
令和2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2020

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2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2020」には、東北5県8社の商品に対し、260点のデザインが集まり

ました。今年度で7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。

2021年3月

東北経済産業局
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加藤 芳夫  Kato Yoshio

（審査委員長）
公益社団法人
日本パッケージデザイン協会 専務理事

（公）日本パッケージデザイン協会前理事長、
現在専務理事。サントリーデザイン部長・サン
トリー食品インターナショナル株式会社ジャパ
ン事業本部シニアクリエイティブディレクターを
経て、デザインのココロ研究室。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、東京藝術大学、多摩美術大学、桑沢デザイ
ン研究所などの非常勤講師。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。日本パッケージデザイン大賞・金賞
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
おいしい東北パッケージデザイン展2020は、コ
ロナ禍の中、リアルではないWEBでの審査をお
こないました。今年は、インターネット上の作品
映像と制作者コメントをもとに１次審査をした
後、審査員全員がオンラインで議論しながら、
受賞・入選作品を決定しました。パソコン画面
から見える「より伝わる強いメッセージ、コンセ
プトやアイデア」パッケージデザインのコミュニ
ケーション性に焦点が当たった審査であったよ
うに思います。

大迫 修三  Oseko Nobumitsu

グラフィックデザイナー
公益社団法人
日本グラフィックデザイナー協会 事務局長

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
このコロナ禍の中で、応募点数を心配しており
ました。例年に比べ若干少なかったと聞いてい
ましたが、応募作品を見て安心しました。WEB
上での審査は、手に取ることができないという
問題点を持つものの、仕上がりの良し悪しより
もグラフィックの強さだけで見られるメリットもあ
りました。対象商品のいくつかはデザインが難
しいだろうなと予想していましたが、そんな心配
はなく、優秀賞に選んだものは自信を持って世
の中に出せるレベルに仕上がっていると思いま
す。商品化が楽しみですね。

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

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。

総評
震災から10年目を迎えた今年は、初のオンライ
ン審査会。生活者がネットで商品情報を得て購
入する機会が増え、コロナ禍がそれに拍車をか
けている今、モニターを通したときの伝達力を
評価するのも自然な流れのように感じます。結
果的には、おいしさやその背景のストーリーが
伝わる魅力的な受賞作が例年に劣らず揃いま
した。これらすべてがリアルな商品となり、復興
途上＋コロナ禍という時代を生き抜く力となる
ことを願っています。

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

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、
クライアントの様々な要望に応えている。現在も
山形市にて「アカるく すなオニ」営業中。

総評
会えないからこそ、行けないからこそ、面白さを
引き出すためには今までとは違った別の方法
が必要なのか、それともやっぱり会ったり、行っ
たりすることが大切なのか…。審査をさせてもら
いながら、そんな事を考えさせられた今回でし
た。デザイナーの前には常に何かしらの課題が
あり、それらをいかに面白く解決するかがデザイ
ナーの腕の見せどころ。デザインで世の中を元
気にしていけるよう、頑張りましょうー！おー！

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

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・金賞など国
内外の30以上の賞を受賞。東京タイプディレク
ターズクラブ(TDC)、JAGDA、国際グラフィック
連盟(AGI)会員。東京工芸大学教授。

総評
コロナ禍の中、オンラインでの審査が増えてい
ます。おいしい東北でも審査、表彰式をオンライ
ンで実施しましたが、何か大切なモノが欠けて
いる気がしました。食べ物のパッケージデザイ
ンは、実際に手にとって購入するかどうかを判
断します。心の中でヨダレがでるシズル感が大
切です。実際にパッケージを手に取り、生産者さ
んと対話しながら審査する、おいしい東北スタイ
ルも大切だと感じています。コロナが終息するこ
とを祈ります。

参加企業・団体審査委員
※自社商品のみ審査

佐藤 弘征
骨寺村荘園カボチャ研究会 会長

佐藤 隆夫
農事組合法人麓上舞茸生産組合 組合長

冨岡 浩樹
有限会社冨岡商店 代表取締役

阿部 信行
秋田県醗酵工業株式会社 企画開発課 課長

井上 健太
株式会社桑名園本店 取締役営業部長

油井 健治
荒川桜づつみ酒づくり協議会 会長

影山 一也
有限会社カミノ製作所 フード事業部 部長

秋元 雅幸
有限会社肉の秋元本店 専務取締役

｜ 審 査 委 員



「おいしい東北パッケージデザイン展2020」

事業概要

おいしい東北パッケージデザイン展2020では、「商品のパッケージを改善したい」とい
う企業・団体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260点が寄せられました。
著名な審査委員と企業・団体の代表者で審査を実施し、受賞作品を決定。受賞作品
はオンライン上で展示され、多くの方にご覧いただいております。（2021年3月時点）
各商品の優秀賞作品は、新パッケージとして採用され、2021年9月までに実用化を目
指します。

事業の流れ

5 6

01
 企業・団体選定・
デザイン公募

03
契約

02
審査

04
実用化

応募があった企業・団体の中からデザ
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。

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・団
体へデザインの保護・活用に対する知
識や制度の普及を図ります。

著名なデザイナーである審査委員と企
業・団体の代表者により審査が行われ、
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。

審査委員の助言や企業・団体の要望
(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
系へ。また、商標の取得など、必要に応
じて専門家からアドバイスを受けます。



「おいしい東北パッケージデザイン展2020」

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260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・団体担当者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1点を選出。
・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(より高い評価を受けて投票された作品については1票の場合も含む)102点を入選作品に選出。受賞・入選作品合計135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・団体名・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

1 【岩手県一関市】南部一郎かぼちゃスープ 
骨寺村荘園カボチャ研究会 34 23 57 17 8 25 44%

2 【宮城県黒川郡大和町】七つ森ふもと舞茸 
農事組合法人麓上舞茸生産組合 15 7 22 12 3 15 68%

3 【秋田県仙北市】KAVERS(カヴァーズ ) ブローチ 
有限会社冨岡商店 17 14 31 11 5 16 52%

4 【秋田県湯沢市】小野こまち 特別純米酒 
秋田県醗酵工業株式会社 21 10 31 12 1 13 42%

5 【山形県米沢市】紅花香茶 
株式会社桑名園本店 14 13 27 8 7 15 56%

6 【福島県福島市】純米吟醸「あらかわ」の酒かすで作る「酒かすの塩」 
荒川桜づつみ酒づくり協議会 31 15 46 18 4 22 48%

7 【福島県伊達郡川俣町】僕の納豆。(仮称 ) 
有限会社カミノ製作所 19 8 27 16 4 20 74%

8 【福島県白河市】白河高原清流豚　「豚ロースの三五八漬け」(仮称 ) 
有限会社肉の秋元本店 14 5 19 7 2 9 47%

合計 165 95 260 101 34 135 52%
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「おいしい東北パッケージデザイン展2020」 対象商品・参加企業・団体一覧 おいしい東北
パッケージ
デザイン展
2020
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株式会社桑名園本店
（山形県米沢市）

