち上がるアイデアなどは、お土産としての顔作りに成
功しています。

●制作意図
ユニークなネーミングに引っ張られて、商品内容の伝わりづらさが課
題だと感じました。まず、ネーミングの間に馬肉の味噌であることを表
記してネーミングとの一体感を出し、商品内容が伝わるようにしまし
た。また、木樽で熟成させた味噌を使用していることが独自性につ
ながると考え、企業ロゴの雰囲気をイメージした版画風の木樽をメ
インビジュアルにしました。商品を陳列すると、味噌を熟成させてい
る醸造所の風景が浮かんでくるイメージでデザインしています。天面
の馬のイラストはフラップ仕様にし、立ち上がるようにしています。陳
列時には立ち上げて目を引くポイントに、通販時は閉めたままで輸
送するなどを想定しています。

横山  勇太  Yokoyama Yuta
023 青森県　YAMABATO　一般

1974年生まれ。青森県出身。グラフィックデザイナー。
おいしい東北パッケージデザイン展2017奨励賞受賞、おい
しい東北パッケージデザイン展2018、2020優秀賞受賞。

●審査評
商品の特徴をメインビジュアルの蹄で表現しています。高級感もあり
ながらポピュラリティーもあり、馬肉の商品として素直に手を伸ばせ
るパッケージになっていると思います。普通に考えれば正解に一番
近いデザインかもしれません。

●制作意図
価格の面を考え現状のパッケージとは違う「高級感」をイメージし
たデザインを目指しました。ラベル原紙には和紙を使用し上品さを
演出、ラベル中央には馬の蹄（ひづめ）のシルエットを筆で配置し、
ネーミングの「U」にも掛け上品さにの中にも遊び心を入れ、消費者
に手にとってもらえるようになデザインに仕上げました。

宍戸  大樹  Shishido Taiki
024 宮城県　高速シーパック株式会社　一般

1983年生まれ。福島県出身。
仙台デザイン専門学校卒業後、高速シーパック株式会社へ
入社。
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学生優秀賞 フルーツ大福 フルーツ大福六根

●審査評
伝統や地域性を伝える方向性を選択しながら、そのまま古典的な表
現に落とし込むのでなく、「大人女子」にターゲットを絞ったレトロな
トーンで表現したところを評価しました。

●制作意図
明治37年から、100年以上続く「伝統」を強調させたデザインを目
指しました。ジャケ買いを狙った、大人女子向けのレトロで、可愛らし
いデザインにしました。デザインには、『津軽富士』や、弘前藩の『津
軽牡丹』を取り入れ、青森のお酒だということをアピールしています。
また、レトロチックなところを強調させるために、全体の色のトーンを
抑えぎみにし、黄味がかった和紙を使用しました。

曾根田  璃愛  Soneta Rio
025 宮城県　専門学校　日本デザイナー芸術学院

学生

2003年生まれ。宮城県仙台市出身。
専門学校日本デザイナー芸術学院イラストレーション科在
籍。

●審査評
明るいカラフルで優しい曲線のグラフィックが新鮮である。季節の彩
り、柔らかな質感、新しい和のテイストのパッケージデザインは、新し
い大福餅の可能性を感じる優れた提案である。

●制作意図
おみやげとして他の人に渡すということ第一に考えました。まず、ロゴ
は大福のもちっと感をモチーフに、カラフルな模様で季節によって変
わる果実の雰囲気を出しました。丸みを帯びたモチーフとは対照的
にロゴタイプは少しカチッとしたフォント選びをすることで抑揚をつ
け、デザインを整えました。名称は言いやすさと親しみやすさを重視
して考え、MOCHI+FRU(もちふる)となりました。構造は非常にシン
プルな地獄底のパッケージとし、展開した状態で大量のパッケージ
を保管することができるようにしました。

平石  優  Hiraishi Yuu
026 新潟県　長岡造形大学　学生

2000年生まれ、群馬県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科に所属。
サインデザインやCIを中心に勉強中。JAGDA国際学生ポス
ターアワード2021入選。

学生優秀賞 火のごちそう

●審査評

●制作意図
企業様のメッセージから、ひと目で見て気持ちよく受け取れる、喜び
の感情といった純粋さをありのままに感じさせるパッケージデザイン
を心がけました。ひとつひとつ手作りで作られた商品のこだわりや繊
細さを、上品でシンプルなデザインにまとめました。その中に遊び心
を感じさせるカラクリ要素を追求、しかしデザインにギャップを感じ
させないよう全体のデザインに馴染ませました。大福にとって需要な
フルーツの鮮明さをパッケージからも感じ取れるよう工夫しました。
今後商品を買い求めてくるお客様が、職人からの愛情や信頼性の
あるやさしさ、大福から与えられる満足感を単純に受け取れるよう、
丸みのある書体を使用、名称をひらがなにしました。温かみを感じら
れる赤みの橙をキーカラーにすることによって、沢山のお客様に笑
顔を繋げられるパッケージを目指しました。

佐々木  綾音  Sasaki Ayane
027 宮城県　専門学校　日本デザイナー芸術学院

学生

2001年生まれ。岩手県出身。
日本デザイナー芸術学院グラフィックデザイン科に在籍し、
パッケージデザインを中心にグラフィックデザインを勉強中。

●審査評
クラフト袋というアイデアが面白い。気取った感じがまったくなく、火
を囲む豊かな時間が連想される。商品を発送する際の工夫があれ
ばパッケージとして完成度が増す。

季節の果物の入った大福餅の商品を表現した健やかなデザイン。
外箱のスリットに穴を開け、季節に合わせた新製品が見える設計
は、フレキシブル、変化が富むアイデアで実用的。優れた提案のパッ
ケージデザインである。

●制作意図
火の暖かさは年輪のように広がっていき、みんなに平等に届きます。
自然を人と、あるいは一人で楽しむ時間の中心に、この商品があっ
たら素晴らしい。そういった思いが込められた商品である事が消費
者の方に伝わるようなデザインを心がけて制作しました。利便性の
面では、以前のパッケージでは抱えて持つ形となっていた所を、片手
で持って運べるような形にしました。また紙のパッケージになっている
ため、薪を燃やした後は折り畳み、かさばらず運ぶ事ができます。

平山  果子  Hirayama Kako
028 岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

学生

岩手県盛岡市出身。
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校デザイン科クラフィッ
クデザインコース一年生。
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学生優秀賞 フルーツ大福 フルーツ大福六根

●審査評
伝統や地域性を伝える方向性を選択しながら、そのまま古典的な表
現に落とし込むのでなく、「大人女子」にターゲットを絞ったレトロな
トーンで表現したところを評価しました。

●制作意図
明治37年から、100年以上続く「伝統」を強調させたデザインを目
指しました。ジャケ買いを狙った、大人女子向けのレトロで、可愛らし
いデザインにしました。デザインには、『津軽富士』や、弘前藩の『津
軽牡丹』を取り入れ、青森のお酒だということをアピールしています。
また、レトロチックなところを強調させるために、全体の色のトーンを
抑えぎみにし、黄味がかった和紙を使用しました。

曾根田  璃愛  Soneta Rio
025 宮城県　専門学校　日本デザイナー芸術学院

学生

2003年生まれ。宮城県仙台市出身。
専門学校日本デザイナー芸術学院イラストレーション科在
籍。

●審査評
明るいカラフルで優しい曲線のグラフィックが新鮮である。季節の彩
り、柔らかな質感、新しい和のテイストのパッケージデザインは、新し
い大福餅の可能性を感じる優れた提案である。

●制作意図
おみやげとして他の人に渡すということ第一に考えました。まず、ロゴ
は大福のもちっと感をモチーフに、カラフルな模様で季節によって変
わる果実の雰囲気を出しました。丸みを帯びたモチーフとは対照的
にロゴタイプは少しカチッとしたフォント選びをすることで抑揚をつ
け、デザインを整えました。名称は言いやすさと親しみやすさを重視
して考え、MOCHI+FRU(もちふる)となりました。構造は非常にシン
プルな地獄底のパッケージとし、展開した状態で大量のパッケージ
を保管することができるようにしました。

平石  優  Hiraishi Yuu
026 新潟県　長岡造形大学　学生

2000年生まれ、群馬県出身。
長岡造形大学視覚デザイン学科に所属。
サインデザインやCIを中心に勉強中。JAGDA国際学生ポス
ターアワード2021入選。

学生優秀賞 火のごちそう

●審査評

●制作意図
企業様のメッセージから、ひと目で見て気持ちよく受け取れる、喜び
の感情といった純粋さをありのままに感じさせるパッケージデザイン
を心がけました。ひとつひとつ手作りで作られた商品のこだわりや繊
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顔を繋げられるパッケージを目指しました。

佐々木  綾音  Sasaki Ayane
027 宮城県　専門学校　日本デザイナー芸術学院

学生

2001年生まれ。岩手県出身。
日本デザイナー芸術学院グラフィックデザイン科に在籍し、
パッケージデザインを中心にグラフィックデザインを勉強中。

●審査評
クラフト袋というアイデアが面白い。気取った感じがまったくなく、火
を囲む豊かな時間が連想される。商品を発送する際の工夫があれ
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季節の果物の入った大福餅の商品を表現した健やかなデザイン。
外箱のスリットに穴を開け、季節に合わせた新製品が見える設計
は、フレキシブル、変化が富むアイデアで実用的。優れた提案のパッ
ケージデザインである。

●制作意図
火の暖かさは年輪のように広がっていき、みんなに平等に届きます。
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で持って運べるような形にしました。また紙のパッケージになっている
ため、薪を燃やした後は折り畳み、かさばらず運ぶ事ができます。

平山  果子  Hirayama Kako
028 岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

学生

岩手県盛岡市出身。
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校デザイン科クラフィッ
クデザインコース一年生。
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加藤芳夫賞 大迫修三賞 馬すぎてごめんね。

