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イトマキシェード 

株式会社 彦部科学 
桐生市広沢町６丁目873 
10277-53-5511 
http://www.hikobe.co.jp

 

想い出BOX

光工芸 有限会社 
沼田市戸神町200 
10278-23-3100 
http://www.hikarikougei.jp/

商品部門 

パッケージ部門 

群馬の産業振興とデザイン開発の促進を目指して 
群馬県では、デザインに対する理解と関心を高め、地域の産業振興と個性的で豊かな県民生活
を目指し、県内の優れた工業製品を選定・推奨する「グッドデザインぐんま商品選定事業」を
平成５年度から実施しております。 
第18回目にあたる今回は、商品部門、クラフト部門、パッケージ部門の合計で138点（82社）
の応募があり、審査の結果、89点（61社）の商品が選定されました。また、特に優れた商品
６点に対して、大賞等の各賞を授与しました。 

 

商品部門 商品部門 
マルチカラーストライプリブ編ポーチ 

株式会社 松井ニット技研 
桐生市本町4丁目85 
10277-44-3518 
http://www.matsui-knit.co.jp

超撥水ポンチョ 

朝倉染布 株式会社 
桐生市浜松町1-13-24 
10277-44-3171 
http://www.asakura-senpu.co.jp

創業明治32年より製造している看板商品「栗羊かん」。
厳選した素材を伝統の製法でじっくりと煉上げます。歳
月の中で育み、煉上げた伝統の味、小豆の風味が栗との
絶妙なる組み合わせ。一枚の切れ目の無い、さらりとし
た甘味の羊かんです。 
昭和９年天皇陛下お買上げの誉を賜りました。皇室の方々
のお買上げ商品となっております。 

株式会社 荒木屋本店 
沼田市上之町840 
10278-24-4546 
http://www.arakiya.jp

 

イデアワークス建築デザイン事務所（アイプラス） 
太田市高林東町1648-2 
10276-38-8608 
http://www.iplus-g.jp

６面で使用できる県産シオジのフォトフレームです。自

立できる寸法を確保した上で、一辺をＲ形状に仕上げて

います。商品に使われている県産材は、上野村の製材協

力の元、合法的に伐採されたシオジを使用しています。

木のぬくもりを感じられるシンプルなフォトフレームで

す。 デザイン／大川　友宏 

ニットマフラー等の生産で培った技術を応用し、世界で

オンリーワンのマルチカラーストライプリブ編の生地を

使用してデザインしたポーチ類です。９月に行われた「テ

ント・ロンドン」に出展しました。 デザイン／森　久美子 

当社の開発した超撥水ポンチョは、独自の撥水加工技術

により作られた、軽くて便利なポンチョです。豪雨には

使えませんが、通常の雨ならサッと払えば濡れずに収納

でき、持ち運びにも便利です。防水ではなく、撥水加工

のため、生地本来の通気性があり、蒸れずに快適にご使

用いただけます。 デザイン／高橋　佳代 

クラフト部門 パッケージ部門 
バランスフォトフレーム（森の記憶） 沼田の華 栗羊かん 

大  　賞 優 秀 賞 

当社独自の製造方法によるイトマキシェードは、糸

が集合したり離散したりすることにより立体感が表

現され、陰影の美しさが強調されます。製造方法は

同じでも、色、線の太さ、形状の大きさをかえるこ

とにより国内外の高名なホテル、旅館、諸外国にあ

る和風レストランにも使用されています。 

幼稚園の卒園時に、学習帳や想い出を描いた絵、卒

園証書も１つにまとめて持ち帰ることができ、また

家でそのまま保管しておくことができる、１つで２

役として使える想い出BOXです。自分が子供を持っ

た時、子供の成長と共に自分自身の昔を想い出すそ

の時まで、大切に保管しておけたらいいと思い、こ

の商品を考えました。 デザイン／小野　彩佳 



COOL BiBi Pro

有限会社 有美 
みどり市笠懸町阿左美768-5 
10277-77-0791 
http://www.you-be.com

スカーフは、マジックテープを使用してワンタッチで装
脱できるデザインにしました。吸水体は、ポケットから
取り出せるように工夫してスカーフを洗濯出来る様にし
たのもアイディアです。ゴルフ、スポーツ、現場作業時
に役立つ機能性商品としてデビューしました。 

デザイン／専務取締役　有澤　直美 

NARUTO

有限会社 mother tool
邑楽郡邑楽町中野103-1 
10284-73-8212 
http://www.mothertool.com

ステンレスの線材を自在に曲げヒノキと組み合わせたペ
ンスタンドです。素地仕上げですので、ヒノキ独特の香
りや質感を感じていただけます。蚊取り線香のようにク
ルクルと曲げたかわいらしいデザインになっています。 

デザイン／ディレクター　村澤　一晃 

俺達！Ｔシャツストラップ 

星合成 株式会社 
甘楽郡甘楽町大字造石243 
10274-74-5858 
http://www.hoshigousei.co.jp/

あなたのチームのユニフォームが、そのままリアルなス
トラップになります。10個から受注可能ですので、小さ
なクラブチームや、ご家族の結束のツールとしても御活
用下さいませ。 

デザイン／春山　彰宏 

デカクリップペン 

星合成 株式会社 
甘楽郡甘楽町大字造石243 
10274-74-5858 
http://www.hoshigousei.co.jp/

三菱製のボールペン及びシャープペンのクリップ部に大
きな樹脂部品を取り付けたものです。クリップ部に取り
付ける事でペンを固定した際に印刷部が露出しますので
広告効果抜群です。 

デザイン／春山　彰宏 

有限会社 有美 
みどり市笠懸町阿左美768-5 
10277-77-0791 
http://www.you-be.com

印刷技術を用いたネイルアート。手書きの雰囲気を醸し
出しながら量産出来るように開発した商品。フィルムか
ら剥がして貼るだけでネイルサロンの仕上がりが可能です。
粘着力のコントロール・発色・繊細・3D・使いやすさが
特に評価されています。５つの特許を取得しました。 

デザイン／専務取締役　有澤　直美 

有限会社 高橋製作所 
高崎市足門町39-13 
1027-373-1805 
http://www.net-takahashi.jp

独自の技術で、ポリエチレンとポリ乳酸のハイブリッド
化に成功。三角コーナーや排水口のヌメリの原因とされ
ているアルカリ性物質を乳酸（酸性物質）のパワーで抑
える水切りネットです。 

 

有限会社 廣星 
沼田市下発知町281 
10278-50-4157 
http://takumiya-g.jp

群馬県内で木綿を藍染めし、アクリル板へ成形した後
弊社のレーザー加工機で切断・彫刻したものを、より
多くのサッカーファン・サポーターに楽しんでいただ
ける様にキーホルダー・ストラップ・アクセサリーと
して身につけられる商品にしました。 
　　　　　　　　　　　 【（財）日本サッカー協会公認】 

デザイン／代表取締役　松井　広晃 

有限会社 有美 
みどり市笠懸町阿左美768-5 
10277-77-0791 
http://www.you-be.com

印刷技術を用いたネイルアート。手書きの雰囲気を醸し
出しながら量産出来るように開発した商品。フィルムか
ら剥がして貼るだけでネイルサロンの仕上がりが可能です。
プロも愛用する自社ブランド。粘着力のコントロール・
発色・繊細・3D・使いやすさが特に評価されています。
５つの特許を取得しました。 