骨寺村荘園カボチャ研究会
（岩手県一関市）

有限会社カミノ製作所
（福島県伊達郡川俣町）

有限会社冨岡商店
（秋田県仙北市）

荒川桜づつみ
酒づくり協議会
（福島県福島市）

農事組合法人
麓上舞茸生産組合
（宮城県黒川郡大和町）

有限会社肉の秋元本店
（福島県白河市）

秋田県醗酵工業株式会社
（秋田県湯沢市）
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会社概要

会社について

〒969-0308　福島県白河市大信増見字北田82
従業員：8名
代表者：秋元幸一
URL：https://www.nikunoakimoto.jp/

太平洋戦争後、食の欧米化に伴う肉食による動物
タンパク源摂取の増加にニーズを読んだ初代が、
元より営んでいた魚の行商とアイスキャンディ販売
の冷蔵冷凍設備を利用し、食肉の冷蔵/冷凍販売
に業務転換した。
以降、「白河高原清流豚」、「白河ブラック」といった
ブランド豚の食肉販売業を行っている。
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佐藤 慎  Sato Makoto
001
宮城県
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ
一般
クリエイティブディレクター。山形県出身。東北芸術工科大学卒業後、ラベ
ル印刷会社、広告代理店勤務を経て、現職。おいしい東北パッケージデザ
イン展2018奨励賞受賞。

01 ｜対象商品について
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。
臭みの無い肉と爽やかに甘く香る脂身、味わい深い赤
身に浸透した塩分が更なる豚の旨味を引き出し、えも
言われぬ感動を味わえる逸品。

02 ｜デザインヘの希望
１.デザイン対象に特別な指定は無し。箱、シール、のし紙など、「売れる」「インパクトのある」
「購買力を高める」ことを意識したデザインをご提案いただきたい。

2.現状、類似商品のシールのサイズは「タテ240mm×ヨコ55mm」である。類似商品の成分表
サイズはタテ106mm×ヨコ 47mm程度。三五八漬けも同程度の成分表サイズとなるため、
パッケージ裏の成分表の面積は空けてデザインする。

3.パッケージの素材については、高価なものを避けて提案いただきたい。特殊印刷などで
コストが高くなりすぎないように注意。採択後、素材については変更可能性あり。また、冷
凍・冷蔵に耐える素材を使用する。類似商品シールの素材はコート紙である。

4.包装やラベリング作業、包材コストも商業的に現実となる設計を希望。

5.既存商品の味噌漬けの色味は「赤」、当商品の色味は「白」となるため、最終的にはセット
での紅白販売も予定している。三五八漬けの「白」が見えるようなデザインを希望してい
るため、上記サイズでのデザインを希望。

6.４代続く食肉販売店でありながら、時代のニーズにマッチした 「お客様の幸せづくり」を
食肉を通して提案し続けたい。豊かでユーモアのあ
る遊び心を忘れない発想でありながら、しっかりと地
に足付けた老舗ならではの安心感を表現していただ
きたい。

7 .「白河高原清流豚」「三五八漬け」というワードを含
めた形で、商品名は変更してもよい。

制作意図
「白河高清流豚」と「三五八漬け」の融合を、
白河高原をイメージした山形紋と「三五八」
を豚の鼻形に組み込んだロゴマークで表現
しました。
どことなく豚の顔にも見えるユーモラスと、
家紋のような老舗の安心感を訴求したロゴ
マークが、売場での旗印となり、お客様の目
を引きます。
末広がりの掛け紙のカタチは、清流をイメー
ジし、中身の色味と連動しています。
既存商品「味噌漬け」も統一デザインとし、
「三五八漬け」との紅白セット販売により、
吉兆を感じる紅白の末広がりの掛け紙が
「お客様の幸せづくり」につなげること願い
デザインしました。

審査評
審査委員がほぼ満場一致でグランプリに挙
げた作品。
初めて見るのに、懐かしいという不思議な感
覚にとらわれる作品である。
古くからある店のマーク・あるいは紋章のよ
うな、そんな安心できるパッケージデザイン
だ。
中央に貼られたラベルシールの両脇からは、
美味しそうな肉がちらりと見え、食欲が湧き
出ることだろう。
狭いラベルの中で、コミュニケーションがよく
できており、ストーリー性までみえてくる。
プロフェッショナルの仕事、豊かな世界観を
感じさせる、非常に優れたパッケージデザイ
ンである。

グランプリ・優秀賞
東北農政局長賞白河高原清流豚「豚ロースの三五八漬け」（仮称）

有限会社肉の秋元本店
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団体概要

研究会について

〒021-0101　岩手県一関市厳美町字駒形148
会員：48名
代表者：佐藤弘征

平成19年に設立。　地域の特産品を目指し、取り
組んで13年目。
マンゴー級の糖度を持つ南部一郎かぼちゃのブラ
ンドアップのため、年間で会員1人あたり800キロ、
全体で10トンを目標に栽培を続けている。

横山 勇太  Yokoyama Yuta
002
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 優秀賞受賞。

01 ｜対象商品について
「骨寺村荘園」が特産品として育てるユニークな形の
「南部一郎かぼちゃ」を使用したスープ。
南部一郎かぼちゃは日本在来種の鶴首かぼちゃを改
良したもので、果肉はしっとりして粘りがあり、鮮やかな
黄色と強い甘味が持ち味である。
自然なかぼちゃの甘みを感じられるスープに仕上がっ
ている。

02 ｜パッケージ上の課題
包材に問題は無い。
しかし、シールのデザインに高級感がなく、高めの価格(350円)と釣り合っていないことが課題。

03 ｜デザインヘの希望
1.デザイン対象はパッケージに貼るシールで、包材前面に貼るシールのデザインを希望。サ
イズは最大で「縦145mm×横105mm」(上部に包材の切り口がある)シールの素材につい
ては、熱湯に入れても問題がないものを希望。また、比較的安価な紙の素材を希望。(採
択後、素材については変更する可能性あり)

2.南部一郎かぼちゃは高級なかぼちゃであるため、スープの価格も少し高めである。デザイ
ンから高級感を伝えたい。

3.在来品種鶴首かぼちゃが原材料であることを含め、岩手県のオリジナル品種であること
に配慮願いたい。

4.「南部一郎」という名称は残すことを前提に、商品名
は変更してもよい。

制作意図
南部一郎は熟成させることで甘さを引き出し
ている。そのことが伝わるよう、ワラの上に並
べて熟成させている南部一郎をキービジュ
アルにし、コピーを添えました。 
パッケージを並べて陳列すると風景が広
がっていくイメージでデザインしています。
特徴的なかぼちゃの形が伝わるようシンプ
ルなイラストで表現し、かぼちゃの認識を補
完するためパッケージ全体の色合いはかぼ
ちゃらしくしました。
パウチをラベルと一緒に湯煎するのに少し
抵抗があるのでヘッダー型を提案します。

審査評
出品票のコンセプトがそのまま審査委員の
心に響いた作品であった。
南部一郎かぼちゃの「南部一郎感」が非常
によく表現されており、かつ包材とパッケージ
を完全に分離しているという点も、衛生的視
点から高評価。
また、パッケージ上部に並ぶ4つの南部一
郎かぼちゃは、店頭に並べた際、まるでかぼ
ちゃ畑のように大量のかぼちゃが広がる光
景を表現できる。
複数を陳列した際のインパクトが容易に想
像できるこのビジュアルは、各審査委員から
高い評価を得た。