●審査評
思わず微笑んでしまうような愛らしい馬の表情が魅力である。それにも
増して、白いパッケージ全体にデザインされたタイポグラフィーが、ラフに
書かれていて面白い。うますぎるデザインは、美味しそうでないことも多
い。きちんとデザインすることが完成度が高いということでもない。パッ
ケージデザインは複雑な魅力を持った文化的な表現の仕事でもある。

●制作意図
商品名がとてもキャッチーなので、つい誰かにあげたくなるデザイン
を目指しました。現在は瓶で販売されてますが、「ごめんね。」という
メッセージ性から、のし袋のような形態にしました。商品を包むとお
馬さんが申し訳無さそうに顔を出す仕掛けです。赤くて頭を下げて
いるその姿は、会津の赤べこを連想させます。中袋は透明PPのみ
で、外は2色刷りで文字を大きく入れ、コストを抑えながらもSNSでの
インパクトを狙います。また、瓶だと購入の際に包装で隠れてしまう
ので、紙封筒タイプであれば、たとえば休暇で福島旅行をしていた
間にサポートしてくれた人に「休みの間ありがとう、これ、ごめんね。」
と言ってそのまま渡せば、お土産話も広がると思います。

中西  唯  Nakanishi Yui
029 千葉県　朋和産業株式会社　一般

和歌山県生まれ。武蔵野美術大学基礎デザイン学科卒。
食品を中心とした商業デザイン全般を手掛ける。
おいしい東北パッケージデザイン展2020奨励賞受賞。

●審査評
学生部門の応募でしたがこのデザインだけは、まったく新しい試み
をしておりました。テキストだけで構造的にこの商品の特徴を表現し
ています。佃煮のような商品群の中に置かれたときには目立つので
はないでしょうか。

●制作意図
馬肉のおかず味噌という珍しい商品をシンプルに伝えたいと考えま
した。味噌の美しい色や肉のごろごろ感が伝わるように、パッケージ
は極力無駄を削ぎ落とし、現代的な高級感を印象付けたいと思い
デザインしました。「馬すぎてごめんね。」の「馬」は馬肉で、「ごめん
ね。」はそれだけ美味しすぎて商品化した事を謝罪しているかのよう
な、そんなキャッチフレーズを思わせるようなパッケージにしました。

長谷部  拓海  Hasebe Takumi
030 山形県　専門学校山形V.カレッジ　学生

2002年生まれ。山形県出身。
専門学校山形V.カレッジICTクリエイト科在学中。
グラフィックデザインやWebデザインを主に勉強中。

審査委員賞
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福島治賞 かづのシードルフジ ビン内二次発酵

●審査評
いつもデザインを学ぶ学生に「上手いデザイン」より「凄いデザイ
ン」を目指しなさいと言ってます。プロになれば上手いデザインは出
来るようになります。誰も真似しないインパクトのある個性的なデザイ
ンに拍手です。

●制作意図
デザインのアピールポイントが2点。1点目、こちらのリンゴ。これは魚拓
の方法を利用したりんごの拓本。商品のリンゴが、地元で取れたものを
直で仕入れている点、そのリンゴを手作業で丁寧にカットして造ってい
る点や、ビン内二次発酵で時間をかけ泡を発生させる作り方をしてい
る点から、リンゴが手に届く距離にあり、かつ製造の際に大切に造られ
ていることをデザインに落とす為、りんごの拓本というデザインに。ア
ピールポイント2点目、金箔の使用。金箔は高級感を出す為に使用。金
箔の間に黒を少し見せ、高級感を演出。商品名を変更。「かづのシード
ルフジ」から、2点変更を加えた。1点目、地元の名前を宣伝する為、漢
字表記の「鹿角」に。2点目、フジは日本の名前なので、平仮名で「ふ
じ」と表記。以上の理由から、「鹿角シードルふじ」という商品名に改名
を提案。ロゴは、全体の印象としてりんごの拓本を第一印象を持って
頂きたい為それに寄り添う形。

貞弘  くるみ  Sadahiro Kurumi
033 東京都　阿佐ヶ谷美術専門学校　学生

2002年生まれ。埼玉県出身。
阿佐ヶ谷美術専門学校視覚デザインコース在学中。
グラフィックデザインやエディトリアルデザインを主に勉強
中。「貂明朝」と「Bodoni 72」が好き。

小板𣘺基希賞 左合ひとみ賞 真穴子の白焼きスモッち

●審査評
みんなが同じようにオシャレに、キレイなデザインになっていく中で、こ
んなパッケージに出合うと、自然と笑顔になってしまう。様 な々価値観
に触れられることが地域の面白さでもある。デザインもそうありたい。

●制作意図
燻製卵というと、おつまみを思い浮かべる人が多いと思います。しか
し、朝ご飯やお昼ご飯に茹で卵を買う人が多いことからビジュアル
をもっと配慮すれば燻製卵も色んなシーンで選ばれる商品になると
考え手に取りやすく、親しみをもてるデザインを目指しました。商品ロ
ゴは「スモッち」という、言葉の響きの柔らかさ、可愛らしさと卵の丸
いフォルムを意識して作成しました。また、たまごを食する時、人はお
のずと大きな口を開けます。その大きな口をイメージしてロゴに取り入
れました。スモッちというキャラクターを登場させることで姉妹品のシ
ロッち、スモッちゴールドもシリーズ展開が可能です。卵は一個だけ
で栄養価も十分あり、満足度も高い食品です。そこを感じ取ってもら
える様に、黄色と赤の組み合わせで健康的であるイメージの印象付
けを狙っています。

坂本  光  Sakamoto Hikaru
031 新潟県　プログラフ株式会社　一般

1991年新潟県生まれ。
東京造形大学室内建築専攻卒業。
舞台美術の美術進行等に従事したのち、
PROGRAF株式会社に入社。

●審査評
水産加工品のパッケージにはがつんと強い表現をよく見かけます
が、私自身が都内のデパ地下で購入するとしたら、品格を感じるこ
の商品を手に取ると思います。デザインが正解か否かは、売り場と
ターゲットによって変わるものです。

●制作意図
ヒアリングシートを参考に独自性(同業他社商品にはない目新しさ)
高級品化(付加価値を高め販路開拓)を念頭におき、商品自体がシ
ンプルで素材の味を楽しめるものなので、全体のデザインも色もシン
プル、かつ高級感の感じられるものにし、いわき市久之浜をワンポイ
ントで入れ、大きい波で漁港感を全面に押し出しインパクトのある、
印象に残るパッケージを目指しました。

藤原  真由美  Fujiwara Mayumi
032 宮城県　常盤化工株式会社　一般
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福島治賞 かづのシードルフジ ビン内二次発酵
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入選作品 六根

034 上平稔人　Uehira Minoru　東京都・一般

035 大原菜桜子　Ohara naoko　神奈川県・一般

036 倉島史明　Kurashima Fumiaki　宮城県・一般

037 神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般

038 小竹葉月　Kotake Haduki　北海道・一般

039 佐藤健一　Satou Kenichi　山形県・一般

040 三枚堂このみ　Sanmaidou Konomi　東京都・一般

041 島すず　Shima Suzu　北海道・一般

042 高田慎太郎　Takada Shintarou　北海道・一般
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入選作品 六根

052

フルーツ大福

齊藤まなみ　Saitou Manami　宮城県・学生

053 杉山芽衣　Sugiyama Mei　新潟県・学生

054 千田楓斗　Chida Kaito　宮城県・学生

055 辻田潤　Tsujita Jyun　秋田県・学生

056 平山祐介　Hirayama Yuusuke　東京都・学生

057 浦田類　Urata Rui　愛知県・一般

058 柏崎桜　Kashiwazaki Sakura　神奈川県・一般

059 加藤亜紀　Katou Aki　岐阜県・一般

入選作品 六根

043 中川義朗　Nakagawa Yoshirou　愛知県・一般

044 中川義朗　Nakagawa Yoshirou　愛知県・一般

045 中瀬明里　Nakase Akari　愛知県・一般

046 中西唯　Nakanishi Yui　千葉県・一般

047 なかむらまさよ　Nakamura Masayo　千葉県・一般

048 若宮徹　Wakamiya Tohru　大阪府・一般

049 上野澄恋　Ueno Sumire　岩手県・学生

050 工藤あさ姫　Kudou Asahi　宮城県・学生

051 小森香乃　Komori Kano　新潟県・学生
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入選作品 六根

052

フルーツ大福

齊藤まなみ　Saitou Manami　宮城県・学生

053 杉山芽衣　Sugiyama Mei　新潟県・学生

054 千田楓斗　Chida Kaito　宮城県・学生

055 辻田潤　Tsujita Jyun　秋田県・学生

056 平山祐介　Hirayama Yuusuke　東京都・学生

057 浦田類　Urata Rui　愛知県・一般

058 柏崎桜　Kashiwazaki Sakura　神奈川県・一般

059 加藤亜紀　Katou Aki　岐阜県・一般

入選作品 六根

043 中川義朗　Nakagawa Yoshirou　愛知県・一般

044 中川義朗　Nakagawa Yoshirou　愛知県・一般

045 中瀬明里　Nakase Akari　愛知県・一般

046 中西唯　Nakanishi Yui　千葉県・一般

047 なかむらまさよ　Nakamura Masayo　千葉県・一般

048 若宮徹　Wakamiya Tohru　大阪府・一般

049 上野澄恋　Ueno Sumire　岩手県・学生

050 工藤あさ姫　Kudou Asahi　宮城県・学生

051 小森香乃　Komori Kano　新潟県・学生
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入選作品 フルーツ大福