デザイン／専務取締役　有澤　直美 

有限会社 廣星 
沼田市下発知町281 
10278-50-4157 
http://takumiya-g.jp

「NARUTO－ナルト－疾風伝」のキャラクターをモチー
フとしたデザインの商品を開発し、ライセンス契約を致
しました。製品は群馬県沼田市にてケヤキ材を加工、弊
社のレーザー加工機の微細彫刻によって成形いたします。
木工の盛んな群馬の特性を活かした製品です。 

デザイン／代表取締役　松井　広晃 

ベルニッチジャパン 
前橋市青柳町668-5 
1027-231-2413 
http://www.bell-goods.jp

各ポケットに飲む分の薬をあらかじめ入れて本体ボード
に吊り下げ、薬を飲む時間に該当するポケットの薬を飲み、
空になったポケットを全部の薬を飲み終わるまで本体ボ
ードから外しておく事で薬やサプリメントの飲み忘れや
重複誤飲を防止します。当社が独自に企画開発した、知
的所有権登録済みの健康サポートグッズです。 

デザイン／鈴木　忍 

株式会社 ヨコヤマコーポレーション 
高崎市江木町1637 
1027-327-2322 
http://www.yokoyama-corp.com

野菜、お肉、お魚をレンジで温めるだけで、簡単ヘルシ
ー蒸し料理が楽しめるシリコンスチーマーです。かわい
らしいお魚の形は、一人分から、もう一品ほしいときに
便利なお手軽サイズです。コンパクトにおりたためて収
納力も抜群です。 

 

商品部門 クラフト部門 パッケージ部門 商品部門 クラフト部門 パッケージ部門 
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bibi deco

健康ポケット クルール シリコンスチーマー ココベジータ Deco Nail

SENSYAFUDA NARUTO木札！ ハイブリッド水きりネット（　　　　　） 

商品部門 

平成22年度 

マーブルカラーブロックメモ 

リード工業 株式会社 
高崎市吉井町矢田1013-1 
1027-387-2807 
http://www.reed-s.com

カラーセラピーを取り入れた商品ができないかと考え企
画し、作成しました。異なる色のインクを２色以上用い
てマーブル柄になるようブロックメモの側面を印刷します。
このマーブル柄は特殊な印刷技法のため、同じ商品は一
つとして有りません。 

デザイン／大塚　利恵子 

くさらんぞう プランター 

株式会社 平成商事 
伊勢崎市赤堀今井町2-1166-33 
10270-20-2810 
http://www15.plala.or.jp/heisei-molding

試行錯誤を重ねながら組み立てやすさ、運びやすさ、花
を引き立てる外観等を実現しました。容り材を利用して
いる為、製品の色調や形状の安定性にはバージン材に無
い苦労に時間を費やし、リサイクル製品ならではの特徴
を生かしました。 

ユニケース 

おふくわけ本舗 株式会社 
前橋市天川原町1-39-10 パークサイドⅡ－1A 
1027-289-3982 
http://www.ofukuwake.net

誰にでも開閉しやすい携帯型マルチケースです。ピルケ
ース・コインケース等、様々な用途に使用出来ます。握
力のない方でも片手で簡単に開けられるので、お年寄り
の方にもお使いいただけます。ダルマの形を模したデザ
インで、ちょっとした群馬県（高崎）のお土産としても
ご利用いただけます。 

デザイン／手島　彰 

門扉錠「あれあれ錠」 

阿左見メカニカル 
沼田市沼須町1310-1 
10278-23-5033

主に幼稚園、保育園等の通用口用門扉錠です。園内から
道路側への飛び出しや抜け出しを防止することを目的と
した片側操作の門扉錠です。施錠レバー部を欠円形状と
し門扉と門柱の隙間から指等でレバーを持ち上げ解錠し
ようとしても出来ない形状としました。 

デザイン／阿左見　徳之 

 

 

 

風呂敷 

株式会社 笠盛 
桐生市三吉町1-3-3 
10277-44-3358 
http://www.kasamori.co.jp

風呂敷は色々な物を包むことが出来、究極のエコバック
と言われています。しかし、モダンな風呂敷は少なく海
外へのお土産や男性が持つ風呂敷はあまりありませんで
した。そこで、レーザーを使い穴を開け、今迄にないモ
ダンな風呂敷を作りました。 

デザイン／片倉　洋一 

 

 

Fringe stole

株式会社 笠盛 
桐生市三吉町1-3-3 
10277-44-3358 
http://www.kasamori.co.jp

肩に掛けるストールはパーティ等の華やかな場所に付け
て行くことが出来ません。今回、フリンジ風にオシャレ
なストールを提供することで、パーティやレストラン等
の暖かい場所でも、注目を浴びるストールを作りました。 

デザイン／片倉　洋一 

三角コーナー用 
排水口用 

KS／S・T・PC



 

 

商品部門 商品部門 クラフト部門 パッケージ部門 クラフト部門 パッケージ部門 
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POSHE（短時間自然消火型携帯灰皿） 

PPR INC.
高崎市若松町35 
1027-328-8682

この商品の特徴は、火が着いたタバコを入れても、短時
間（８秒程）で、自然消火するタイプで密閉性・熱伝導
性にも優れた携帯灰皿です。コンビニを皮切りに、メー
カーOEM，タバコの販促商品として流通。MADE IN 
JAPAN・コスト・生産での精度及びスピード面で競争力
を持つ商品として改良、開発。機能・デザインなど、シ
ンプルを追求した商品です。“Manner”もおしゃれに
いきたいですよネ。 デザイン／代表取締役　佐俣　光康 

Nest PLACE MAT

株式会社 笠盛 
桐生市三吉町1-3-3 
10277-44-3358 
http://www.kasamori.co.jp

食卓で食器を載せる敷物のプレスマットは、素材の違い
や柄の違いで特徴を出していました。今回、タブーであ
る穴を開けることでデザイン性の高いプレスマットを作
りました。 

デザイン／片倉　洋一 

絵画織「四変化の帯」 

新伊美術織物研究所 
桐生市境野町６丁目444 
10277-47-3211

絵画織「四変化の帯」は正絹袋帯です。通常の袋帯は「た
れ」、「まえ」、「て」で構成され、一つの柄で構成さ
れます。この「四変化の帯」は表側の「たれ」からＡ柄
と逆側からＢ柄を配する、裏側も同様にＣ柄とＤ柄を配
置し、１本の帯で独立した4柄をもつ袋帯を考案しました。
1本の帯で4つの帯意匠が楽しめます。 

デザイン／前田　寿美恵・新井　千夏 

富岡製糸レンガ柄小判ストール 

門倉メリヤス 株式会社 
前橋市日吉町2-4-16 
1027-231-6586

富岡製糸場のフランス積レンガ柄の絹のすかし編み小判
ストールです。釦一つで着脱が簡易です。TOMIOKA 
SEISHIのロゴが入っています。 

デザイン／門倉　るみ子 

 

 