優秀賞
岩手県知事賞南部一郎かぼちゃスープ

骨寺村荘園カボチャ研究会
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団体概要

組合について

〒981-3625　宮城県黒川郡大和町吉田字一本杉39
組合員：5名
代表者：佐藤隆夫
URL：https://www.humotomaitake.com/

稲作農家であったが、天候に左右されずに安定的
に収入を得られるきのこ栽培に着手するため、平
成6年に農業生産法人を設立。
種々生産品を試行・変更しながら、現在のまいた
け、きくらげ、しめじの生産に至っている。

佐藤 翔吾  Sato Shogo
003
北海道
株式会社北日本広告社
一般
1992年生まれ。北海道小樽市出身。北海道情報大学卒業後、株式会社
北日本広告社に所属。
グラフィックデザイナー。デザイン制作全般から、コピーなども手がける。

01 ｜対象商品について
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。
豊かな環境で、手塩にかけて育てられたこの舞茸は、
食感のメリハリがあり、香り高く、素材の持つ特徴を存
分に味わうことができる。
味・食感・香りは折り紙付きの、一般的な舞茸とは一味
違う舞茸だ。

02 ｜パッケージ上の課題
商品の優位性(ASIAGAP認証の安全性や味・香り・食感)が伝わりにくいこと。

03 ｜デザインヘの希望
1.デザイン対象は、PP袋タイプに貼るシール、またはトレイタイプにかける帯。あるいはその
両方。

2 .シールのサイズは最大で「縦230mm×横200mm」。帯の太さ・長さは「縦150mm×横
150mm」の透明トレイに載った舞茸を包めるサイズ感で。(帯の太さや長さについては採
択後に微調整の可能性あり)

3.他の舞茸商品との差別化を図りたい。

4.食品スーパーの店頭に並んだ際には、当社商品の優位性（ASIAGAP認証の安全性や
味・香り・食感）が伝わりにくいため、パッケージから何かしらのメッセージが伝わるような
デザインを希望。

5 .輸出もできる真空包装した乾燥舞茸の製品化も検
討中であるため、それにも使えるようなパッケージに
なれば良い。

6 .「七つ森ふもと舞茸」という商品名は変更せずにデ
ザインいただきたい。

制作意図
スーパーマーケットで見かける舞茸のパッ
ケージは、筆文字や遊びのある書体などで
商品名が記されている場合が多くあると感じ
ました。
また、商品棚で視覚に訴えるビジュアル+ブラ
ンドを覚えてもらうために他の商品にない、
独自のシンボルマークが必要であると考えま
した。ブランドとしての信頼・安心と高級感を
伝えることができます。
そこで、七つ森という土地を伝えるシンボル
マークをデザイン。「七つの山が連なる風景」
と商品の特徴である舞茸の「葉っぱ」をシン
ボリックに表現しています。
一般的な舞茸とくらべて、品質の高い同商
品の味、香り、食感を伝えるためのコピーを
開発。「七つ森のふもとから、舞茸のいただ
きへ。」という生産者の想いと、品質への追
求・こだわりを表現しました。

審査評
他の舞茸商品との差別化を図るため、店頭
に並んでいる際に目立つ必要があるが、やり
すぎてしまっては美味しさを損なってしまう。
その難しさを上手く突いた作品である。
ロゴはシンプルでありながらも温かみがあ
り、パックや袋、あるいは他の包材で展開し
ても違和感なく展開できるだろう。
幅広い消費者に受け入れられる、安心感の
あるデザインで、東北の一次産業をより明る
いものとして発信できる、非常に優れた作品
である。

優秀賞
宮城県知事賞七つ森ふもと舞茸

農事組合法人麓上舞茸生産組合
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会社概要

会社について

〒014-0325　秋田県仙北市角館町東勝楽丁2-2
従業員：9名
代表者：冨岡浩樹
URL：https://tomioka-shoten.co.jp

樺細工製造販売業として1970年創業。
仙北市の本店にはセレクトショップのアート＆クラ
フト香月を併設、大仙市には営業本部と工場を設
置している。

渡辺 里彩  Watanabe Risa
004
新潟県
長岡造形大学
学生
1999年生まれ。福島県出身。長岡造形大学視覚デザイン学科に在籍。
パッケージ、ブランディングを中心にグラフィックデザインを勉強中。

01 ｜対象商品について
樺細工でつくられたブローチ。　
伝統に、繊細なパターンを施す新たな技術を組み合わ
せた。
多くのパターンとカラーが用意され、ひとつとして同じも
のの無い樺(山桜樹皮)との組み合わせで、選ぶ楽しさ
や世界でただひとつのお気に入りのものを身につける
楽しさを提供している。

02 ｜パッケージ上の課題
現在使用しているパッケージは紙の箱。
設備上の問題なのか、箱内側の紙の折目が粗末に見えてしまっている。
箱の中身が外から見えないため、店頭に並べる際に箱の蓋を開けて並べなければならな
いのも課題。しかし、蓋を開けていると、中に埃が付着してしまい、衛生的ではない。

03 ｜デザインヘの希望
1.デザイン対象はブローチを入れる「箱」。直径約35mmのブローチが入るサイズの箱であれ
ばよい。採択後、大サイズブローチ(直径約50mm)の箱も同様のデザインで展開予定。
2.箱の素材についてはエコの観点から「紙」を希望。違法伐採でつくられた紙ではない正
規のもので、箱として耐えうる厚さの紙を希望。また、紙以外に環境に優しい素材がある
場合提案も可能。
3.BtoBにせよBtoCにせよ、どちらも良い商品、良い見た目でないと、店舗には置いていた
だけないし、買っていただけない。人に良い商品であるということを高級感と共にアピー
ルできるデザインが望ましい。
4 .箱のコストはできる限り抑えたい。箱の素材は「紙」
を希望。
5.中身が見えるようなイメージを理想としているが、紙
の箱では現実的ではないため、見えなくともよい。仮
にコストを抑えつつ中身が見えるような案があれば
提案希望。
6.「KAVERS(カヴァーズ) ブローチ」という商品名は変
更せずデザインいただきたい。

制作意図
初めてこの商品を見る人でも樺細工で作ら
れたという事が分かるように、またブローチ
の柄が外からでも覗けるようにと樺の形に切
り抜きをした箱の蓋にしました。多くの年代
の方が手に取りやすいように白い正方形の
箱でシンプルかつミニマルな印象を目指しま
した。伝統品をより親しみやすく、モノづくり
の丁寧に価値を伝える仕事ということを後押
ししたいと考えました。
箱をディスプレイした時に遠くから見ると樺
が並んでいるように見える事で、この商品が
気になり手に取るきっかけになってほしいと
いう思いで制作しました。多くのパターンとカ
ラーのブローチの一点物を選ぶ楽しさを箱
を通じて伝わったらいいなと思います。