069 吉野優子　Yoshino Yuuko　神奈川県・一般

070 梅岡亜香音　Umeoka Akane　広島県・学生

071 川合涼佳　Kawai Suzuka　東京都・学生

072 本間愛弓　Honma Ayumi　埼玉県・学生

073 三浦誉人　Miura Takahito　新潟県・学生

074 八重樫瞳子　Yaegashi Touko　愛知県・学生

075 山吉愛華　Yamayoshi Manaka　新潟県・学生

076 吉留美波　Yoshidome Mina　東京都・学生

入選作品 フルーツ大福

060 加藤直人　Katou Naoto　東京都・一般

061 金子香織　Kaneko Kaori　東京都・一般

062 北川誠　Kitagawa Makoto　宮城県・一般

063 佐藤健一　Satou Kenichi　山形県・一般

064 高橋仁美　Takahashi Hitomi　埼玉県・一般

065 中井祐紀　Nakai Yuki　大阪府・一般

066 なかむら まさよ　Nakamura Masayo　千葉県・一般

067 松崎優歌　Matsuzaki Yuuka　山形県・一般

068 最上あや　Mogami Aya　東京都・一般
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入選作品 フルーツ大福

069 吉野優子　Yoshino Yuuko　神奈川県・一般

070 梅岡亜香音　Umeoka Akane　広島県・学生

071 川合涼佳　Kawai Suzuka　東京都・学生

072 本間愛弓　Honma Ayumi　埼玉県・学生

073 三浦誉人　Miura Takahito　新潟県・学生

074 八重樫瞳子　Yaegashi Touko　愛知県・学生

075 山吉愛華　Yamayoshi Manaka　新潟県・学生

076 吉留美波　Yoshidome Mina　東京都・学生

入選作品 フルーツ大福

060 加藤直人　Katou Naoto　東京都・一般

061 金子香織　Kaneko Kaori　東京都・一般

062 北川誠　Kitagawa Makoto　宮城県・一般

063 佐藤健一　Satou Kenichi　山形県・一般

064 高橋仁美　Takahashi Hitomi　埼玉県・一般

065 中井祐紀　Nakai Yuki　大阪府・一般

066 なかむら まさよ　Nakamura Masayo　千葉県・一般

067 松崎優歌　Matsuzaki Yuuka　山形県・一般

068 最上あや　Mogami Aya　東京都・一般



48

入選作品 かづのシードルフジ ビン内二次発酵

085 岩田智洸　Iwata Chihiro　愛知県・一般

086 小中紗樹　Konaka Saki　東京都・一般

087 長通卓也　Nagadoori Takuya　東京都・一般

088 前川良二　Maekawa Ryouji　北海道・一般

089 横山雪代　Yokoyama Yukiyo　東京都・一般

090 佐藤羽衣　Satou Ui　新潟県・学生

091 佐藤来美　Satou Kurumi　宮城県・学生

092 佐藤渚紗　Satou Nagisa　神奈川県・学生

093 八重樫瞳子　Yaegashi Touko　愛知県・学生

入選作品 希望の丘

077 倉島史明　Kurashima Fumiaki　宮城県・一般

078 神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般

079 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

080 鈴木美沙紀　Suzuki Misaki　東京都・一般

081 野村岳　Nomura Takashi　東京都・一般

082 藤林香　Fujibayashi Kaori　東京都・一般

083 前田由貴　Maeda Yuki　東京都・一般

084 三上 悠希　Mikami Haruno　岩手県・学生
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入選作品 かづのシードルフジ ビン内二次発酵

085 岩田智洸　Iwata Chihiro　愛知県・一般

086 小中紗樹　Konaka Saki　東京都・一般

087 長通卓也　Nagadoori Takuya　東京都・一般

088 前川良二　Maekawa Ryouji　北海道・一般

089 横山雪代　Yokoyama Yukiyo　東京都・一般

090 佐藤羽衣　Satou Ui　新潟県・学生

091 佐藤来美　Satou Kurumi　宮城県・学生

092 佐藤渚紗　Satou Nagisa　神奈川県・学生

093 八重樫瞳子　Yaegashi Touko　愛知県・学生

入選作品 希望の丘

077 倉島史明　Kurashima Fumiaki　宮城県・一般

078 神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般

079 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

080 鈴木美沙紀　Suzuki Misaki　東京都・一般

081 野村岳　Nomura Takashi　東京都・一般

082 藤林香　Fujibayashi Kaori　東京都・一般

083 前田由貴　Maeda Yuki　東京都・一般

084 三上 悠希　Mikami Haruno　岩手県・学生

　



50

入選作品 火のごちそう

103 太田岳秀　Ohta Takehide　山形県・一般

104 奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般

105 北林みどり　Kitabayashi Midori　宮城県・一般

106 工藤真由　Kudou Mayu　大分県・一般

107 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

108 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

109 佐藤光　Satou Hikaru　東京都・一般

110 佐藤瑞佳　Satou Mizuka　宮城県・一般

111 玉井成実　Tamai Narumi　岡山県・一般

入選作品 スモッち

094 奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般

095 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般

096 北林みどり　Kitabayashi Midori　宮城県・一般

097 佐藤汐莉　Satou Shiori　山形県・一般

098 高橋春香　Takahashi Haruka　北海道・一般

099 西巻泰平　Nishimaki Taihei　東京都・一般

100 森桃子　Mori Momoko　北海道・一般

101 山本万貴　Yamamoto Maki　神奈川県・一般

102 高橋美羽　Takahashi Miu　宮城県・学生
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入選作品 火のごちそう

103 太田岳秀　Ohta Takehide　山形県・一般

104 奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般

105 北林みどり　Kitabayashi Midori　宮城県・一般

106 工藤真由　Kudou Mayu　大分県・一般

107 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

108 小林絵里　Kobayashi Eri　大阪府・一般

109 佐藤光　Satou Hikaru　東京都・一般

110 佐藤瑞佳　Satou Mizuka　宮城県・一般

111 玉井成実　Tamai Narumi　岡山県・一般

入選作品 スモッち

094 奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般

095 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般

096 北林みどり　Kitabayashi Midori　宮城県・一般

097 佐藤汐莉　Satou Shiori　山形県・一般

098 高橋春香　Takahashi Haruka　北海道・一般

099 西巻泰平　Nishimaki Taihei　東京都・一般

100 森桃子　Mori Momoko　北海道・一般

101 山本万貴　Yamamoto Maki　神奈川県・一般

102 高橋美羽　Takahashi Miu　宮城県・学生
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入選作品 火のごちそう

121

真穴子の白焼き

藤平優那　Fujihira Yuuna　岩手県・学生 122 岩田智洸　Iwata Chihiro　愛知県・一般

123 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般

124 小竹葉月　Kotake Hazuki　北海道・一般

125 宍戸大樹　Shishido Taiki　宮城県・一般

126 鈴木仁施　Suzuki Hitoshi　埼玉県・一般

127 鈴木ひとみ　Suzuki Hitomi　千葉県・一般

入選作品 火のごちそう

112 樽井研二　Tarui Kenji　兵庫県・一般

113 寺井祐輔　Terai Yuusuke　大阪府・一般

114 野村岳　Nomura Takashi　東京都・一般

115 羽生圭一　Haniu Keiichi　北海道・一般

116 羽生圭一　Haniu Keiichi　北海道・一般

117 村上真也　Murakami Shinya　宮城県・一般

118 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

119 髙橋李菜　Takahashi Momona　岩手県・学生

120 田中健太郎　Tanaka Kentarou　北海道・学生
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入選作品 火のごちそう

121

真穴子の白焼き

藤平優那　Fujihira Yuuna　岩手県・学生 122 岩田智洸　Iwata Chihiro　愛知県・一般

123 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般

124 小竹葉月　Kotake Hazuki　北海道・一般

125 宍戸大樹　Shishido Taiki　宮城県・一般

126 鈴木仁施　Suzuki Hitoshi　埼玉県・一般

127 鈴木ひとみ　Suzuki Hitomi　千葉県・一般

入選作品 火のごちそう

112 樽井研二　Tarui Kenji　兵庫県・一般

113 寺井祐輔　Terai Yuusuke　大阪府・一般

114 野村岳　Nomura Takashi　東京都・一般

115 羽生圭一　Haniu Keiichi　北海道・一般

116 羽生圭一　Haniu Keiichi　北海道・一般

117 村上真也　Murakami Shinya　宮城県・一般

118 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

119 髙橋李菜　Takahashi Momona　岩手県・学生

120 田中健太郎　Tanaka Kentarou　北海道・学生
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入選作品 馬すぎてごめんね。

135 宍戸大樹　Shishido Taiki　宮城県・一般

136 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

137 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

138 小野貴人　Ono Takahito　宮城県・一般

139 早瀬友梨　Hayase Yuri　北海道・一般

140 齊藤道代　Saitou Michiyo　東京都・一般

141 中井祐紀　Nakai Yuki　大阪府・一般

142 横井麻里　Yokoi Mari　愛知県・一般

143 加藤亜紀　Katou Aki 　岐阜県・一般

入選作品 真穴子の白焼き

128 藤山志穂　Fujiyama Shiho　宮城県・一般

129 前川良二　Maekawa Ryouji　北海道・一般

130 宮舘徹　Miyadate Tohru　宮城県・一般

131 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

132 志済瀬名　Shisai Sena　宮城県・学生

133 滝浦蒼空　Takiura Sora　岩手県・学生

134 橘 みら乃　Tachibana Mirano　岩手県・学生
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入選作品 馬すぎてごめんね。

135 宍戸大樹　Shishido Taiki　宮城県・一般

136 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

137 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

138 小野貴人　Ono Takahito　宮城県・一般

139 早瀬友梨　Hayase Yuri　北海道・一般

140 齊藤道代　Saitou Michiyo　東京都・一般

141 中井祐紀　Nakai Yuki　大阪府・一般

142 横井麻里　Yokoi Mari　愛知県・一般

143 加藤亜紀　Katou Aki 　岐阜県・一般

入選作品 真穴子の白焼き

128 藤山志穂　Fujiyama Shiho　宮城県・一般

129 前川良二　Maekawa Ryouji　北海道・一般

130 宮舘徹　Miyadate Tohru　宮城県・一般

131 森太郎　Mori Tarou　宮城県・一般

132 志済瀬名　Shisai Sena　宮城県・学生

133 滝浦蒼空　Takiura Sora　岩手県・学生

134 橘 みら乃　Tachibana Mirano　岩手県・学生
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入選作品 馬すぎてごめんね。