絵画織「文庫帯」 

新伊美術織物研究所 
桐生市境野町６丁目444 
10277-47-3211

帯結びには「太鼓結び」、「文庫結」、「立て矢結び」
の三種あります。この作品は「文庫結」、「立て矢結び」
専用の規格（幅約20cm×丈約465cm）を創案・発明し、
「絵画織」の技術技法で制作した帯です。このデザイン
の帯により、結びやすい美しい帯結び姿が楽しめます。 

デザイン／前田　寿美恵・新井　千夏 

竹久夢二意匠浴衣「秋の山風」 

木暮産業 株式会社 
渋川市伊香保町544-1 
10279-72-2660 
http://www.yumejishop.com/

竹久夢二の遺したゆかたのデザイン原画を所蔵する博物
館「財団法人　竹久夢二伊香保記念館」が監修し、現代
に蘇りました。大正の空気を色濃く感じさせる意匠は、
モダンでありながらシックで、今見てもはっとするほど
新鮮です。 

デザイン／竹久　夢二 

 

 

楽歩堂 オリジナル 綾 

株式会社 シュー・フォーラム楽歩堂靴店 
高崎市緑町4-7-7 
1027-364-9241 
http://rakuhodou.com/

足を入れた瞬間にわかるソフトで上質な革を使用した楽
歩堂オリジナル。本場ヨーロッパに引けをとらない高い
品質を保ちながら、日本の職人の技術を活かした国産製
造の実現により、姉妹品「凛」とあわせ価格を抑えた仕
上がりを可能としました。底材に工夫を凝らし、着物生
地を特殊コートして作った靴底は色あでやかなデザイン
となっています。 デザイン／二天一流総本舗 

楽歩堂 オリジナル 凛 

株式会社 シュー・フォーラム楽歩堂靴店 
高崎市緑町4-7-7 
1027-364-9241 
http://rakuhodou.com/

足元から美と健康をサポートする楽歩堂が企画、開発し
た美しく、足にやさしいオリジナルシューズ。上質な天
然皮革を使用し、足首を固定するベルトが靴の中での前
すべりを防ぐ、シンプルながら足を美しく見せる優れた
逸品です。また、着物生地を特殊コートして作った底材
はさりげない高級感を演出しています。 

デザイン／二天一流総本舗 

緯錦織丸帯 格天井に花丸紋 

合資会社 後藤 
桐生市東1-11-35 
10277-45-2406

経済産業大臣指定伝統的工芸品「桐生織」、群馬県１社
１技術選定品。フォーマル帯の最上格の帯です。振袖、
留袖、訪問着に使われます。全通柄で表裏に柄が出ます。
群馬県蚕糸ぐんま200を使用しています。 

デザイン／社員　後藤　誠三 

一重太鼓 袋帯 ハーブ 

合資会社 後藤 
桐生市東1-11-35 
10277-45-2406

袋帯の品格を保ちながら、より結びやすくセミフォーマ
ルからカジュアルまで使用範囲がひろい帯です。伝統的
な柄付けにとらわれず、きものを現代感覚で街着として
楽しんでもらいたい発想から生まれました。全通柄であ
らゆるニーズに対応できます。 
 

デザイン／社員　後藤　誠三 

 

 

七五三祝帯 若松文様 

合資会社 後藤 
桐生市東1-11-35 
10277-45-2406

帯巾は七寸で大人の帯より若干狭く長さも短めにつくら
れますが、成長期のお子さんの身長体型に対応するため
に全通柄で織り上げます。成人式前まで十分使用できます。 
 

デザイン／社員　後藤　誠三 

エルパソ Ｔ2001 2SW

株式会社 馬場家具 
高崎市上並榎町483 
1027-361-0711 
http://www.babakagu.co.jp/

背もたれにカーブを持たせ背中がフィットすることにより、
身体が安定して座ることができます。背もたれ外側には
頭をサポートする様ウイングヘッドを採用し、座には従
来のものより３倍かさ高のある高弾性の鋼製Sバネを使用。
さらに高密度のウレタンフォームをクッション部に採用し、
身体に負担の少ない快適な座り心地を実現しました。 

デザイン／春日　和幸 

折りたたみ傘立て・24本用：FUS－24

株式会社 トヨダプロダクツ 
桐生市相生町３丁目800-3 
10277-52-8811 
http://www.toyoda-p.co.jp

前面パネル付きなのでおもてなしの空間やエントランス
にも設置できます。フレームにアルミ押し出し材を採用
することにより、デザイン性と軽量感を融合した仕上が
りのよい商品となっています。 
 

デザイン／企画開発部 

 

折りたたみ傘立て・36本用：FUS－36

株式会社 トヨダプロダクツ 
桐生市相生町３丁目800-3 
10277-52-8811 
http://www.toyoda-p.co.jp

前面パネル付きなのでおもてなしの空間やエントランス
にも設置できます。フレームにアルミ押し出し材を採用
することにより、デザイン性と軽量感を融合した仕上が
りのよい商品となっています。 

デザイン／企画開発部 

 

 

ロープパーティション（　　  ） 

株式会社 トヨダプロダクツ 
桐生市相生町３丁目800-3 
10277-52-8811 
http://www.toyoda-p.co.jp

仕切る・並ばせる・進入を防ぐ機能をより分かりやすく
効果的に行うため、掲示パネルとして使用できる大型の
本体を巻き取り式のロープでつなぐ新しいスタイルのパ
ーティションとしました。 
 

デザイン／企画開発部 

 

ぼかし染めの麻のれん 

株式会社 耕工房 
桐生市錦町1-1-11 
10277-44-4982 
http://www.koukoubo.com

桐生の職人さんのぼかし手染めによる味わい深いのれん
です。二段ぼかし染めで製作しております。藍色のグラ
デーションは、深い海の色・宇宙の色に通じ、生活に安
らぎを与えてくれます。飽きのこないデザインです。 
 

デザイン／平岩　順子 

 

 

晒し麻のれん「市松」 

株式会社 耕工房 
桐生市錦町1-1-11 
10277-44-4982 
http://www.koukoubo.com

上質な白晒しの麻を藍色に染め抜染技法で白を市松に配
したモダンなのれんです。桐生の職人さんの手染で製作
しております。桂離宮のモダンな市松のしつらいのイメ
ージを手でふれられる布ののれんにデザインした事で、
大胆な柄が涼やかさを呼び、部屋に空気感を呼び込みます。 
 

デザイン／平岩　順子 

 

安全欠落カーテンフック（                ）及び特殊芯地 
 
株式会社 インテリアおおた 
前橋市問屋町1-1-6 
1027-210-7417 
http://www.e-cur10.com

通常は普通のカーテンですが、万が一、身体の一部がカ
ーテンに引っかかった際、カーテン自体が安全に落ちて
不慮の事故から身を守り、また元に戻せます。はずれる
カーテンは、特殊フック・芯地・縫製の３セットで実用
新案されました。 
 

デザイン／大田　治憲 

スタート用 
エンド用 

ハンギング事故 
防止フック 
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南蛮甲冑子供着用兜『照星』 

有限会社 人形の岳童 
北群馬郡吉岡町大久保931 
10279-55-6530 
http://www.gakudou.co.jp

南蛮甲冑で子供着用兜を特別製作しました。火縄銃、馬
上筒を立ち飾りとし、桐製屏風で重厚感溢れるセットに
しました。子供着用兜の南蛮胴型はなかなか製作されま
せんでしたが、今期メーカーが限定で製作し、この形に
セットすることが出来ました。 
 