審査評
クリエイティブの質が高い作品が多数応募
された中、選出された本作品。表面だけ魅
力的ということではなく、KAVERSのコンセプ
トや商品の品質が、シンプルながらもわかり
やすく、そして安心感を伴って集約されてい
る。
中央の樺の木型の切り抜きは、店頭で陳列
した際には樺の木が並ぶ森のように見せる
ことができ、かつブローチの柄を確認できる
素晴らしいアイディアである。
商品に命を吹き込むパッケージとして、ぜひ
商品化に期待したい作品である。

優秀賞
東北経済産業局長賞KAVERS（カヴァーズ）ブローチ

有限会社冨岡商店
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会社概要

会社について

〒012-8511　秋田県湯沢市深堀字中川原120-8
従業員：72名
代表者：藤武哲朗
URL：https://www.oenon.jp

昭和20年4月に合成清酒、焼酎及び原料アルコー
ルの製造会社として設立。
日本酒や焼酎等を製造する総合酒類メーカー。

足立 琴美  Kotomi Adachi
005
愛知県
株式会社荒川商事
一般
愛知県出身。名古屋学芸大学デザイン学科を卒業後、2020年に株式会
社荒川商事へ入社。
デザイナーとして食品を中心としたパッケージデザインを手掛ける。

01 ｜対象商品について
原料米に「秋田県産あきたこまち」「秋田県産秋田酒こ
まち」を、仕込み水・割り水に「秋田の天然水」を使用し
た秋田県ならではの特別純米酒。
中辛口で芳醇な香りとふくらみのある味わいが特長
だ。
歌人「小野小町」生誕の地の地酒として販売されてい
る。

02 ｜パッケージ上の課題
特に大きな課題はなく、現状のパッケージを一新するということを考えている。

03 ｜デザインヘの希望
1.秋田県産の素材にこだわっていること、「小野小町」がモチーフであるといった要素を入
れていただきたい。

2.デザイン対象は「ラベル」、またはラベル以外で商品をアピールできるもの。正面ラベルは
「タテ140mm×ヨコ145mm」で固定。肩ラベルは必須ではなく、肩ラベルが無いデザイン
が採択となった場合は肩ラベル無しで販売。正面ラベル左上に「清酒」表記。右下に「製
造年月」表記。

3.ラベルの素材は、アルミ地・紙・和紙から選択。

4.ラベル以外で商品をアピールできるものについては、コストを極力抑えつつ、商品が魅力
的に映るものであれば、ラベルでなくとも提案可。

　(高価な素材、特殊な印刷技法を用いる等は避けて
いただきたい)

5.「小野こまち 特別純米酒」という名称は変更せずデ
ザインいただきたい。

制作意図
商品の特長である「芳醇な香りとふくらみの
ある味わい」の文章からふんわりとした女性
性を感じたので、世界三大美女とも謳われる
「小野小町」と秋田のイメージでもある「秋
田美人」をテーマに、清廉で上品、そしてどこ
か可愛らしさも感じられるイメージになるよう
意識して制作しました。
原料でもある「秋田県産あきたこまち」をイ
メージしたお米の柄の中に、一粒だけ小野
小町を連想させる着物を着せた表現で、上
品さの中に映える優美さを目を引くワンポイ
ントとして加えています。
また、涼しげでスッキリした印象を与えるうっ
すらとした青みのある色をベースにすること
で、天然水を使用し極寒の中で仕上げられ
た商品背景を表現できればと考えました。

審査評
特別純米酒を造る、磨かれた白い「お米」
に、テーマ商品の名称「小野小町」の着物を
着せた、なんともかわいらしいシンボルが特
徴的な本作品。
「お米」と「小野小町」の要素を上手く組み合
わせたこのシンボルは、非常に印象的だ。
様々な「美味しさ」の中でも、清廉・ふくよか・
芳醇といった、柔らかで豊かな味わいを優し
く表現した素晴らしいデザインである。
ぜひ商品化し、より多くの方にこのおいしい
お酒を味わっていただきたい。

優秀賞
秋田県知事賞小野こまち 特別純米酒

秋田県醗酵工業株式会社
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会社概要

会社について

〒992-0011　山形県米沢市中田町760番地
従業員：40名
代表者：井上茂 
URL：http://www.sakura21.info

明治20年初代井上豊吉が山形県高畠町で創業。
日本茶の行商を始める。
昭和42年12月有限会社桑名園本店設立。
昭和45年10月協同組合米沢総合卸売センター加
入、平成12年7月米沢市に本社移転し、株式会社に
組織変更。
平成16年茶蔵米沢店オープン。平成19年茶蔵山形
店オープン、現在米沢・南陽・山形に7店舗営業中。

村上 真也  Murakami Shinya
006
宮城県
高速シーパック株式会社
一般
1978年宮城県生まれ。仙台デザイン専門学校卒業。現在、高速シーパッ
ク株式会社に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2019奨励賞受賞。

01 ｜対象商品について
山形の県花「紅花」と梅の果肉、しそ葉、昆布がブレンド
された香茶。
1992年に「べにばな国体」と冠した国民体育大会が山
形県で開催された際に作られた商品で、30年の歴史
を持つ商品だ。
室町時代末期より続く紅花の歴史・文化・物語を全国
に伝えることのできる本商品は、山形のお土産・贈り物
として最適である。

02 ｜パッケージ上の課題
自社で制作したデザインなので、プロのデザイナーと比較して、今の時代にそぐわないもので
あると感じている。

03 ｜デザインヘの希望
1.デザイン対象は外装と香茶の包材パックの両方。形状・サイズ感については基本的に自
由だが、外装サイズについては2gの香茶パックが16個入るサイズの外装で。(内容量に
ついては変更可能性あり。)
2.外装の素材は変更可。特別な指定は無いが、高価なものは避けていただきたい。
　香茶包材の素材については、アルミ包材とする。
3.デザインサイズについては、外装は自由。香茶の包材パックは「タテ68mm×ヨコ59mm」(同
デザインのものが8個連なり2つ入るイメージ。)
4.パッケージの費用感は販売価格の25%程度と想定。
5.口紅・薬・紅花染衣装へと形を変えて古き万葉の頃
から日本の女性の心を魅了してきた「紅花」の可愛ら
しい色彩のデザインとパッケージとロゴを希望。
6.「デザイン・パッケージ・値段」の3要素が「かわいい」
ものを希望する。
7.コンセプトでもある「紅花」の歴史や文化を感じられ
るデザインがよい。
8.商品名は変更してもよい。

制作意図
全体のトーンを紅花の黄色と赤（オレンジ）
の色で打ち出し、絵柄には紅花の花びらを
入れ、紅花の綺麗な色彩を表現しました。
文字はシンプルにし、紅花の色と花びらで消
費者の視線をひきつけるデザインに仕上げ
ました。
外装の形状はブック式にし高級感を出しまし
た。香茶包材と外装のデザインを合わせ、箱
をあけても黄色とオレンジのLineが同じよう
に出るようにし、統一感を持たせました。
コスト面も考え外装は３色、香茶包材は２色
でデザインしました。