144

アーカイブサイトの紹介

改田渉　Kaiden Wataru　千葉県・一般

145 高橋あやみ　Takahashi Ayami　秋田県・一般

146 神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般

147 川村謙心　Kawamura Kenshin　岩手県・学生

148 佐 木々緩音　Sasaki Kanon　岩手県・学生

149 佐藤一真　Satou Kazuma　岩手県・学生

150 細野幹　Hosono Motoki　岩手県・学生

2014年度から現在まで継続されている「おいしい

東北パッケージデザイン展」にて、過年度に優秀

賞を受賞し、実用化に至った作品(商品)をご覧い

ただけるアーカイブサイトを制作致しました。

アーカイブサイトでは、商品特性や販売先、当時

のデザイン条件等を商品ごとにご覧いただけま

す。東北地域の魅力あふれる商品たちをぜひご覧

ください。

https://oishi-tohoku.go.jp/

商品は、参加年度や参加企業・団体の所在県ごとに
ソートできる形で一覧化。

商品の詳細ページには、商品特性をはじめとし、
販売先や当時のデザイン条件等を記載。

アーカイブサイトは
左記QRコードまた
はURLよりアクセス
ください。



57

入選作品 馬すぎてごめんね。

144

アーカイブサイトの紹介

改田渉　Kaiden Wataru　千葉県・一般

145 高橋あやみ　Takahashi Ayami　秋田県・一般

146 神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般

147 川村謙心　Kawamura Kenshin　岩手県・学生

148 佐 木々緩音　Sasaki Kanon　岩手県・学生

149 佐藤一真　Satou Kazuma　岩手県・学生

150 細野幹　Hosono Motoki　岩手県・学生

2014年度から現在まで継続されている「おいしい

東北パッケージデザイン展」にて、過年度に優秀

賞を受賞し、実用化に至った作品(商品)をご覧い

ただけるアーカイブサイトを制作致しました。

アーカイブサイトでは、商品特性や販売先、当時

のデザイン条件等を商品ごとにご覧いただけま

す。東北地域の魅力あふれる商品たちをぜひご覧

ください。

https://oishi-tohoku.go.jp/

商品は、参加年度や参加企業・団体の所在県ごとに
ソートできる形で一覧化。

商品の詳細ページには、商品特性をはじめとし、
販売先や当時のデザイン条件等を記載。

アーカイブサイトは
左記QRコードまた
はURLよりアクセス
ください。
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apprimo

アーカイブサイト掲載商品 ※2022年3月時点。掲載商品は今後も増える可能性がございます。

香り・甘さ・酸味のバランスがよく、
すっきり爽やかな飲み心地のアッ
プルソーダ。

参加企業
タカラファーム株式会社

デザイナー
大谷 啓浩

濃口醤油のほぼ半分の塩分で、
毎日お使いいただける調味料。

参加企業
株式会社浅沼醤油店

デザイナー
平野 達郎

石巻特産である三陸産サバを
使ったサバ出汁を使用した、風味
豊かなあっさり系ラーメン。

参加企業
山徳平塚水産株式会社

デザイナー
桐山 理恵

しょうゆ、米麹、唐辛子を合わせた
三升だれに八戸産のイカを漬け
込んだ商品。

参加企業
株式会社マルヌシ

デザイナー
河野 久美子

醤油と米糀(岩手県産ひとめぼれ
100%)を高温多湿化させた商品
で、甘酒と醤油をミックスしたよう
な味。

参加企業
藤勇醸造株式会社

デザイナー
主濱 景子

町の特産、ホワイトラベンダーを使
用した「癒やし効果」のある優しい
香りが特徴のルームフレグランス。

参加団体
美郷町観光協会事務局(当時)

デザイナー
北村 理恵

くらぽん

サバだしラーメン イカの三升漬

しょうゆ糀 美郷雪華

獲れたての新鮮なほやを味噌で
味付けし、乾燥して炙り、相性抜
群のチーズと合わせた商品。

参加企業
マリンプロ株式会社

デザイナー
早瀬 友梨

小麦粉を使わずスパイスだけを調
合したルーに、庄内豚をはじめ玉
ねぎなども地域食材を使ってこだ
わって作ったカレー。

参加企業
有限会社マルハ産業

デザイナー
小木曽 美季

精白米、発芽胚芽精米、発芽もち
玄米の3種類。炊き上がりがきれい
で、もちもちした食感が冷めてもお
いしいと評判。

参加企業
株式会社米夢の郷

デザイナー
大原 菜桜子

創業112年のだしとりにかける匠
の技が生み出した、家庭の料理を
プロの味に変えてくれる万能調味
料。

参加企業
佐 長々醸造株式会社

デザイナー
稻田 尊久

化学調味料を一切使わず、発酵
調味料本来の味を活かしたシンプ
ルな家庭使いの味噌。

参加企業
日南工業株式会社

デザイナー
横山 勇太

チーズほや ハラダのカレー

豆ざんまい・麦ざんまい 白だし

秋田みそ 献上 小倉羊羹薄造り
手切りで薄くスライスした羊羹。食
べやすさを訴求しつつ、小豆の風
味と食感とをしっかり味わえる。

参加企業
株式会社銘菓の錦屋

デザイナー
佐藤 健一
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apprimo

アーカイブサイト掲載商品 ※2022年3月時点。掲載商品は今後も増える可能性がございます。

香り・甘さ・酸味のバランスがよく、
すっきり爽やかな飲み心地のアッ
プルソーダ。

参加企業
タカラファーム株式会社

デザイナー
大谷 啓浩

濃口醤油のほぼ半分の塩分で、
毎日お使いいただける調味料。

参加企業
株式会社浅沼醤油店

デザイナー
平野 達郎

石巻特産である三陸産サバを
使ったサバ出汁を使用した、風味
豊かなあっさり系ラーメン。

参加企業
山徳平塚水産株式会社

デザイナー
桐山 理恵

しょうゆ、米麹、唐辛子を合わせた
三升だれに八戸産のイカを漬け
込んだ商品。

参加企業
株式会社マルヌシ

デザイナー
河野 久美子

醤油と米糀(岩手県産ひとめぼれ
100%)を高温多湿化させた商品
で、甘酒と醤油をミックスしたよう
な味。

参加企業
藤勇醸造株式会社

デザイナー
主濱 景子

町の特産、ホワイトラベンダーを使
用した「癒やし効果」のある優しい
香りが特徴のルームフレグランス。

参加団体
美郷町観光協会事務局(当時)

デザイナー
北村 理恵

くらぽん

サバだしラーメン イカの三升漬

しょうゆ糀 美郷雪華

獲れたての新鮮なほやを味噌で
味付けし、乾燥して炙り、相性抜
群のチーズと合わせた商品。

参加企業
マリンプロ株式会社

デザイナー
早瀬 友梨

小麦粉を使わずスパイスだけを調
合したルーに、庄内豚をはじめ玉
ねぎなども地域食材を使ってこだ
わって作ったカレー。

参加企業
有限会社マルハ産業

デザイナー
小木曽 美季

精白米、発芽胚芽精米、発芽もち
玄米の3種類。炊き上がりがきれい
で、もちもちした食感が冷めてもお
いしいと評判。

参加企業
株式会社米夢の郷

デザイナー
大原 菜桜子

創業112年のだしとりにかける匠
の技が生み出した、家庭の料理を
プロの味に変えてくれる万能調味
料。

参加企業
佐 長々醸造株式会社

デザイナー
稻田 尊久

化学調味料を一切使わず、発酵
調味料本来の味を活かしたシンプ
ルな家庭使いの味噌。

参加企業
日南工業株式会社

デザイナー
横山 勇太

チーズほや ハラダのカレー

豆ざんまい・麦ざんまい 白だし

秋田みそ 献上 小倉羊羹薄造り
手切りで薄くスライスした羊羹。食
べやすさを訴求しつつ、小豆の風
味と食感とをしっかり味わえる。

参加企業
株式会社銘菓の錦屋

デザイナー
佐藤 健一
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アーカイブサイト掲載商品 ※2022年3月時点。掲載商品は今後も増える可能性がございます。

添加物を一切使わず、りんご本来
の味と香りを楽しめる果汁ジュー
ス。

参加企業
有限会社くだもの畑

デザイナー
大原 菜桜子

かまぼこの上にほたてが丸ごと2
つ乗っている。これまでにない「か
まぼこ体験」が味わえる。

参加企業
三陸フィッシュペースト株式会社

デザイナー
榎本 幸弘

和歌山県産の和三盆を用い、厳
選した小豆をじっくり煮詰めて作
られたこだわりの羊羹。

参加企業
株式会社長門屋本店

デザイナー
稲葉 晴彦

阿武隈高原で良質な水や青草を
食べて育つ乳牛の新鮮な原乳を
使用した牛乳。

参加企業
木村ミルクプラント株式会社

デザイナー
稲葉 薫

「いわて短角和牛」と、三陸沿岸の
海水を汲み上げ、薪窯と鉄鍋で数
日間煮詰めて造られる天然海塩
「のだの塩」だけで造られている。

参加企業
株式会社肉のふがね

デザイナー
阿部 拓也

くだもの畑のりんごジュース ほたての

羊羹(練り羊羹／塩羊羹) 木村パスチャライズ牛乳

岩手短角和牛 セシーナ 純米吟醸 豊国 千代寿
戦後作られなくなった幻の酒米
「豊国」を原料米とし、月山の雪解
け水が集まった寒河江川の良質
な水で醸造する地酒。