デザイン／草場　学 

立雛飾り『枝垂れ桜』 

有限会社 人形の岳童 
北群馬郡吉岡町大久保931 
10279-55-6530 
http://www.gakudou.co.jp

主力商品である大型の立姿のひな人形を、いかに美しく
映えるセットにするかが弊社の大きなテーマになりました。
お客様の御意見等を基に、屏風、花、雪洞メーカーを巻
き込んで今までにない豪華な演出のオリジナル商品がで
きました。 
 

デザイン／草場　学 

 

 

末広二段飾『梅華』 

有限会社 人形の岳童 
北群馬郡吉岡町大久保931 
10279-55-6530 
http://www.gakudou.co.jp

弊社オリジナルのスチール２段、特製の大型紅白梅を使
った贅沢な立親王五人飾りです。「段飾りの一番きれい
なお雛様を、一番手前で楽しみたい」というお客様のご
要望にお答えして考案しました。 
 

デザイン／草場　学 

ウォーターポスト 移動型アクト水栓柱 

株式会社 宝泉製作所 
太田市新道町1276-1 
10276-31-5760 
http://www.the-sensui.com

お庭の固定式水栓とホースリールを利用して、使いたい
場所へ自由に移動し配管できます。小型軽量で水道工事
を伴わないので誰でも簡単に設置でき、ペグやピンで地
面に固定するだけのステンレス製移動型水栓柱です。 

デザイン／石川　昌男 

名武将 ミニ兜シリーズ 

株式会社 晃月人形 
高崎市栄町15-20 
1027-327-2223 
http://www.kougetsu.co.jp 
 

白木の桐箱に入った人気のある武将の兜シリーズです。
伊達政宗、徳川家康、上杉謙信、武田信玄、真田幸村、
直江兼続、源義経、毛利元就の兜を揃えました。 

ウォーターポストⅠスタイルスーパーブラック 

株式会社 宝泉製作所 
太田市新道町1276-1 
10276-31-5760 
http://www.the-sensui.com

ステンレス製水栓柱に酸化発色処理を行うことで、塗装
やメッキと異なり、ステンレスの素材が持つ光沢と発色
された表面の皮膜の２つの発する光により、色鮮やかな
光沢のある黒色が表現できました。その輝きから設置す
る場所を選ばず、家のオブジェとしての価値を生み出し
ます。 

デザイン／石川　昌男 

地上デジタル浴室テレビ WMA-015

株式会社 ワーテックス 
太田市東新町32 
10276-25-3788 
http://www.watex-net.com/

15.6インチ防水浴室テレビ。浴室に設置する防水テレビ
です。リラックスタイムのお供に気軽に楽しめます。防
水仕様でバスルームにも安心です。カラーもホワイトで
どんな浴室にもマッチします。地上デジタル・地上アナ
ログチューナーを内蔵。ハイビジョン映像でお風呂が楽
しくなります。 

デザイン／田中　美帆 

オリジナルポスト「片手でポン」 

有限会社 ニコー 
前橋市茂木町560-4 
1027-284-0855

今までに無い、自分の好みに自由にデザイン出来るオリ
ジナルポストです。表面はステンレスヘアーライン仕上
げで丈夫です。取り出し口は広々です（幅27×高さ６cm）。
鍵は有り・無し選べます。開閉はプッシュ式で片手で簡単。
開くと郵便物が自動的に取り出し口まで引き寄せられます。
おしゃれなアール曲面パネルを使用しています。 

デザイン／佐藤　仁 

CATZ GRAND Azzurri＋White reflector

アサヒライズ 株式会社 
前橋市西善町2004 
1027-266-6301 
http://www.fet-japan.co.jp

ハロゲンバルブ下部にパラボラリフレクターを装着。通
常ロービーム照射時に機能しなかった後方照射光をパラ
ボラリフレクターに集光し、前方に照射させることにより、
消費電力をそのままに明るさを従来の高効率バルブより
30％アップの明るさを実現しました。 

デザイン／商品開発課 

街路灯用LEDランプ 

賛光電器産業 株式会社 
高崎市倉賀野町3100 
1027-346-2111 
http://sankodenki.jp/

街路灯は商店街や繁華街に多く設置され、街並みの景観
に彩りを添え、街を明るくします。e-coLed街路灯用
LEDランプシリーズは下面だけでなく、横面にLEDを配
置する事により、単に路面を照らすだけでなく、遠くか
ら見ても明るく、見た目のにぎやかさも演出します。 
 

デザイン／間十間計画工房　田村　賢治・辻　浩子 

CATZ GRAND Azzurri＋White Top Shade

アサヒライズ 株式会社 
前橋市西善町2004 
1027-266-6301 
http://www.fet-japan.co.jp

H4ハロゲンに専用のシェードを装着し、今までのハロゲ
ンバルブのイメージに変革をもたらすニューコンセプト
のモデル。4700Ｋの白色系バルブとシェードの装着に
よる直接光を遮光することで、より最適な視界を実現し
つつ、消灯時の存在感も抜群です。 

デザイン／商品開発課 

 

LED防犯灯 

賛光電器産業 株式会社 
高崎市倉賀野町3100 
1027-346-2111 
http://sankodenki.jp/

防犯灯は街の風景を構成する身近な照明であるにもかか
わらず、デザイン的には機能を優先したものが多くあり
ました。LEDという新たな光源を用い、防犯灯の本来あ
るべき姿をゼロから見直し、新しいデザインを目指した
のがe-coLed　LED防犯灯シリーズです。 
 

デザイン／間十間計画工房　田村　賢治・辻　浩子 

 

 

ビル用マルチ空調室内機（４方向カセット形）用パネル 

三洋電機 株式会社 
邑楽郡大泉町坂田1-1-1 
10276-61-8290 
http://jp.sanyo.com

近年オフィスビルなどに導入が進んでいる60×60（cm）
のグリッドシステム天井に対応した新しいカテゴリーの
業務用４方向カセット形空調機です。天井の骨材を切断
することなく天井パネルを一枚はずすだけで、きれいに
収めることを実現しました。 
 

デザイン／大庭　秀樹 

業務用冷蔵庫 

三洋電機 株式会社 
邑楽郡大泉町坂田1-1-1 
10276-61-8290 
http://jp.sanyo.com

冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫すべてにおいて１台のコン
プレッサで運転を制御。これまで高出力コンプレッサ（750
Ｗ）を必要としていた大型冷凍庫でも、新開発450Ｗコ
ンプレッサで充分な冷凍能力を発揮し、今までにない大
幅な省エネを実現しました。業界省エネNo.１。 
 

デザイン／池田　康久 

自動錠剤包装機 ATC-200R

三洋電機 株式会社 
邑楽郡大泉町坂田1-1-1 
10276-61-9012 
http://jp.sanyo.com

「調剤室のスペースを有効に使いたい」「錠剤補充を効
率的に行いたい」「患者様に正しくお薬を服用してもら
いたい」といった薬剤師さんの声に応える機能を搭載し、
的確な作業を要求される調剤業務の効率化を追求した自
動錠剤包装機です。 
 