審査評
「紅花」と聞くとピンクを連想しがちだが、本
作品は朱色にも近いオレンジと黄色で、紅
花そのものを潔く表現していた点が印象的
だった。
作品に使用されているようなビビットカラーと
いうのは、一歩間違えば下品にも映ってしま
うが、本作品にはそういったことは一切無く、
自然な色合いで洗練されたデザインとして
仕上がっている。
店頭に並んだ際には、紅花畑が広がってい
るかのような華やかさが上品に映え、お客様
に手にとっていただけるパッケージになるの
ではないだろうか。

優秀賞
山形県知事賞紅花香茶

株式会社桑名園本店
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団体概要

協議会について

〒960-8166　福島県福島市仁井田字北屋敷5
会員：10名
代表者：油井健治

福島市西部地区を流れる「荒川」は吾妻連峰に水源を有
する阿武隈水系の一級河川で、国土交通省の水質調査
で2019年に10年連続水質日本一となった川である。
「荒川」の恵みを得た流域は果樹や米の栽培が盛んであ
り、公園や水林自然林、温泉などが点在する福島市の観
光の中心だ。
また、戦時下の昭和19年に東京都荒川区から2千人を超
える学童疎開を受け入れた縁で、「荒川」ほとりの桜づつ
み公園に記念碑建立と桜の記念植樹を行うなど、荒川区
と福島市の交流が続いている。
このふるさとの豊かな資源とご縁を活かし、福島市の観光
や産業の復興、地域の活性化につながる地域ブランドの
商品開発を目的として当事業が立ち上げられた。

上平 稔人  Uehira Minoru
007
東京都
株式会社ミノルデザイン
一般
1968年東京・浅草生まれ 株式会社ミノルデザイン代表取締役。
JAGDA年鑑2008ジェネラルグラフィックカテゴリー「This One!」、おいしい
東北パッケージデザイン展2015優秀賞ノミネート 他

01 ｜対象商品について
地元酒造店で造られる日本酒、「純米吟醸あらかわ」の
酒かすから作られる塩。
海水と酒かすを混ぜて窯で煮詰め、塩の結晶に酒かす
の成分を閉じ込めた香り豊かな仕上がりとなっている。
食塩に香味パウダーなどを混ぜた調味塩とは全く違う、
純粋な塩である。

02 ｜デザインヘの希望
１.デザイン対象となるのは、ジップロックに貼るシール。シールの素材は紙。具体的

にはマットコート紙、またはコート紙。サイズは最大で、「縦95mm×横79mm」
(微調整の可能性あり)

2 .ジップロック、ボトルネック袋、瓶での展開を予定しているため、すべてで使用　　　　　　　
できる商品ロゴを希望。提案ロゴについては、デザイン内に含んで制作。

3 .「荒川」の素晴らしさを強調したい。

4 .高級感を持たせたい。

5 .商品名は変更してもよいが、「純米吟醸あらかわ」の塩であるということが分か
るとよい。

制作意図
他の塩とは成り立ちが異なる商品であり、
「荒川から汲み上げた酒を合わせて作られ
た塩である」ということを、うまくビジュアルで
表現できないかとまず考えました。
荒川の２文字をビジュアル化し、水質は日本
一であることをブルーのワンポイントで表現。
さらに酒を象徴する盃をデザインに込めまし
た。
白地を多くとり、シンプルに2cですっきり見せ
ることで商品の特性を際立たせることができ
ないかと思いました。
今後、瓶での展開も考えているとのことで、
ジップロックと合わせて瓶の帯巻きもデザイ
ンしてみました。

審査評
「酒かす」と「塩」、そして「荒川」という3つの
要素を同時に上手く扱い、表現する難しさを
感じるテーマであった。
その中でも水質日本一の「荒川」がどこまで
シンボライズされているのかという点は非常
に重要で、そのシンボルが綺麗かつ強く表現
されており、お酒の匂いまでマークの中に色
濃く反映されている本作品は最終的に多く
の票を集めた。
ロゴの盃の部分を「桃」や「芋」にすることで、
他商品への展開も可能となっており、今後に
向けた可能性を高く感じさせる作品である。

優秀賞
福島県知事賞純米吟醸あらかわの酒かすで作る酒かすの塩

荒川桜づつみ酒づくり協議会
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会社概要

会社について

〒960-1501 福島県伊達郡川俣町山木屋字問屋33
従業員：18名
代表者：神野三和子 
URL：http://kamino-g.co.jp

1972年、自動車部品のガータースプリング製造を本業として創業。
2004年には食品製造業を開始し、納豆などの食品の製造も手掛け
ている。
モットーは「誰よりも地域と社員を大切にする会社」。
周りの方が笑顔になり、その笑顔の輪を紡いでいけるような会社を目
指している。
これからも、人々の健康づくりや生きがいづくりのお役に立てる存在で
ありたいと考えている。

石田 英士  Ishida Eiji
008
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
49th Creativity International Award Gold／Silver受賞。JPC展入賞。

01 ｜対象商品について
丁寧に、コツコツと心を込めて作られた納豆。
何十年もの間こだわり続けてきた製法で、素材の味を
最大限に活かした。
ご当地ならぬご当駅納豆として、各地にある道の駅に
て自動販売機での販売を予定。
ご当地の食材を使用したタレ・トッピングでコラボし、新
規性のある商品として開発している。(開発中）

02 ｜デザインヘの希望
１.デザイン対象は「箱」。納豆パックを4つ内包する箱で、自動販売機から箱ごと排

出されるイメージ。

2 .あまり納豆を食べない「若い世代」に向けていきたい。

3.「僕の納豆。」という仮称をつけているように、インパクトのある言葉で伝えるよう
なイメージでデザインいただきたい。

4 .言葉で遊び、面白く、奇抜で伝わるデザインがよい。

5 .実用化にあたっては箱を排出する自動販売機のデザインも予定している。

6 .本社のある「川俣町」の地域性を入れ込みたい。(例えば、代表商品である「女
神納豆」は、色やネーミングなどを川俣町内にある女神山から着想を得ている)

7 .言葉で伝わるような商品名であれば、「僕の納豆。」から変更可。

制作意図
見た瞬間なにこれ？と思わせ、一見何の商
品かもわからない。
まず「ねばって、もっと。」の意味深なコピーが
アイキャッチとなり、「おらの、なっとう。」という
商品名はあえて小さく記載。とにかくインパク
トが強く強烈なパッケージを制作した。
全面に埋め尽くされたコピーで消費者への
気持ちをストレートに伝えた。そして「おらの、
なっとう。」と同様に短く、韻を踏んだ様々な
コピーでつい読みたくなるユニークかつ新
規性のあるパッケージを目指した。
どこにもないレアで奇抜なデザインだからと
りあえず手にして買ってみる。食べたらちゃん
と美味しい。SNSで拡散。そういう話題性を
狙った。
道の駅でこんな自動販売機があったら思わ
ず買ってしまう！？