参加企業
千代寿虎屋株式会社

デザイナー
清水 千春

創業当時から昔ながらの製法で
作られた、喉ごしのよい田舎そば。

参加企業
有限会社天童製麺

デザイナー
池田 愛

原料がキクイモだけのシンプルな
野菜茶。地元で生産されたキクイ
モをスライスし、焙煎・粉砕してい
る。

参加企業
有限会社ケーフーズ生田目

デザイナー
小竹 葉月

めったに市場に出回らない幻のリ
ンゴとして名高い「羽山りんご」を
100％使用したシードル。

参加企業
ふくしま農家の夢ワイン株式会社

デザイナー
清水 千春

七つの山々が狭い範囲に寄り添
い、連なる「七つ森」で生産された
舞茸。

参加団体
農事組合法人麓上舞茸生産組合
(現株式会社七つ森ふもと舞茸)

デザイナー
佐藤 翔吾

東北3県(福島・山形・秋田)ゆかり
の発酵食品「三五八漬け」とブラ
ンド豚「白河高原清流豚」の融合
で生まれた厳選ロースの三五八
漬け。

参加企業
有限会社肉の秋元本店

デザイナー
佐藤 慎

王将そば 焙煎菊いも茶

シードル＆グリーンシードル 七つ森ふもと舞茸

白河高原清流豚
「豚ロースの三五八漬け」
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アーカイブサイト掲載商品 ※2022年3月時点。掲載商品は今後も増える可能性がございます。

添加物を一切使わず、りんご本来
の味と香りを楽しめる果汁ジュー
ス。

参加企業
有限会社くだもの畑

デザイナー
大原 菜桜子

かまぼこの上にほたてが丸ごと2
つ乗っている。これまでにない「か
まぼこ体験」が味わえる。

参加企業
三陸フィッシュペースト株式会社

デザイナー
榎本 幸弘

和歌山県産の和三盆を用い、厳
選した小豆をじっくり煮詰めて作
られたこだわりの羊羹。

参加企業
株式会社長門屋本店

デザイナー
稲葉 晴彦

阿武隈高原で良質な水や青草を
食べて育つ乳牛の新鮮な原乳を
使用した牛乳。

参加企業
木村ミルクプラント株式会社

デザイナー
稲葉 薫

「いわて短角和牛」と、三陸沿岸の
海水を汲み上げ、薪窯と鉄鍋で数
日間煮詰めて造られる天然海塩
「のだの塩」だけで造られている。

参加企業
株式会社肉のふがね

デザイナー
阿部 拓也

くだもの畑のりんごジュース ほたての

羊羹(練り羊羹／塩羊羹) 木村パスチャライズ牛乳

岩手短角和牛 セシーナ 純米吟醸 豊国 千代寿
戦後作られなくなった幻の酒米
「豊国」を原料米とし、月山の雪解
け水が集まった寒河江川の良質
な水で醸造する地酒。

参加企業
千代寿虎屋株式会社

デザイナー
清水 千春

創業当時から昔ながらの製法で
作られた、喉ごしのよい田舎そば。

参加企業
有限会社天童製麺

デザイナー
池田 愛

原料がキクイモだけのシンプルな
野菜茶。地元で生産されたキクイ
モをスライスし、焙煎・粉砕してい
る。

参加企業
有限会社ケーフーズ生田目

デザイナー
小竹 葉月

めったに市場に出回らない幻のリ
ンゴとして名高い「羽山りんご」を
100％使用したシードル。

参加企業
ふくしま農家の夢ワイン株式会社

デザイナー
清水 千春

七つの山々が狭い範囲に寄り添
い、連なる「七つ森」で生産された
舞茸。

参加団体
農事組合法人麓上舞茸生産組合
(現株式会社七つ森ふもと舞茸)

デザイナー
佐藤 翔吾

東北3県(福島・山形・秋田)ゆかり
の発酵食品「三五八漬け」とブラ
ンド豚「白河高原清流豚」の融合
で生まれた厳選ロースの三五八
漬け。

参加企業
有限会社肉の秋元本店

デザイナー
佐藤 慎

王将そば 焙煎菊いも茶

シードル＆グリーンシードル 七つ森ふもと舞茸

白河高原清流豚
「豚ロースの三五八漬け」
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受賞・入選者  連絡先一覧 ※希望者のみ掲載（2022年３月現在） ※都道府県別／氏名五十音順

北海道
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
奥本 隆　021,094,104
クリエイティブオフィスメッセンジャー
札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11 
TEL:011-699-6955　FAX:011-699-6937
messenger_sapporo@nifty.com

島 すず　041
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西5条南9丁目2-15
TEL:0155-20-2656
shima@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp/

高田 慎太郎　042
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西6条南11丁目32 コーポビゴラ5号室
TEL:080-6069-5569
takada@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp

高橋 春香　098
pomery922@yahoo.co.jp
https://www.instagram.com/har_nkhs/

羽生 圭一　115,116
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656　FAX：0155-20-2626
haniu@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp

早瀬 友梨　018,139
クリエイティブオフィスメッセンジャー
北海道札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11
TEL：011-699-6955
messenger_sapporo@nifty.com

前川 良二　088,129
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西５条南９丁目2-15 タチノセンター
ビル５F
TEL：0155-20-2656
maekawa@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp/

森 桃子　100
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656
maeta@procomh.co.jp

青森県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
横山 勇太　007,015,023
YAMABATO
〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目7-17
yokoyamadb@gmail.com

岩手県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
滝浦 蒼空　133
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

平山 果子　028
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

藤平 優那　121
岩手県立産業技術短期大学校 産業デザイン科

宮城県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
小野 貴人　008,017,019,138
株式会社高速 デザイン室
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目4-20
TEL：022-259-1931
FAX：022-259-1606
takahito-ono@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

北川 誠　062
高速シーパック（株） デザイン制作係
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL：022-387-3234
k-dtp@mocha.ocn.ne.jp

倉島 史明　036,077
令和グロースバリュー株式会社
宮城県名取市上余田千刈田4－4
TEL:090-3504-5910　FAX:022-382-5337)
cbu98470@pop01.odn.ne.jp

齊藤 まなみ　052
専門学校 日本デザイナー芸術学院
TEL（FAX）：080-3192-6262
manamisaito26@gmail.com

佐々木 真由　014
有限会社スマッシュ
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明108
TEL：022-387-0750　FAX：022-387-0753
m-sasaki@smash-sendai.jp
https://smash-sendai.jp

藤山 志穂　128
株式会社高速　デザイン室
〒983-8555 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
株式会社高速デザイン室 東京分室窓口
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビ
ル3階 WAW日本橋 〈ルーム番号R33〉
shiho-fujiyama@kohsoku.jp
design-room@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

村上 真也　013,117
高速シーパック株式会社
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区七丁目4番20号
TEL：022-259-1931　FAX：022-259-1606
murakami-ksp@helen.ocn.ne.jp

宮舘 徹　130
株式会社 高速 デザイン室
仙台市宮城野区扇町7丁目4番20号
TEL：022-205-2946　FAX：022-259-1520
tooru-miyadate@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

山形県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
太田 岳秀　103
進和ラベル印刷株式会社
山形県上山市蔵王の森10番地
TEL：023-672-7577　FAX：023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp/

佐藤 健一　039,063
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp

佐藤 汐莉　097
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp

千葉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
改田 渉　144
トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地神
田和泉町ビル6階 
TEL：070-2182-2941
wataru.kaiden@toppan.co.jp

鈴木 ひとみ　127
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
h-suzuki@howa-s.co.jp

中西 唯　046
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
y-nakanishi@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

埼玉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
鈴木 仁施　126
info@healthyshadow.com
https://healthyshadow.com

高橋 仁美　064
埼玉県上尾市
103.design.works@gmail.com

本間 愛弓　072
阿佐ヶ谷美術専門学校
20201314.ah@asabiedu.jp

東京都
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
石田 英士　006
TOMOWEL 共同印刷株式会社
生活・産業資材事業本部 企画開発部
〒112-8501 東京都文京区小石川4-14-12
TEL：03-3817-2249
eiji_ishida@kyodoprinting.co.jp

上平 稔人　034
株式会社ミノルデザイン
〒102-0075 東京都千代田区三番地7-13
三番町パークマンション205
TEL:03-6272-9625　FAX:03-6272-9626
uehira@minorudesign.co.jp
https://www.minorudesign.co.jp

加藤 直人　060
info.naotokato@gmail.com

金子 香織　003,061
フリーランス
https://kaorikaneko.com/contact
https://kaorikaneko.com

小中 紗樹　086
フリーランス
konakasaki@gmail.com

齊藤 道代　140
株式会社ポップコーン
〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-18
第3東栄ビル9F
TEL:03-3546-7361
saito@popcorn-inc.jp
http://www.popcorn-inc.jp

貞弘 くるみ　033
阿佐ヶ谷美術専門学校
東京都杉並区梅里1-3-3
TEL：080-9347-3181
20202109.ks@asabiedu.jp

佐藤 光　109
P.K.G.Tokyo Inc.
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-16-26
協和ビル102
TEL：03-5422-9559
hikaru.sato@pkg.tokyo
https://www.pkg.tokyo

竹内 駿　011
bamboooo811@gmail.com
https://bamboo811.tumblr.com/

長通 卓也　087
takuya.nagadori.design@gmail.com
https://takuyanagadori.myportfolio.com

西巻 泰平　099
FUNCTIONS
TEL：080-1257-5145
taihei.nishimaki@gmail.com

藤林 香　082
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
kaori-fujibayashi@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

横山 雪代　089
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
yukiyo-yokoyama@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

神奈川県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
柏崎 桜　058
〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町
2-48-13 マンションカメリア102号室
TEL：080-6513-4809
kashiwazaki39@gmail.com
https://s-kashiwazaki.com