デザイン／岡本　康利・望月　享浩 

ホースワインダーⅠ 

温井自動車工業 株式会社 
高崎市矢中町821 
1027-347-2211

消防ホースは口径65mm・長さ20ｍ・重さ10kgです。
当製品は火災時にホースを延長通水消火後、排水・巻取・
回収を簡単に行えます。消火活動後の疲れたところに、
腰をかがめての作業を無くします。 

超低温フリーザ MDF-U500VX

三洋電機 株式会社 
邑楽郡大泉町坂田1-1-1 
10276-61-9012 
http://jp.sanyo.com

細胞・研究材料などを、高い信頼性と温度精度によって
保存する－85℃超低温フリーザ。デュアル冷却システム
とVIP PLUS（真空断熱）によるリスク回避と高い省エ
ネ効果が、質の高い超低温保存環境を実現しました。 
 

デザイン／岡本　康利・望月　享浩 

Spica

株式会社 アステック 
伊勢崎市境島村2211 
10270-74-9511 
http://www.u-astech.co.jp

耳鼻科等を対象とした医療用マイクロスコープ（双眼拡
大鏡）で、倍率は3.5倍。カメラ内臓、LED照明装置付、
眼鏡を付けたままでも見られるハイアイポイントの接眼
レンズを備えた物です。超超高輝度のLEDの使用により、
省エネにもなりますし、照明装置が非常にコンパクト・
低価格になりました。 

デザイン／田島　亀夫 
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アルミ合金製マルチ張り機 ハーリー PT-1350

ハラックス 株式会社 
渋川市渋川990-1 
10279-23-5828 
http://harax.co.jp

動力がいらない、簡単で手軽な手動式マルチ張り機です。
面倒なマルチング前後の溝堀りと土寄せが一度に行えます。
使用可能なフィルムのサイズが80～135cmに限定され
ており、構造がシンプルで操作が簡単です。アルミ製で
軽量なので、畝変えや移動が楽に行えます。 

アルミ合金製乗用作業車 スワット RSA-400

ハラックス 株式会社 
渋川市渋川990-1 
10279-23-5828 
http://harax.co.jp

農作業用４輪作業車です。座ったままの楽な姿勢で作業
ができるため疲れにくく、高齢者や体力のない方でも、
長時間の作業が可能となります。タイヤが12インチと大
きいので走行がスムーズです。また、直進性と安定性を
良くするため、タイヤは八の字に付いています。 

軌道自転車 レールスライダー Ｘ 

三立応用化工 株式会社 
桐生市相生町5-484 
10277-53-8382 
http://www.mitachi-eng.co.jp

508mmゲージのレール上を足漕ぎ式で軽快に走行する
軌道自転車です。時速10km程度での走行が可能です。
レール上を疾走するため大変小さな力で走行することが
できます。自転車と同様の駆動構造を持ち、低重心化を
行うとともに、脚力を発揮しやすいようリクライニング
座席としてスタイリッシュな姿にしあげました。 

デザイン／機械工作課　梅沢　恒雄 

平成22年度 

クラフト部門 

平成22年度 

桐生織 Japan Black Hurisode

泉織物 有限会社 
桐生市東５丁目5-16 
10277-45-2449 
http://izumi-orimono.co.jp

近年、成人式の着物である振り袖は写真館などによるレ
ンタルが主流になりつつあり、そのため個々の個性は失
われ、どれも同じような商品が並んでいます。現代のお
しゃれに一番敏感で多感な年頃の女性たちが画一化され
た着物で満足しているはずがないと考え、創作いたしま
した。 

デザイン／代表取締役社長　泉　太郎 

張子 招き猫 

有限会社 山形屋土産店 
吾妻郡草津町大字草津393 
10279-88-2234 
http://www21.cx/yamagataya/

手作りの招き猫です。右手を上げている猫はお金を招く
ので腹部に「宝」、左手を上げている猫は人を招くので
腹部に「幸」、両手を上げている猫はお金・人の両方を
招くので腹部に「福」と書いています。 
 

デザイン／取締役　菅野　千都世 

桐生織 Alice 着物 

泉織物 有限会社 
桐生市東５丁目5-16 
10277-45-2449 
http://izumi-orimono.co.jp

おしゃれ着としての着物、ファッションとしての着物を
楽しんでいただくために、数歩離れて見てみると古典の
唐草文様ですが、近くによってよく見てみると、不思議
の国のアリスの物語が可愛らしく浮かび上がる楽しい着
物を創作いたしました。 

デザイン／従業員　潮　優子 

ティーカップ 

木好房 おもいのまま 
吾妻郡中之条町折田804-2 
10279-75-4894

１個の木材を彫り上げて製作しました。カップの形状と
漆のすばらしさをご堪能下さい。このカップのソーサーは、
どれも皿としても使用できるように製作しました。また、
カップをオブジェとしてちょっとした空間に飾ることを
おすすめします。 
 

デザイン／田村　木道 

 

 

 

和風枕スタンド 

協同組合 鬼石職工 
藤岡市鬼石483 
10274-52-2062 
http://www.onishoko.or.jp/syokkou/

寝室の枕元に置けば、ぬくもりのある、柔らかなひかり
で包み込み、趣のある癒しの空間をつくります。また、
旅館の廊下に案内灯として、玄関、床の間に置いても、
その灯火は風情と情緒を醸し出します。 
 

デザイン／代表理事　小池　守 

 

 

 

箸置き（コンビ） 

工房 山の木 
多野郡上野村新羽59

２本を一つのはしおきで使用出来るためスプーンとはし
を同じところに置ける様に作成しました。 

デザイン／齋藤　薫 

 

組子組 夏障子 

有限会社 伊藤産業 
高崎市上佐野町379 
1027-322-3407

木製建具の夏障子です。部屋の出入口や部屋の間仕切等
に最適です。室内の空気の流通も良く、涼しさを感じさ
せる最適な夏障子です。両袖を３ミリ駒返し組にして中
間を細波調組子入りにしました。 
 

デザイン／代表取締役　田辺　文雄 

木製おままごとキッチン 

スタジオキューブ 
伊勢崎市田部井町２丁目1260-6 
10270-62-3854 
http://www.studiocube.biz/

つかまり立ちが出来る位から、年長クラス位まで遊べます。
男の子、女の子問わず小さなお子様なら一度は経験する
おままごとを、より母親に近い視点から「まね」するこ
とにより想像力と感性が豊かになると思います。持ち運
びもしやすく10kg以内に重さを控えました。桐材の無
垢板を使用し小さなお子様も安心して遊べます。 

デザイン／田澤　公晴 

木のほぐし織りとレースの２双屏風 

特定非営利活動法人 里山の学校 
利根郡みなかみ町須川774-1 
10278-64-2242 
http://www8.ocn.ne.jp/̃with-eco/

今まで和紙を多く利用してきた表装と自然素材を利用し
た「木のほぐし織り」を組み合わせた作品です。さらに、
桐生の和紙を利用したレースを組み合わせ、今までにな
い斬新な表装家具を作成しました。 

デザイン／倉島　敏雄 デザイン／折茂　伸雄 

灯篭 

楽工房 
甘楽郡甘楽町天引593-1 
10274-74-3363 
http://www.orimo8.jp

視覚的効果に加え音響効果が得られる灯篭です。仏壇や
祭壇、一般置物、墓参りに好適です。 
 
 