審査評
企業の要望通り、言葉やタイポグラフィを上
手く扱ったユニークなデザインが特徴的だ。
パッケージに広がる様々な言葉やメッセージ
が、購買者の気持ちを掴み、納豆から何か
を伝えることができるのではないかという可
能性を感じた作品であった。
「ねばって、もっと。」や「あいして、ずっと。」な
ど、コピーでも人の心を強く動かすデザイン
となっており、広告コミュニケーションとして
の可能性がさらに広がりそうな作品として仕
上がっている。

優秀賞
東北経済産業局長賞僕の納豆。（仮称）

有限会社カミノ製作所



おいしい東北
パッケージ
デザイン展
2020

奨励賞

27 28

南 部 一 郎 か ぼちゃスープ

制作意図
『南部一郎』、『かぼちゃのスープ』、『岩手一関特産』この三点に重き
をおき、老舗感がでるよう全体的にレトロチックなデザインにしまし
た。かぼちゃのブランドカラー緑、橙、黄色を使い、一目で「ユニーク
な形のかぼちゃのスープ」だということが伝わるようなデザインにしま
した。

制作意図
白を基調とした中に、水彩タッチの南部一郎かぼちゃのイラストを大
きく入れることでキャッチーなかぼちゃの形がまず目に入るようなデ
ザインにしています。一方、全体的には落ち着いた印象にまとめ、高
級感を演出しています。また、岩手県の形を模した「南部一郎」ロゴ
を配置し、南部一郎かぼちゃの説明を入れることで、岩手県の特産
品であることが伝わるようにしました。ご年配の方にも分かりやすく
シンプルに、かつ若者が好むモダンなデザインにし、幅広い層に手
に取っていただけるようにしました。

審査評
商品ラベルいっぱいにかぼちゃの味わいを黄色地で表現し、ラベル
の四角の中に、縦書きに構成したデザインは、品質感があり、伝えた
い要素がうまく配置されたまじめなデザインである。

審査評
自然のおいしさと、新鮮でみずみずしいかぼちゃを表現したイラスト
レーション、清潔感のあるスッキリとした白いパッケージデザインは
好感が持てる。

菅野 文馨　Kanno Ayaka　 
009　宮城県　常盤化工株式会社　一般
宮城県仙台市出身。宮城大学食産業学部を卒業後、常盤
化工株式会社に入社。

浦田 類　Urata Rui　 
010　愛知県　株式会社荒川商事　一般
愛知県立芸術大学美術学部デザイン科卒業。雑貨メーカー
のデザイン職を経て、2018年に株式会社荒川商事に入社
し、数多くのパッケージデザインを手掛ける。

奨 励 賞
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K AV E R S （カヴァーズ ）ブローチ七 つ 森 ふもと舞 茸

制作意図
デザイン対象は箱となっておりましたが現行品の貼箱以外の箱で
提案した場合、サイズ的に箱を組み立てる時の難しさがあるので箱
という提案ではなく封筒型の形態でのご提案と致しました。開封し
なくても商品自体がうっすらと見えるように材質はトレーシングペー
パーを使用、デザインはブローチのデザインがメインとなるように、ほ
ぼデザインは正面には入れずに、開けたときに出てくる台紙に山桜
の木目をイメージした木目柄を白色でうっすらと入れる程度にしてお
ります。シンプルですがうっすらと中身が見えることで上質感を感じ
られるデザインを目指しました。

制作意図
七つ森ふもと舞茸の一番の特徴である「葉っぱ」に着目。「葉っぱ」
は舞茸のおいしさ(味・香り・食感)を決める大切な部分であり、他商
品と差別化する重要な要素であることからモチーフとしました。生産
者の愛情（＝ハート）が七つ森のふもとから広がっていく様子を７つ
の葉を使い家紋風のシンボルマークとして表現。舞茸を想起させる
カラーであり、高級感を出すため擬似的な金色をキーカラーとしまし
た。また、ブランドの温もりや丁寧な栽培を伝えるとともに、安心・信
頼を感じられるコピーを添えました。葉の厚みから生まれる食感や
香り高いことから、ラベルも堂 と々したデザインを目指し、気になって
手に取ってもらえるパッケージを目指しました。

制作意図
樺の木をブローチと同じ円形で配置し、情緒的な世界感を表現し
ました。樺の木の森の奥に宝物のようにブローチが置かれているイ
メージです。それぞれのデザインのカラーを箱にも使用し、店頭に並
んだ時にカラフルで華やかな印象になります。ロゴは箔押しを使用
し、正面から見た時左上の部分で紙同士の重なりをあえて見せ、折
り紙のような、日本的な上品さも表現できたらと考えました。一箇所
以外はすべて山折りで作製でき、とても簡単に組み立てられます。あ
くまで商品を守り、引き立てるためのパッケージですが、店頭では商
品と一体化したひとつの作品のように見せることができたら、そして
商品を取り出した後も、取っておきたくなるような箱にできたら、そん
な思いを込めました。

制作意図
商品名を耳にしたときに、深い夜の森に香りを放ちながら生えてく
る舞茸の姿が思い浮かびました。商品の特長である「香りの良さ」
を伝えるため、ラベルシールを貼ると舞茸が森のように見えるように
七股に分かれた木の幹をモチーフにデザインしました。舞茸が「木
の子」である木を連想させ、フィルムが曇ってしまっても、霧がかかっ
たような幻想的な森のようにもみえます。その木のふもとで、「舞茸」
の名前の由来の一説にある「舞い上がって喜ぶ」様子の森のくまさ
ん。七つ森の食材が豊富で楽しそうな様子を表しています。商品から
「七つ森ってどんなところだろう」と産地や場所自体にも興味をもっ
てもらえるような商品になって、このラベルのシルエットでブランド力
を高めたいです。

審査評
箱の形態では、作りに高級感を持たせることが難しい。この作品は、
箱ではなくトレーシングペーパーを使用することで中身が見え、かつ
高級感を出すことに成功している。半透明のトレーシングペーパー
から見える製品が美しく、清潔で品質感があるデザイン。

審査評
七つ森ふもと舞茸を抽象的に象徴させたイラストレーションが商品
シンボルとなっており、ブランドを感じる強いデザインに仕上がって
いる。

審査評
ブローチの柄が共通の樺の型抜きからのぞく設計で、よく計算され
ている。商品と連動させた色の展開も美しく、売り場での効果も期
待できる素晴らしいデザインである。

審査評
舞茸のカタチのラベル・クマのイラストが、森の物語を語ってくれる楽
しいデザインだ。全面を覆わず、シールを小さくすることで舞茸がよく
見える点も良い。

奥本 隆　Okumoto Takashi　 
013　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 奨励賞受
賞。

佐藤 翔吾　Sato Shogo　 
011　北海道　株式会社北日本広告社　一般
1992年生まれ。北海道小樽市出身。北海道情報大学卒業
後、株式会社北日本広告社に所属。
グラフィックデザイナー。デザイン制作全般から、コピーなども
手がける。

押杵 ゆり子　Oshikine Yuriko　 
014　東京都　株式会社DNPテクノパック　一般
埼玉県出身。中央大学経済学部卒業。株式会社DNPテクノ
パックに在籍、食品やトイレタリー関連の商品を中心とした
パッケージのデザイン・制作を行なっている。