佐藤 渚紗　092
阿佐ヶ谷美術専門学校
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
TEL：080-8498-6193
FAX：0467-57-1475
nigaurinagisa@gmail.com
メイン：https://www.instagram.com/310_nagisa
作品用：https://www.instagram.com/ill_s.s.s/

山本 万貴　101
大和製罐株式会社
〒252-5183 神奈川県相模原市緑区西橋本5-5-1 
大和製罐株式会社 技術開発センター
TEL：042-772-9510
FAX：042-772-7175
maki-yamamoto@mail.daiwa-can.co.jp
https://www.daiwa-can.co.jp

吉野 優子　069
カフェ・カンパニー株式会社
yuko_yoshino@cafecompany.co.jp

新潟県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
坂本 光　031
プログラフ株式会社
〒955-0053 新潟県三条市北入蔵1-9-20
TEL（FAX）：0256-38-5735
hikaru-sk@prograf.co.jp
https://prograf.co.jp/

土居 早記　004
長岡造形大学 視覚デザイン学科
TEL：080-6380-9126
a193075@st.nagaoka-id.ac.jp

愛知県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
岩田 智洸　085,122
株式会社KKI
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-39-3
林屋ビル3F
chihiro_iwata@v-kki.co.jp
https://www.v-kki.co.jp/

浦田 類　057
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

中川 義朗　043,044
NAKAGAWA DESIGN
〒479-0811 愛知県常滑市泉町3丁目216番地1
TEL:0569-77-3710　FAX:0569-77-6024
nakagawa181@gmail.com
https://www.nakagawa-design.net

中瀬 明里　045
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

宮下 浩　002
愛知産業大学 造形学部 デザイン学科
愛知県岡崎市岡町原山 12-5
TEL（FAX）：0564-48-4511
hiromiya@asu.ac.jp

八重樫 瞳子　074,093
yaegashitoko@gmail.com

横井 麻里　142
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

大阪府
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
神谷 雅裕　037,078,146
フリーランス
cooyamasahiro@gmail.com

寺井 祐輔　113
朋和産業（株）マーケティング部
大阪府大阪市福島区大開4丁目1番186号
y-terai@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

広島県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
梅岡 亜香音　070
安田女子大学造形デザイン学科
19133104@st.yasuda-u.ac.jp
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北海道
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
奥本 隆　021,094,104
クリエイティブオフィスメッセンジャー
札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11 
TEL:011-699-6955　FAX:011-699-6937
messenger_sapporo@nifty.com

島 すず　041
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西5条南9丁目2-15
TEL:0155-20-2656
shima@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp/

高田 慎太郎　042
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西6条南11丁目32 コーポビゴラ5号室
TEL:080-6069-5569
takada@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp

高橋 春香　098
pomery922@yahoo.co.jp
https://www.instagram.com/har_nkhs/

羽生 圭一　115,116
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656　FAX：0155-20-2626
haniu@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp

早瀬 友梨　018,139
クリエイティブオフィスメッセンジャー
北海道札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11
TEL：011-699-6955
messenger_sapporo@nifty.com

前川 良二　088,129
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西５条南９丁目2-15 タチノセンター
ビル５F
TEL：0155-20-2656
maekawa@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp/

森 桃子　100
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656
maeta@procomh.co.jp

青森県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
横山 勇太　007,015,023
YAMABATO
〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目7-17
yokoyamadb@gmail.com

岩手県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
滝浦 蒼空　133
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

平山 果子　028
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

藤平 優那　121
岩手県立産業技術短期大学校 産業デザイン科

宮城県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
小野 貴人　008,017,019,138
株式会社高速 デザイン室
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目4-20
TEL：022-259-1931
FAX：022-259-1606
takahito-ono@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

北川 誠　062
高速シーパック（株） デザイン制作係
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL：022-387-3234
k-dtp@mocha.ocn.ne.jp

倉島 史明　036,077
令和グロースバリュー株式会社
宮城県名取市上余田千刈田4－4
TEL:090-3504-5910　FAX:022-382-5337)
cbu98470@pop01.odn.ne.jp

齊藤 まなみ　052
専門学校 日本デザイナー芸術学院
TEL（FAX）：080-3192-6262
manamisaito26@gmail.com

佐々木 真由　014
有限会社スマッシュ
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明108
TEL：022-387-0750　FAX：022-387-0753
m-sasaki@smash-sendai.jp
https://smash-sendai.jp

藤山 志穂　128
株式会社高速　デザイン室
〒983-8555 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
株式会社高速デザイン室 東京分室窓口
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビ
ル3階 WAW日本橋 〈ルーム番号R33〉
shiho-fujiyama@kohsoku.jp
design-room@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

村上 真也　013,117
高速シーパック株式会社
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区七丁目4番20号
TEL：022-259-1931　FAX：022-259-1606
murakami-ksp@helen.ocn.ne.jp

宮舘 徹　130
株式会社 高速 デザイン室
仙台市宮城野区扇町7丁目4番20号
TEL：022-205-2946　FAX：022-259-1520
tooru-miyadate@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

山形県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
太田 岳秀　103
進和ラベル印刷株式会社
山形県上山市蔵王の森10番地
TEL：023-672-7577　FAX：023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp/

佐藤 健一　039,063
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp

佐藤 汐莉　097
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp

千葉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
改田 渉　144
トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地神
田和泉町ビル6階 
TEL：070-2182-2941
wataru.kaiden@toppan.co.jp

鈴木 ひとみ　127
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
h-suzuki@howa-s.co.jp

中西 唯　046
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
y-nakanishi@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

埼玉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
鈴木 仁施　126
info@healthyshadow.com
https://healthyshadow.com

高橋 仁美　064
埼玉県上尾市
103.design.works@gmail.com

本間 愛弓　072
阿佐ヶ谷美術専門学校
20201314.ah@asabiedu.jp

東京都
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
石田 英士　006
TOMOWEL 共同印刷株式会社
生活・産業資材事業本部 企画開発部
〒112-8501 東京都文京区小石川4-14-12
TEL：03-3817-2249
eiji_ishida@kyodoprinting.co.jp

上平 稔人　034
株式会社ミノルデザイン
〒102-0075 東京都千代田区三番地7-13
三番町パークマンション205
TEL:03-6272-9625　FAX:03-6272-9626
uehira@minorudesign.co.jp
https://www.minorudesign.co.jp

加藤 直人　060
info.naotokato@gmail.com

金子 香織　003,061
フリーランス
https://kaorikaneko.com/contact
https://kaorikaneko.com

小中 紗樹　086
フリーランス
konakasaki@gmail.com

齊藤 道代　140
株式会社ポップコーン
〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-18
第3東栄ビル9F
TEL:03-3546-7361
saito@popcorn-inc.jp
http://www.popcorn-inc.jp

貞弘 くるみ　033
阿佐ヶ谷美術専門学校
東京都杉並区梅里1-3-3
TEL：080-9347-3181
20202109.ks@asabiedu.jp

佐藤 光　109
P.K.G.Tokyo Inc.
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-16-26
協和ビル102
TEL：03-5422-9559
hikaru.sato@pkg.tokyo
https://www.pkg.tokyo

竹内 駿　011
bamboooo811@gmail.com
https://bamboo811.tumblr.com/

長通 卓也　087
takuya.nagadori.design@gmail.com
https://takuyanagadori.myportfolio.com

西巻 泰平　099
FUNCTIONS
TEL：080-1257-5145
taihei.nishimaki@gmail.com

藤林 香　082
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
kaori-fujibayashi@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

横山 雪代　089
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
yukiyo-yokoyama@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

神奈川県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
柏崎 桜　058
〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町
2-48-13 マンションカメリア102号室
TEL：080-6513-4809
kashiwazaki39@gmail.com
https://s-kashiwazaki.com

佐藤 渚紗　092
阿佐ヶ谷美術専門学校
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
TEL：080-8498-6193
FAX：0467-57-1475
nigaurinagisa@gmail.com
メイン：https://www.instagram.com/310_nagisa
作品用：https://www.instagram.com/ill_s.s.s/

山本 万貴　101
大和製罐株式会社
〒252-5183 神奈川県相模原市緑区西橋本5-5-1 
大和製罐株式会社 技術開発センター
TEL：042-772-9510
FAX：042-772-7175
maki-yamamoto@mail.daiwa-can.co.jp
https://www.daiwa-can.co.jp

吉野 優子　069
カフェ・カンパニー株式会社
yuko_yoshino@cafecompany.co.jp

新潟県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
坂本 光　031
プログラフ株式会社
〒955-0053 新潟県三条市北入蔵1-9-20
TEL（FAX）：0256-38-5735
hikaru-sk@prograf.co.jp
https://prograf.co.jp/

土居 早記　004
長岡造形大学 視覚デザイン学科
TEL：080-6380-9126
a193075@st.nagaoka-id.ac.jp

愛知県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
岩田 智洸　085,122
株式会社KKI
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-39-3
林屋ビル3F
chihiro_iwata@v-kki.co.jp
https://www.v-kki.co.jp/

浦田 類　057
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

中川 義朗　043,044
NAKAGAWA DESIGN
〒479-0811 愛知県常滑市泉町3丁目216番地1
TEL:0569-77-3710　FAX:0569-77-6024
nakagawa181@gmail.com
https://www.nakagawa-design.net

中瀬 明里　045
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

宮下 浩　002
愛知産業大学 造形学部 デザイン学科
愛知県岡崎市岡町原山 12-5
TEL（FAX）：0564-48-4511
hiromiya@asu.ac.jp

八重樫 瞳子　074,093
yaegashitoko@gmail.com

横井 麻里　142
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

大阪府
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
神谷 雅裕　037,078,146
フリーランス
cooyamasahiro@gmail.com

寺井 祐輔　113
朋和産業（株）マーケティング部
大阪府大阪市福島区大開4丁目1番186号
y-terai@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