組子入り額 

大澤木工 有限会社 
桐生市境野町2-654-3 
10277-44-7680 
http://www3.to/oosawamokkou

従来の木を回しただけの額縁でなく、まわりに伝統の組
子をあしらい、豪華さを出しています。色紙額にも最適
です。また、二重額縁の組子のデザインは色々と変更可
能です。 

デザイン／取締役　大澤　直也 

膝の痛い人用の椅子 

匠平工房 
多野郡上野村大字新羽1366-1 
10274-59-3966 
http://www.uenomura.ne.jp/shouhei

この椅子は、膝の負担を軽減させるため座面を低くして
います。そして、背もたれと肘掛を一緒にしたことで手
を掛けて立てるようにしています。座面は、座る位置を
特に決めていないので、あえて座グリなどの掘り込みを
していませんので、座布団やクッションを使用すると座
りやすいです。 

デザイン／宮島　靖夫 

木製郵便受け 

協同組合 鬼石職工 
藤岡市鬼石483 
10274-52-2062 
http://www.onishoko.or.jp/syokkou/

和風仕様の木製郵便受けとして、和風建築物や庭園のあ
る建物に馴染み、古風な街並みの景観を損なうことなく、
統一した景観を引き立てることができます。一般的な郵
便物の他、新聞やカタログ書類なども収容できます。郵
便受け下部に木目の節を抜いたガラス窓を設け、郵便受
け内部を確認できるようになっています。 

デザイン／代表理事　小池　守 
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平成22年度 

パッケージ部門 

平成22年度 

Therapy Sponge　　　　 ３枚入り 

有限会社 山本農場 
富岡市一ノ宮1447 
10274-63-4566 
http://www.yamafarm.com/

「セラピー」の名を冠した商品のため、やさしさ、癒し
のイメージを黄緑色の濃淡で表現しました。こんにゃく
スポンジを初めて使用する人のために、背面の説明文の
わかりやすさ、見やすさに気を配りました。「具体的な
使用方法」は専用の携帯サイトを用意し、背面に印刷し
たQRコードから誘導しました。 

デザイン／株式会社フェイス　長谷川　広子 

もつ煮 他 

有限会社 女屋食品 
前橋市粕川町月田1382-1 
1027-285-6451 
http://www.onaya-foods.com/

視認性が高く、手作り・無添加・素材の良さ・おいしさ
を端的に伝えられるデザインを追求し、白地に黒文字、
朱墨をイメージした朱色でシンプルにまとめました。基
本デザインをシリーズで共通化し、各々雰囲気を変えて
楽しさを出しました。 

デザイン／株式会社フェイス　長谷川　広子 

いせさきもんじゃパック 

株式会社 梅田製作所 
伊勢崎市喜多町97-5 
10270-25-1814 
http://www7.ocn.ne.jp/̃otax

昔ながらのいせさきもんじゃの独特の味付を忠実に再現し、
地元にこだわった食材を使い梱包から製造までいせさき
にとことんこだわった商品です。ぜひご賞味下さい。 
いせさきもんじゃキャラクターのもじゃろーもよろしく!!

デザイン／伊勢崎YEG　小暮　雅之 

片品村のはなまめ甘納豆 

片品村振興公社 株式会社 
利根郡片品村花咲1113 
10278-20-7111 
http://www.hanasakunoyu.com

片品村の特産品である「花豆（ベニバナインゲン）」の
加工品として製造・販売している商品で、原料となる花
豆は100％片品村産のものを使用しています。花豆の上
品かつ素朴な味わいをお客様にわかって頂き、購入して
頂けるようなパッケージということで、包装紙の色や素
材なども含め、検討したものです。 

デザイン／茂木　博 

COOL BiBi（コールドスプレー）：COOL BiBi消臭スプレー 

有限会社 有美 
みどり市笠懸町阿左美768-5 
10277-77-0791 
http://www.you-be.com

イラストを多用することで、商品の特徴をイメージでき
るようにしました。夏の衣料用は清涼成分をプラス、ひ
んやり感を持続します。さらにZAT（Ti＋Ag＋Zn）抗菌
消臭剤を配合する事により、しつこい臭いも瞬時に元か
ら分解、抗菌力で臭いを付きにくくする特徴を有してい
ます。繰り返し使うと持続効果はUP!!

デザイン／専務取締役　有澤　直美 

シアック・ワン 30P携帯用スプレー 

株式会社 ミツワ化学 
高崎市鼻高町43-13 
1027-384-3170 
http://mitsuwa-chemistry.jp

食品添加物次亜塩素酸製剤として国内唯一の商品になり
ます。主成分の『次亜塩酸素（HClO）』が菌やウイルス、
微生物に反応し、分解し水になります。水道法の飲用適
の水の基準もクリアしており、安心してお手軽にご使用
いただける除菌消臭剤です。 

デザイン／株式会社アルファー企画　瀬間　かおり 

アクアシモ 100Pスプレー 

株式会社 ミツワ化学 
高崎市鼻高町43-13 
1027-384-3170 
http://mitsuwa-chemistry.jp

乳幼児向けに特化した除菌消臭機能水。微酸性電解水と
いう食品添加物にも指定されている水で、あらゆる菌や
微生物、ウイルスを不活化させる『次亜塩素酸（HClO）』
が主成分です。肌への刺激性が無く、人間の体内でも存
在する物質であることから、哺乳瓶だけではなく、おも
ちゃの除菌等にも安心してお使いいただける商品です。 

デザイン／株式会社アルファー企画　瀬間　かおり 

クレアチン・ウォーター（アズノン3000） 

株式会社 免疫生物研究所 
藤岡市中1091-1 
10274-22-2889 
http://www.ibl-japan.co.jp/

筋力強化や瞬発力を向上させるサプリメントとして世界
各国のアスリートに愛用されているクレアチン。難溶解
性のクレアチンを100％水溶化し、水溶液内で安定させ
る技術を採用した清涼飲料水です。 

デザイン／（株）免疫生物研究所　円谷　綾乃 

飲む酢 かき 

川場村農産加工 株式会社 
利根郡川場村大字谷地2537 
1090-3594-0392 
http://www12.wind.ne.jp/mikuni/

群馬県と川場村を強調したデザインにしました。かきは、
実際の川場村産のかきをデッサンし、手づくりの商品で
あるためその手づくり感を色彩で表現しました。作り手
の商品に対するやさしさと貴重さを全体的に構成しました。 

デザイン／ミクニ商業デザイン事務所　三國　吾郎 

本宿 どうなつ 

菓子処 古月堂 
甘楽郡下仁田町本宿3760 
1027-484-2417

町おこし事業の一環として、平成14年、従来から売り出
していた揚げドーナッツを「本宿どうなつ」とネーミン
グして発売しました。生地・餡の原材料は、上州の地粉
と北海道産の白いんげん豆を使用しており、体にやさし
い果糖等で炊き上げることにより甘さを抑えた餡を製造
します。この特製餡をたっぷり使った下仁田町の商品です。 

デザイン／北見　勝之 

 

 