中西 唯　Nakanishi Yui　 
012　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。パッケージデ
ザインコンテスト北海道2017審査委員賞受賞。

奨 励 賞奨 励 賞



31 32

紅 花 香 茶小 野こまち 特 別 純 米 酒

制作意図
絵柄は紅花の花びらをシンプルに表現しました。色彩は紅花の綺麗
な花びらの黄色（オレンジ）と紅色で表現しました。ターゲットの女性
から好まれるように可愛らしさ、綺麗さ、高級感を意識しデザインし
ました。形状はキャラメル型にし、売り場にも展開しやすく、手にも取
りやすいサイズ感にまとめました。コスト面も考え外装は３色、中の
包材は２色でまとめました。

制作意図
小野小町の名を冠した商品であることを最大限にアピールしたいと
思い、小野こまちキャラクターをデザインしてみました。平安時代風
な感覚を残しつつ、現代的で可愛らしく、こけし、あるいはマトリョー
シカ人形のように見せたいと考えました。瓶を黒にして、できるだけ
シンプルで、色数も抑えて強く印象に残るラベルにしたいと思いまし
た。「小野こまち」の商品名も小さくなりすぎず、キャラクターに合わせ
てすっきりと見える書体で組んでいます。ターゲットとして女性も視野
に入れながら、召し上がっていただく多くの方の共感を得るデザイ
ンができればと思いました。

制作意図
最上紅花を伝える商品に、ということだったので、最上紅花をデフォ
ルメした形で表現し、梅コンブ茶ですが、商品名だけではわかりづ
らいと思い、紅花と梅を表現した外装パッケージにしています。箱を
開封すると蓋の内側部分に最上紅花の説明を入れ、最上紅花のこ
とを知ることができるようになっています。内装は紅花だけのデザイ
ンにしていますが、ちょうど切れ目が花の部分と茎・葉の部分でわか
れるようになっていて、自分で花を摘んでいるような気持ちになれる
ようなデザインにしました。開封するということを楽しくしたいと考え
てデザインしました。

制作意図
日本の家紋を思わせるような、シンプルでソリッドなロゴタイプでデザ
インしました。落款を散りばめ、昔の書物を思わせるようなラベルに。
首のラベルは、小野こまちを彷彿とさせる巻物に、小野こまちが作っ
た句が載っています。

審査評
商品名を大きく縦に配置したデザインは強いが、いやらしくない。
分かりやすくて品質感・清潔感があるデザインだ。

審査評
日本酒のラベルとしては斬新なデザインで、小野小町をこけし風に
表現したキャラクターはかわいくて存在感が有り、変なキャラクター
ぽさも無い。商品名のビジュアル化に大成功したデザインだ。

審査評
紅花と梅を新しく文様化し、総柄にしたパッケージは、かわいらしく
て愛らしい。明るく健康的で、好感が持てるデザインだ。

審査評
ポップで紋章のように感じるロゴ、新しくて懐かしい、遊び心がある
楽しいデザインである。お酒を飲むシーンでの話題にもなりそう。

村上 真也　Murakami Shinya　 
017　宮城県　高速シーパック株式会社　一般
1978年宮城県生まれ。仙台デザイン専門学校卒業。現在、
高速シーパック株式会社に在籍。
おいしい東北パッケージデザイン展2019奨励賞受賞。

上平 稔人　Uehira Minoru　 
015　東京都　株式会社ミノルデザイン　一般
1968年東京・浅草生まれ 株式会社ミノルデザイン代表取
締役。
JAGDA年鑑2008ジェネラルグラフィックカテゴリー「This 
One!」、おいしい東北パッケージデザイン展2015優秀賞ノミ
ネート 他。

河上 ヒカル　Kawakami Hikaru　 
018　新潟県　長岡造形大学　学生
1999年生まれ、熊本県出身。長岡造形大学視覚デザイン学
科在学中で、主にブランディングデザインなどを勉強中。

小竹 葉月　Kotake Hazuki　 
016　北海道　株式会社ティーピーパック　一般
1996年北海道生まれ。おいしい東北パッケージデザイン
展2019優秀賞受賞。パッケージデザインコンテスト北海道
2019奨励賞受賞。

奨 励 賞奨 励 賞
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僕 の 納 豆 。（ 仮 称 ）純 米 吟 醸あらか わ の 酒 か すで 作る酒 か すの 塩

制作意図
ターゲットである男性ウケを狙い、『馬鹿』の名がついたネーミング
で奇抜かつ独自性を訴求した案。商品名の『馬鹿』は＜裏表がなく
素直で純粋＞、＜やけに＞＜とても＞という意味で用い、「混ざりけ
がなく利害得失関係なしに純粋に美味しい納豆を作りたいという
思いで完成させた自慢の品」であることの意。一瞬奇をてらっただ
けの商品かと思わせて、作り手の思いを表した「正直」「真剣」「丹
念」「真面目」の文言とコピーを合わせて読むことで『馬鹿』命名の
意味が理解できる仕組み。挑発的なネーミングに相まった印象的な
タイポグラフィとシックな色味で、おふざけと真面目の融合による面
白さや引っかかりで独特な世界観を醸成しました。

制作意図
荒川の美しさと荒川から作られた塩の魅力を、「純粋で澄み渡っている」
と捉え、それが伝わるようなパッケージデザインを制作した。まず、全体の
色数を抑えることで無駄なものが無い・澄んだ印象とし、高級感を出し
た。色数を少なくすることで様々な媒体での展開しやすさも考慮してい
る。ロゴの絵柄には荒川周辺の福島市の風景（吾妻連峰・桜づつみ公
園・堰提・橋）を使用した。主な販売地域にあたる福島市の人には愛着
が感じられるように、福島市外の人には福島市の環境・魅力が伝わるよ
うな意図を込めた。ロゴの形は塩の結晶をイメージし、角ばった形を用
いた。合わせて商品名フォントも先が鋭い印象のものを用い、澄んだイ
メージを強調している。ネーミングは「純米吟醸あらかわの芳醇酒粕塩」
とした。「純米吟醸あらかわ」がパッと見たときに高級感を感じさせ、「芳
醇」と入れることで塩の特徴である香り高さを想像させるようにした。

制作意図
カミノ製作所の生産者さんによる納豆の育て方を親と子供という形
に置き換えストーリー性のあるパッケージデザインにしました。納豆
を作る工程を母の子育てと重ね合わせることにより、分かりやすく親
近感の感じられるデザインにしました。思わず見入ってしまうような
納豆のパッケージにする為、イラストは抜け感のある硬すぎないタッ
チにし、ストーリーを読みたくなるデザインにしました。カミノ製作所
のカミを取って「おカミさん」と「おマメ」としています。商品名にもあ
る通り「我が子の旅立ち」と言うことからめでたさを出す赤色をメイ
ンカラーにしました。横の柄には門出を祝う花をイメージした納豆
の花を柄として使用しています。めでたさや幸運を運んでくれそうな
パッケージデザインになっています。