広島県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
梅岡 亜香音　070
安田女子大学造形デザイン学科
19133104@st.yasuda-u.ac.jp
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北海道
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
奥本 隆　021,094,104
クリエイティブオフィスメッセンジャー
札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11 
TEL:011-699-6955　FAX:011-699-6937
messenger_sapporo@nifty.com

島 すず　041
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西5条南9丁目2-15
TEL:0155-20-2656
shima@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp/

高田 慎太郎　042
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西6条南11丁目32 コーポビゴラ5号室
TEL:080-6069-5569
takada@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp

高橋 春香　098
pomery922@yahoo.co.jp
https://www.instagram.com/har_nkhs/

羽生 圭一　115,116
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656　FAX：0155-20-2626
haniu@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp

早瀬 友梨　018,139
クリエイティブオフィスメッセンジャー
北海道札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11
TEL：011-699-6955
messenger_sapporo@nifty.com

前川 良二　088,129
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西５条南９丁目2-15 タチノセンター
ビル５F
TEL：0155-20-2656
maekawa@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp/

森 桃子　100
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656
maeta@procomh.co.jp

青森県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
横山 勇太　007,015,023
YAMABATO
〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目7-17
yokoyamadb@gmail.com

岩手県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
滝浦 蒼空　133
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

平山 果子　028
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

藤平 優那　121
岩手県立産業技術短期大学校 産業デザイン科

宮城県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
小野 貴人　008,017,019,138
株式会社高速 デザイン室
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目4-20
TEL：022-259-1931
FAX：022-259-1606
takahito-ono@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

北川 誠　062
高速シーパック（株） デザイン制作係
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL：022-387-3234
k-dtp@mocha.ocn.ne.jp

倉島 史明　036,077
令和グロースバリュー株式会社
宮城県名取市上余田千刈田4－4
TEL:090-3504-5910　FAX:022-382-5337)
cbu98470@pop01.odn.ne.jp

齊藤 まなみ　052
専門学校 日本デザイナー芸術学院
TEL（FAX）：080-3192-6262
manamisaito26@gmail.com

佐々木 真由　014
有限会社スマッシュ
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明108
TEL：022-387-0750　FAX：022-387-0753
m-sasaki@smash-sendai.jp
https://smash-sendai.jp

藤山 志穂　128
株式会社高速　デザイン室
〒983-8555 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
株式会社高速デザイン室 東京分室窓口
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビ
ル3階 WAW日本橋 〈ルーム番号R33〉
shiho-fujiyama@kohsoku.jp
design-room@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

村上 真也　013,117
高速シーパック株式会社
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区七丁目4番20号
TEL：022-259-1931　FAX：022-259-1606
murakami-ksp@helen.ocn.ne.jp

宮舘 徹　130
株式会社 高速 デザイン室
仙台市宮城野区扇町7丁目4番20号
TEL：022-205-2946　FAX：022-259-1520
tooru-miyadate@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

山形県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
太田 岳秀　103
進和ラベル印刷株式会社
山形県上山市蔵王の森10番地
TEL：023-672-7577　FAX：023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp/

佐藤 健一　039,063
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp

佐藤 汐莉　097
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp

千葉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
改田 渉　144
トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地神
田和泉町ビル6階 
TEL：070-2182-2941
wataru.kaiden@toppan.co.jp

鈴木 ひとみ　127
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
h-suzuki@howa-s.co.jp

中西 唯　046
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
y-nakanishi@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

埼玉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
鈴木 仁施　126
info@healthyshadow.com
https://healthyshadow.com

高橋 仁美　064
埼玉県上尾市
103.design.works@gmail.com

本間 愛弓　072
阿佐ヶ谷美術専門学校
20201314.ah@asabiedu.jp

東京都
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
石田 英士　006
TOMOWEL 共同印刷株式会社
生活・産業資材事業本部 企画開発部
〒112-8501 東京都文京区小石川4-14-12
TEL：03-3817-2249
eiji_ishida@kyodoprinting.co.jp

上平 稔人　034
株式会社ミノルデザイン
〒102-0075 東京都千代田区三番地7-13
三番町パークマンション205
TEL:03-6272-9625　FAX:03-6272-9626
uehira@minorudesign.co.jp
https://www.minorudesign.co.jp

加藤 直人　060
info.naotokato@gmail.com

金子 香織　003,061
フリーランス
https://kaorikaneko.com/contact
https://kaorikaneko.com

小中 紗樹　086
フリーランス
konakasaki@gmail.com

齊藤 道代　140
株式会社ポップコーン
〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-18
第3東栄ビル9F
TEL:03-3546-7361
saito@popcorn-inc.jp
http://www.popcorn-inc.jp

貞弘 くるみ　033
阿佐ヶ谷美術専門学校
東京都杉並区梅里1-3-3
TEL：080-9347-3181
20202109.ks@asabiedu.jp

佐藤 光　109
P.K.G.Tokyo Inc.
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-16-26
協和ビル102
TEL：03-5422-9559
hikaru.sato@pkg.tokyo
https://www.pkg.tokyo

竹内 駿　011
bamboooo811@gmail.com
https://bamboo811.tumblr.com/

長通 卓也　087
takuya.nagadori.design@gmail.com
https://takuyanagadori.myportfolio.com

西巻 泰平　099
FUNCTIONS
TEL：080-1257-5145
taihei.nishimaki@gmail.com

藤林 香　082
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
kaori-fujibayashi@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

横山 雪代　089
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
yukiyo-yokoyama@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

神奈川県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
柏崎 桜　058
〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町
2-48-13 マンションカメリア102号室
TEL：080-6513-4809
kashiwazaki39@gmail.com
https://s-kashiwazaki.com

佐藤 渚紗　092
阿佐ヶ谷美術専門学校
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
TEL：080-8498-6193
FAX：0467-57-1475
nigaurinagisa@gmail.com
メイン：https://www.instagram.com/310_nagisa
作品用：https://www.instagram.com/ill_s.s.s/

山本 万貴　101
大和製罐株式会社
〒252-5183 神奈川県相模原市緑区西橋本5-5-1 
大和製罐株式会社 技術開発センター
TEL：042-772-9510
FAX：042-772-7175
maki-yamamoto@mail.daiwa-can.co.jp
https://www.daiwa-can.co.jp

吉野 優子　069
カフェ・カンパニー株式会社
yuko_yoshino@cafecompany.co.jp

新潟県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
坂本 光　031
プログラフ株式会社
〒955-0053 新潟県三条市北入蔵1-9-20
TEL（FAX）：0256-38-5735
hikaru-sk@prograf.co.jp
https://prograf.co.jp/

土居 早記　004
長岡造形大学 視覚デザイン学科
TEL：080-6380-9126
a193075@st.nagaoka-id.ac.jp

愛知県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
岩田 智洸　085,122
株式会社KKI
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-39-3
林屋ビル3F
chihiro_iwata@v-kki.co.jp
https://www.v-kki.co.jp/

浦田 類　057
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

中川 義朗　043,044
NAKAGAWA DESIGN
〒479-0811 愛知県常滑市泉町3丁目216番地1
TEL:0569-77-3710　FAX:0569-77-6024
nakagawa181@gmail.com
https://www.nakagawa-design.net

中瀬 明里　045
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

宮下 浩　002
愛知産業大学 造形学部 デザイン学科
愛知県岡崎市岡町原山 12-5
TEL（FAX）：0564-48-4511
hiromiya@asu.ac.jp

八重樫 瞳子　074,093
yaegashitoko@gmail.com

横井 麻里　142
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

大阪府
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
神谷 雅裕　037,078,146
フリーランス
cooyamasahiro@gmail.com

寺井 祐輔　113
朋和産業（株）マーケティング部
大阪府大阪市福島区大開4丁目1番186号
y-terai@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

広島県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
梅岡 亜香音　070
安田女子大学造形デザイン学科
19133104@st.yasuda-u.ac.jp

おいしい東北パッケージデザイン展2021開催報告

2021年  7月～  8月
  　　　 8月～  9月
  　　　 9月～10月
　　　 11月
　　　 12月～
2022年  2月
  　　　 9月まで

参加企業(商品)の募集
事務局による企業訪問
パッケージデザインの募集
審査会(グランプリ・優秀賞・奨励賞・学生優秀賞・審査委員賞・入選の審査)
優秀賞受賞作品の実用化に向けてのフォローアップ(企業とデザイナーとの契約等)
フォーラム・表彰式・交流会
新パッケージデザイン完成・順次、商品の販売

おいしい東北パッケージデザイン展2021 WEB展覧会
■日　程：2022年2月9日～3月31日
■会　場(URL)：https://thk-package-design2021.go.jp/exhibition/
■展覧数：150点(グランプリ・優秀賞・奨励賞・学生優秀賞・審査委員賞・入選)
■主　催：東北経済産業局
■後　援：

おいしい東北パッケージデザイン展2021フォーラム・表彰式・交流会(オンライン)
■日　時：2022年2月1日(火)13:00～17:30
■フォーラム参加者数：73名
■表彰式・交流会参加者数：40名

◇プログラム

　

■開会の挨拶（東北経済産業局）
■フォーラム　テーマ「地域を活性化させるデザインの力」
　　　　　　講師：福島治氏
■表彰式
■交流会

東北農政局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、
(独)中小企業基盤整備機構東北支部、(一社)東北経済連合会、
(公社)日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)、
(公社)日本パッケージデザイン協会(JPDA)
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北海道
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
奥本 隆　021,094,104
クリエイティブオフィスメッセンジャー
札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11 
TEL:011-699-6955　FAX:011-699-6937
messenger_sapporo@nifty.com

島 すず　041
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西5条南9丁目2-15
TEL:0155-20-2656
shima@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp/

高田 慎太郎　042
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西6条南11丁目32 コーポビゴラ5号室
TEL:080-6069-5569
takada@procomh.co.jp
https://procomh.co.jp

高橋 春香　098
pomery922@yahoo.co.jp
https://www.instagram.com/har_nkhs/

羽生 圭一　115,116
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656　FAX：0155-20-2626
haniu@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp

早瀬 友梨　018,139
クリエイティブオフィスメッセンジャー
北海道札幌市手稲区新発寒5条8丁目4-11
TEL：011-699-6955
messenger_sapporo@nifty.com

前川 良二　088,129
株式会社プロコム北海道
北海道帯広市西５条南９丁目2-15 タチノセンター
ビル５F
TEL：0155-20-2656
maekawa@procomh.co.jp
http://procomh.co.jp/

森 桃子　100
株式会社プロコム北海道
〒080-0015 北海道帯広市西5条南9丁目2-15　
タチノセンタービル5F
TEL：0155-20-2656
maeta@procomh.co.jp

青森県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
横山 勇太　007,015,023
YAMABATO
〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目7-17
yokoyamadb@gmail.com

岩手県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
滝浦 蒼空　133
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

平山 果子　028
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

藤平 優那　121
岩手県立産業技術短期大学校 産業デザイン科

宮城県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
小野 貴人　008,017,019,138
株式会社高速 デザイン室
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目4-20
TEL：022-259-1931
FAX：022-259-1606
takahito-ono@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

北川 誠　062
高速シーパック（株） デザイン制作係
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL：022-387-3234
k-dtp@mocha.ocn.ne.jp

倉島 史明　036,077
令和グロースバリュー株式会社
宮城県名取市上余田千刈田4－4
TEL:090-3504-5910　FAX:022-382-5337)
cbu98470@pop01.odn.ne.jp

齊藤 まなみ　052
専門学校 日本デザイナー芸術学院
TEL（FAX）：080-3192-6262
manamisaito26@gmail.com

佐々木 真由　014
有限会社スマッシュ
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明108
TEL：022-387-0750　FAX：022-387-0753
m-sasaki@smash-sendai.jp
https://smash-sendai.jp

藤山 志穂　128
株式会社高速　デザイン室
〒983-8555 宮城県仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
株式会社高速デザイン室 東京分室窓口
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 日鉄日本橋ビ
ル3階 WAW日本橋 〈ルーム番号R33〉
shiho-fujiyama@kohsoku.jp
design-room@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

村上 真也　013,117
高速シーパック株式会社
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区七丁目4番20号
TEL：022-259-1931　FAX：022-259-1606
murakami-ksp@helen.ocn.ne.jp

宮舘 徹　130
株式会社 高速 デザイン室
仙台市宮城野区扇町7丁目4番20号
TEL：022-205-2946　FAX：022-259-1520
tooru-miyadate@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

山形県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
太田 岳秀　103
進和ラベル印刷株式会社
山形県上山市蔵王の森10番地
TEL：023-672-7577　FAX：023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp/

佐藤 健一　039,063
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp

佐藤 汐莉　097
進和ラベル印刷株式会社
〒999-3104 山形県上山市蔵王の森10番地
TEL:023-672-7577　FAX:023-673-2019
nyuko@shinwalabel.co.jp
https://shinwalabel.co.jp

千葉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
改田 渉　144
トッパンエディトリアルコミュニケーションズ株式会社
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地神
田和泉町ビル6階 
TEL：070-2182-2941
wataru.kaiden@toppan.co.jp

鈴木 ひとみ　127
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
h-suzuki@howa-s.co.jp

中西 唯　046
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4-16-12
TEL（FAX）：047-456-5032
y-nakanishi@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

埼玉県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
鈴木 仁施　126
info@healthyshadow.com
https://healthyshadow.com

高橋 仁美　064
埼玉県上尾市
103.design.works@gmail.com

本間 愛弓　072
阿佐ヶ谷美術専門学校
20201314.ah@asabiedu.jp

東京都
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
石田 英士　006
TOMOWEL 共同印刷株式会社
生活・産業資材事業本部 企画開発部
〒112-8501 東京都文京区小石川4-14-12
TEL：03-3817-2249
eiji_ishida@kyodoprinting.co.jp

上平 稔人　034
株式会社ミノルデザイン
〒102-0075 東京都千代田区三番地7-13
三番町パークマンション205
TEL:03-6272-9625　FAX:03-6272-9626
uehira@minorudesign.co.jp
https://www.minorudesign.co.jp

加藤 直人　060
info.naotokato@gmail.com

金子 香織　003,061
フリーランス
https://kaorikaneko.com/contact
https://kaorikaneko.com

小中 紗樹　086
フリーランス
konakasaki@gmail.com

齊藤 道代　140
株式会社ポップコーン
〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-18
第3東栄ビル9F
TEL:03-3546-7361
saito@popcorn-inc.jp
http://www.popcorn-inc.jp

貞弘 くるみ　033
阿佐ヶ谷美術専門学校
東京都杉並区梅里1-3-3
TEL：080-9347-3181
20202109.ks@asabiedu.jp

佐藤 光　109
P.K.G.Tokyo Inc.
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-16-26
協和ビル102
TEL：03-5422-9559
hikaru.sato@pkg.tokyo
https://www.pkg.tokyo

竹内 駿　011
bamboooo811@gmail.com
https://bamboo811.tumblr.com/

長通 卓也　087
takuya.nagadori.design@gmail.com
https://takuyanagadori.myportfolio.com

西巻 泰平　099
FUNCTIONS
TEL：080-1257-5145
taihei.nishimaki@gmail.com

藤林 香　082
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
kaori-fujibayashi@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

横山 雪代　089
株式会社高速　デザイン室　東京分室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号
日鉄日本橋ビル3階WAW日本橋R33
TEL：080-3511-6358
yukiyo-yokoyama@kohsoku.jp
https://kohsoku.design

神奈川県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
柏崎 桜　058
〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町
2-48-13 マンションカメリア102号室
TEL：080-6513-4809
kashiwazaki39@gmail.com
https://s-kashiwazaki.com

佐藤 渚紗　092
阿佐ヶ谷美術専門学校
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-3-34
TEL：080-8498-6193
FAX：0467-57-1475
nigaurinagisa@gmail.com
メイン：https://www.instagram.com/310_nagisa
作品用：https://www.instagram.com/ill_s.s.s/

山本 万貴　101
大和製罐株式会社
〒252-5183 神奈川県相模原市緑区西橋本5-5-1 
大和製罐株式会社 技術開発センター
TEL：042-772-9510
FAX：042-772-7175
maki-yamamoto@mail.daiwa-can.co.jp
https://www.daiwa-can.co.jp

吉野 優子　069
カフェ・カンパニー株式会社
yuko_yoshino@cafecompany.co.jp

新潟県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
坂本 光　031
プログラフ株式会社
〒955-0053 新潟県三条市北入蔵1-9-20
TEL（FAX）：0256-38-5735
hikaru-sk@prograf.co.jp
https://prograf.co.jp/

土居 早記　004
長岡造形大学 視覚デザイン学科
TEL：080-6380-9126
a193075@st.nagaoka-id.ac.jp

愛知県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
岩田 智洸　085,122
株式会社KKI
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-39-3
林屋ビル3F
chihiro_iwata@v-kki.co.jp
https://www.v-kki.co.jp/

浦田 類　057
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

中川 義朗　043,044
NAKAGAWA DESIGN
〒479-0811 愛知県常滑市泉町3丁目216番地1
TEL:0569-77-3710　FAX:0569-77-6024
nakagawa181@gmail.com
https://www.nakagawa-design.net

中瀬 明里　045
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

宮下 浩　002
愛知産業大学 造形学部 デザイン学科
愛知県岡崎市岡町原山 12-5
TEL（FAX）：0564-48-4511
hiromiya@asu.ac.jp

八重樫 瞳子　074,093
yaegashitoko@gmail.com

横井 麻里　142
株式会社 荒川商事 デザイン部 デザイン課
〒486-0957 愛知県春日井市中野町2丁目14-14
TEL：0568-34-7341
design@arakawa-co.co.jp
https://www.arakawa-co.co.jp

大阪府
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
神谷 雅裕　037,078,146
フリーランス
cooyamasahiro@gmail.com

寺井 祐輔　113
朋和産業（株）マーケティング部
大阪府大阪市福島区大開4丁目1番186号
y-terai@howa-s.co.jp
https://www.howa-s.co.jp/

広島県
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
梅岡 亜香音　070
安田女子大学造形デザイン学科
19133104@st.yasuda-u.ac.jp

おいしい東北パッケージデザイン展2021開催報告

2021年  7月～  8月
  　　　 8月～  9月
  　　　 9月～10月
　　　 11月
　　　 12月～
2022年  2月
  　　　 9月まで

参加企業(商品)の募集
事務局による企業訪問
パッケージデザインの募集
審査会(グランプリ・優秀賞・奨励賞・学生優秀賞・審査委員賞・入選の審査)
優秀賞受賞作品の実用化に向けてのフォローアップ(企業とデザイナーとの契約等)
フォーラム・表彰式・交流会
新パッケージデザイン完成・順次、商品の販売

おいしい東北パッケージデザイン展2021 WEB展覧会
■日　程：2022年2月9日～3月31日
■会　場(URL)：https://thk-package-design2021.go.jp/exhibition/
■展覧数：150点(グランプリ・優秀賞・奨励賞・学生優秀賞・審査委員賞・入選)
■主　催：東北経済産業局
■後　援：

おいしい東北パッケージデザイン展2021フォーラム・表彰式・交流会(オンライン)
■日　時：2022年2月1日(火)13:00～17:30
■フォーラム参加者数：73名
■表彰式・交流会参加者数：40名

◇プログラム

　

■開会の挨拶（東北経済産業局）
■フォーラム　テーマ「地域を活性化させるデザインの力」
　　　　　　講師：福島治氏
■表彰式
■交流会

東北農政局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、
(独)中小企業基盤整備機構東北支部、(一社)東北経済連合会、
(公社)日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)、
(公社)日本パッケージデザイン協会(JPDA)
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