トーストに良く合うメープルシロップみたいなオリゴ糖 

群栄化学工業 株式会社 
高崎市宿大類町700 
1027-353-1913 
http://www.gunei-chemical.co.jp/

オリゴ糖をベースに果糖ぶどう糖、黒糖蜜を配合した商
品を新開発しました。今までなかった、おいしく摂れる
メープルタイプのオリゴ糖です。トーストやホットケーキ、
ヨーグルトなどにかけて、手軽においしく、オリゴ糖を
摂取できます。「逆さ液ダレ防止容器」を採用し、手が
ベタベタすることなく、最後までシッカリとご使用いた
だけます。 

デザイン／株式会社ジェイエイプリテック　山崎　雅俊 

 

オリゴ糖で作った しお飴（塩味） 

群栄化学工業 株式会社 
高崎市宿大類町700 
1027-353-1913 
http://www.gunei-chemical.co.jp/

創業92年の老舗飴屋の職人が、熟練の匠の技で丹精込め
て造った、本格的な和風飴です。味はシンプルな塩味です。
創業64年の当社が開発した、天然素材の最新澱粉糖化品
を原料とし、２年をかけて開発したこだわりの飴です。
善玉菌を増やすイソマルトオリゴ糖が１粒あたり、なん
と1.6ｇも入っています。 

デザイン／株式会社ジェイエイプリテック　芦川　真由美 

オリゴ糖で作った しょうが飴（生姜味） 

群栄化学工業 株式会社 
高崎市宿大類町700 
1027-353-1913 
http://www.gunei-chemical.co.jp/

創業92年の老舗飴屋の職人が、熟練の匠の技で丹精込め
て造った、本格的な和風飴です。味はピリッと辛い生姜
味です。創業64年の当社が開発した、天然素材の最新澱
粉糖化品を原料とし、２年かけて開発したこだわりの飴
です。善玉菌を増やすイソマルトオリゴ糖が１粒あたり、
なんと1.5ｇも入っています。 

デザイン／株式会社ジェイエイプリテック　芦川　真由美 

オリゴ糖で作った たまり飴（醤油味） 

群栄化学工業 株式会社 
高崎市宿大類町700 
1027-353-1913 
http://www.gunei-chemical.co.jp/

創業92年の老舗飴屋の職人が、熟練の匠の技で丹精込め
て造った、本格的な和風飴です。味は懐かしい和風醤油
味です。創業64年の当社が開発した、天然素材の最新澱
粉糖化品を原料とし、２年をかけて開発したこだわりの
飴です。善玉菌を増やすイソマルトオリゴ糖が１粒あたり、
なんと1.5ｇも入っています。 

デザイン／株式会社ジェイエイプリテック　芦川　真由美 

選定にあたって 
　『グッドデザインぐんま』に選定されました関係者の皆様、おめでとうございます。昨年

を上回る出品点数の中から、厳しい審査を経て今回の選定に至りました。 

　優れたデザインは、日々の生活の中から産み出されてきます。また、その時代の文化に大

きく寄与する役割を担っています。デザインには、国際性が求められるとともに、その地域

の特性も同時に求められます。群馬県のデザインには、四季折々に移りかわる自然の美しさ

や緑、水、土、空気という恵まれた風土と暖かい県民性が反映されなければなりません。そ

の中から温もりのあるデザインが産み出されてきます。 

　審査にあたっては、「つくり手」と「つかい手」双方の立場から内容を充分に吟味しました。

今後も県民の皆様から広くご意見をいただき、さらに素晴らしいものに改善、改良されてい

くことを期待します。 

　この様な試みを通して、本県のデザインのレベルが益々向上していくことを願って止みま

せん。 

セラピースポンジ 

審査委員長 

池  田  政  治 
（東京藝術大学・美術学部長） 
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部 門 商　品　名 申請者名 ページ 部 門 商　品　名 申請者名 ページ 

 地上デジタル浴室テレビ WMA-015 株式会社 ワーテックス ７ 

 CATZ GRAND Azzurri＋White reflector アサヒライズ 株式会社 ７ 

 CATZ GRAND Azzurri＋White Top Shade アサヒライズ 株式会社 ８ 

 街路灯用LEDランプ 賛光電器産業 株式会社 ８ 

 LED防犯灯 賛光電器産業 株式会社 ８ 

 業務用冷蔵庫 三洋電機 株式会社 ８ 

 ビル用マルチ空調室内機（４方向カセット形）用パネル 三洋電機 株式会社 ８ 

 自動錠剤包装機 ATC-200R 三洋電機 株式会社 ８ 

 超低温フリーザ MDF-U500VX 三洋電機 株式会社 ８ 

 ホースワインダーⅠ 温井自動車工業 株式会社 ８ 

 Spica  株式会社アステック ８ 

 アルミ合金製乗用作業車 スワット RSA-400 ハラックス 株式会社 ９ 

 アルミ合金製マルチ張り機 ハーリー PT-1350 ハラックス 株式会社 ９ 

 軌道自転車 レールスライダー Ｘ 三立応用化工 株式会社 ９ 

 桐生織 Japan Black Hurisode 泉織物 有限会社 ９ 

 桐生織 Alice 着物 泉織物 有限会社 ９ 

 膝の痛い人用の椅子 匠平工房 ９ 

 組子入り額 大澤木工 有限会社 ９ 

 木製郵便受け 協同組合 鬼石職工 ９ 

 和風枕スタンド 協同組合 鬼石職工 10 

 張子　招き猫 有限会社 山形屋土産店 10 

 ティーカップ 木好房おもいのまま 10 

 バランスフォトフレーム（森の記憶） イデアワークス建築デザイン事務所（アイプラス） ２ 

 木製おままごとキッチン スタジオキューブ 10 

 箸置き（コンビ） 工房　山の木 10 

 組子組　夏障子 有限会社 伊藤産業 10 

 灯篭 折茂精工 10 

 木のほぐし織りとレースの２双屏風 特定非営利活動法人里山の学校 10 

 想い出BOX 光工芸 有限会社 １ 

 Therapy Sponge セラピースポンジ ３枚入り 有限会社 山本農場 11 

 CREATINE WATER ASTHNON3000 株式会社 免疫生物研究所 11 

 本宿 どうなつ 菓子処古月堂 11 

 飲む酢 かき 川場村農産加工 株式会社 11 

 トーストに良く合うメープルシロップみたいなオリゴ糖 群栄化学工業 株式会社 11 

 オリゴ糖で作った しょうが飴（生姜味） 群栄化学工業 株式会社 11 

 オリゴ糖で作った しお飴（塩味） 群栄化学工業 株式会社 11 

 オリゴ糖で作った たまり飴（醤油味） 群栄化学工業 株式会社 11 

 もつ煮 他 有限会社 女屋食品 12 

 いせさきもんじゃパック 株式会社 梅田製作所 12 

 沼田の華 栗羊かん 株式会社 荒木屋本店 ２ 

 片品村のはなまめ甘納豆 片品村振興公社 株式会社 12 

 COOL BiBi（コールドスプレー）：COOL BiBi消臭スプレー 有限会社 有美 12 

 シアック・ワン 30ml携帯用スプレー 株式会社 ミツワ化学 12 

 アクアシモ 100mlスプレー 株式会社 ミツワ化学 12
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　 大賞　　　 優秀賞 平成22年度 グッドデザインぐんま選定商品一覧 平成22年度 グッドデザインぐんま商品応募概要 

平成22年度 グッドデザインぐんま推進委員会委員一覧 

応募商品の製造業者又は販売業者とします。 

ただし、販売業者が応募者となる場合は自社開発商品、又は製造業者の応募承認を得たものに限ります。 

応募資格 

学識経験者やデザイナーで構成するグッドデザインぐんま推進委員会により、現品審査を行います。 審　　査 

選定された商品には選定証を交付します。 

また、部門毎に、特に優れた商品には大賞、優秀賞又はその他の賞を授与します。 

選定・賞授与 

・選定商品推奨のための「グッドデザインシンボルマーク」を使用できます。 

・選定商品は県のウェブページ上で紹介します。 
　また選定商品のカタログを作成し、広く関係機関に配布し、PRを図ります。 

・選定商品の紹介、販売の機会として展示会を開催します。 

選定商品の推奨 

県内でデザインされた工業製品等で次に例示されるもの（注１）であって、県内で製造又は販売されているもの 

とします。 

（１）商品部門：家具・インテリア・家事用品、住宅設備・エクステリア用品、日用品、オフィス・店舗・教育用品、 
　　　産業機械、医療・健康用品、レジャー・ホビー用品等 

（２）クラフト部門（注２）：手工芸品、伝統工芸品等 

（３）パッケージ部門（注３）：商品パッケージ等 

選定対象商品 

（注１）「県内でデザインされた工業製品等で次に例示されるもの」とは、その製造に係る総合的な企画が県内でおこなわれたものであることを指し、デザ 
　　　　イナーの存在が県内であるか県外であるかは問いません。 

（注２）美術品のような一品生産のもの以外のものであれば、クラフト製品であっても対象とします。 

（注３）「パッケージ」とは、「内容物と一体性をもつパッケージ」で化粧箱（商品がひとつに納められる箱）、容器類（商品そのものを入れる容器全般）など、 
　　　　立体的形状のデザインをされたものをいいます。 

選定は、「良いデザイン」であることを前提に、以下の選定基準から総合的に判断して行うものとします。 選定方法 

外　観：形状、色彩、模様等外観を構成する要素が総合的に美しく構成され、かつ、独創性のあること。パッケージ 

　　　　にあっては、外装、内装、内容物との間に総合的な調和が図られ、かつ商品全体のしさを高めていること。 

機能性：商品の使用目的の達成に適切な機能性、使用上の便利性、維持及び管理の容易性を十分具備していること。 

品　質：適切な材料を有効に使用し、当該商品に通常要求される品質水準を十分に満たしていること。 

安全性：安全性について十分に考慮されていること。 

経済性：価値に見合った、合理的価格であること。パッケージにあっては、商品に対して適正な包装であること。 

社会性：地球環境や資源の有効活用について配慮されていること。 

独自性：地域の伝統技術や先進技術を積極的に活かし、地域産業振興に資する独自性のあること。パッケージにあ 

　　　　っては、地域の特性が生かされるなど、商品の持つ魅力を充分引き出していること。 

委 員 長 池田　政治 東京芸術大学 美術学部長 

副委員長 黒田　亮子 美術評論家／独立行政法人国立美術館 監事 

 伊田　郁子 織物作家 

 金井　訓志 画家 

 茂木　一司 群馬大学 教育学部教授 

 影山　正男 （財）群馬県産業支援機構 常務理事 

 土田真理子 日本デザインコミッティー 事務局長 

 中村　希望 羽鳥国際特許商標事務所 弁理士 

 宮崎　信雄 ぐんま総合情報センター 所長 

 COOL BiBi Pro 有限会社 有美  ３ 

 bibi deco 有限会社 有美  ３ 

 Deco Nail 有限会社 有美  ３ 

 マルチカラーストライプリブ編ポーチ 株式会社 松井ニット技研 ２ 

 クルール シリコンスチーマー ココベジータ 株式会社 ヨコヤマコーポレーション ３ 

 健康ポケット ベルニッチジャパン  ３ 

 SENSYAFUDA 有限会社 廣星  ３ 

 NARUTO木札！ 有限会社 廣星  ３ 

 ハイブリッド水きりネット（三角コーナー用・排水口用） 有限会社 高橋製作所  ３ 

 NARUTO 有限会社 mother tool  ４ 

 デカクリップペン 星合成 株式会社  ４ 

 俺達！Ｔシャツストラップ 星合成 株式会社  ４ 

 マーブルカラーブロックメモ リード工業 株式会社  ４ 

 くさらんぞう プランター 株式会社平成商事  ４ 

 ユニケース おふくわけ本舗株式会社 ４ 

 門扉錠「あれあれ錠」 阿左見メカニカル  ４ 

 風呂敷 株式会社笠盛  ４ 

 Fringe stole 株式会社笠盛  ４ 

 Nest PLACE MAT 株式会社笠盛  ５ 

 POSHE（短時間自然消火型携帯灰皿） PPR INC.  ５ 

 絵画織「四変化の帯」 新伊美術織物研究所  ５ 

 絵画織「文庫帯」 新伊美術織物研究所  ５ 

 超撥水ポンチョ 朝倉染布 株式会社  ２ 

 富岡製糸レンガ柄小判ストール 門倉メリヤス 株式会社  ５ 

 竹久夢二意匠浴衣「秋の山風」 木暮産業 株式会社  ５ 

 楽歩堂 オリジナル 凛 株式会社 シュー・フォーラム楽歩堂靴店 ５ 

 楽歩堂 オリジナル 綾 株式会社 シュー・フォーラム楽歩堂靴店 ５ 

 緯錦織丸帯 格天井に花丸紋 合資会社 後藤  ５ 

 七五三祝帯　若松文様 合資会社 後藤  ６ 

 一重太鼓　袋帯　ハーブ 合資会社 後藤  ６ 

 イトマキシェード 株式会社 彦部科学  １ 

 エルパソ Ｔ2001 2SW 株式会社 馬場家具  ６ 

 折りたたみ傘立て・36本用：FUS－36 株式会社 トヨダプロダクツ ６ 

 折りたたみ傘立て・24本用：FUS－24 株式会社 トヨダプロダクツ ６ 

 ロープパーティション・スタート用・エンド用 株式会社 トヨダプロダクツ ６ 

 晒し麻のれん「市松」 株式会 社耕工房  ６ 

 ぼかし染めの麻のれん 株式会 社耕工房  ６ 

 安全欠落カーテンフック（ハンギング事故防止フック）及び特殊芯地 株式会社 インテリアおおた ６ 

 立雛飾り『枝垂れ桜』 有限会社 人形の岳童  ７ 

 南蛮甲冑子供着用兜『照星』 有限会社 人形の岳童  ７ 

 末広二段飾『梅華』 有限会社 人形の岳童  ７ 

 名武将 ミニ兜シリーズ 株式会社 晃月人形  ７ 

 ウォーターポスト 移動型アクト水栓柱 株式会社 宝泉製作所  ７ 

 ウォーターポスト Ⅰスタイルスーパーブラック 株式会社 宝泉製作所  ７ 

 オリジナルポスト「片手でポン」 有限会社 ニコー  ７ 