制作意図
実物の塩を拝見しますと、通常の塩と比べ若干黄色味がかっていま
した。おそらく酒粕成分の影響だと思われます。現在では様々な塩
が販売されていますが、黄色い色をした塩は多くありません。そこで
その色味も品質訴求の大きなポイントと捉え、パッケージ内の塩を
見せるようラベルは前面を覆わないようにしました。清酒で利き酒を
する際には、白い陶器の底に青い二重円が描かれた猪口「利き猪
口」を使用し、液色を確認します。それと同じことをこの酒粕塩のパッ
ケージで再現するためにロゴタイプに青い二重円を使用しました。
また、二重円の青は荒川の清らかな水質も表しています。ロゴに大き
くあしらった「塩」は、清酒で古来から使用される「髭文字」を使用し
ています。「二重円」と「髭文字」を前面に主張し、視覚的にも清酒由
来の塩であることを表現しました。

審査評
馬鹿にうまいコピーワークだ。不真面目にも見える、暴力的にも感じ
る“馬鹿”がモノづくりのまじめさを表現したネーミングの発想がおも
しろい。青系・赤系のみのデザインも、強く、存在感がある。

審査評
商品名の周りのイラストレーションが、あらかわの自然の風景を、なつかし
く表現しており、純粋・まじめなモノづくりを感じさせるデザイン。ストーリー
を感じさせる装飾的な手法が効いていて、商品の深みが伝わってくる。

審査評
納豆が育っていくストーリーをデザインに組み込むアイデアは、楽しく
て、ほのぼのするおいしいデザインになっている。

審査評
お猪口の二重円と「塩」の文字からなるこのシンボルマークの圧倒
的な強さが魅力だ。塩のデザインとしてはオリジナリティーがあり、売
り場で目立ち、十分に主張が可能なアイコンがあるデザイン。

熊谷 真　Kumagai Makoto　 
021　宮城県　株式会社高速　一般
広告代理店の営業を経て、雑誌『広告批評』主催『広告学
校』で修学し商業デザイナーに。
2017年同コンペ奨励賞、クラブハリエ『ニューイヤーバーム
2014』グランプリ受賞。

大原 菜桜子　Ohara Naoko　 
019　神奈川県　大和製罐株式会社　一般
1991年生まれ。福岡県出身。多摩美術大学グラフィックデザ
イン学科卒業後、2014年大和製罐株式会社入社。商品デ
ザイン室にてパッケージを中心にグラフィックデザイン全般を
担当。

村上 ひまり　Murakami Himari　 
022　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
2001年生まれ、岩手県出身。盛岡情報ビジネス専門学校総
合デザイン科グラフィックデザイン専攻。

神谷 雅裕　Kouya Masahiro　 
020　大阪府　フリーランス　一般
アートディレクター／グラフィックデザイナー。
1971年福岡県生まれ。京都工芸繊維大学卒業。
印刷会社、酒造会社を経て商品デザイン、広告、Webと幅広
く携わる。

奨 励 賞奨 励 賞
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白 河 高 原 清 流 豚  豚ロースの 三 五 八 漬 け （ 仮 称 ）

制作意図
三五八漬けは私の地元秋田にもあり、名前はよく耳にし、三五八漬け
の素もスーパーで販売されていますが、私は今までに一度も食べたこ
とがありません。20代以下にはあまり身近で馴染みのある食べ物では
なくなってきているのではと感じています。そんな中、貴社の豚ロースを
三五八漬けで漬けた料理は、私の中で三五八漬けは野菜などの漬物
だけというイメージを覆されました。どんな味なんだろうとワクワクしてい
ます。私含め、三五八を食べたことがない人、そもそも何が３５８なのか
知らない人に届くよう、「塩・麹・駒」の割合が３：５：８なのだというのを
まず伝えたいと思い、３５８の数字を大きく出すデザインにしました。お
客様が売場等でパッと見てまず目に入る「３と５と８って何？」と思って
手に取り、その後、横の文章まで目を通していただく、という流れで商品
を手に取る、魅力を知る、購入するという流れにできればと思います。

制作意図
秋元本店様の「お客様の幸せづくり」というコンセプトをもとに、手に
取った人、商品をもらった人が笑顔になれるようなパッケージを目指
した。商品一つひとつをお客様に届ける手紙と捉え、封筒をイメー
ジし制作。商品ロゴは「お米」を桜の花弁に見立て清流豚と三五八
漬けとの「新しい出会い」を表現した。セットでの販売も考慮し、味
噌漬けのパッケージも合わせて制作。味噌漬けのロゴは大豆を梅
の花に見立て「祝い」を表現した。
※パッケージには防水加工を想定

審査評
三五八漬けの商品名を「358」を中心に縦組みデザインしたアイデ
アは、強いアピールばかりではない。中身の意味を表すコンセプトが
あり、結構深い意味のデザインだ。

審査評
豚のカタチの窓から中身が見えるデザインは、わかりやすくて楽し
い。“お客様の幸せつくりのお店”という経営姿勢をうまく表現してい
る。

高橋 あやみ　Takahashi Ayami　 
023　秋田県　株式会社オアシス　一般
1994年秋田県大仙市出身。盛岡情報ビジネス専門学校卒
業。タウン情報誌・フリーペーパーの取材・編集・撮影や広告
制作を中心に、グラフィックデザインを手掛ける。

佐藤 タカズミ　Sato Takazumi　 
024　青森県　株式会社ツクリダス　一般
1990年生まれ。SKK情報ビジネス専門学校卒業。現在は株
式会社ツクリダスの社員として主にポスター、チラシ、パッケー
ジなどのグラフィックデザインを手がける。おいしい東北パッ
ケージデザイン展2019奨励賞。

奨 励 賞
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純米吟醸あらかわの
酒かすで作る酒かすの塩

白河高原清流豚
豚ロースの三五八漬け（仮称）七 つ 森 ふもと舞 茸 K AV E R S （カヴァーズ ）ブローチ

制作意図
この商品に使われている、十年連続水質日本一である荒川の「水質
の良さ」を伝えるため、タイポグラフィーをメインとしたシンプルなデ
ザインを制作した。タイポグラフィーにぼかしを加えることで荒川の
水の透明感を演出しつつ、墨溜まりと文字の点を塩の結晶をモチー
フとしたデザインにすること、箱を作って「酒と塩」の文字だけはみ出
させることで一目でこの商品のイメージがわかるデザインとした。

制作意図
本製品のビジュアルを考えていく上で、七つ森の自然の豊かさ、七つ
森ふもと舞茸の魅力である「味・食感・香り」に着目しました。自然の
豊かさをビジュアルで伝えるために色数を少なくして素材感出し、商
品名のタイポグラフィは舞茸の形・品のある香りを表した高級感の
ある印象に仕上げました。七つ森を模したイラストはカジュアルな印
象を避けつつ、タイポグラフィを引き立てるようなギャップを持たせる
ため水墨画を意識したイラストにし、山の名称を記載することで自
然環境の良さと地域のアピールを図っています。本製品の魅力を消
費者に伝えるために目を引くコピーを側面に載せ、舞茸の魅力など
ストレートな思いをメッセージとして記載しました。

制作意図
「三五八漬け」という名前を覚えてもらえるようなデザインにすることを大前
提として、前からお店に並べてあったかのような懐かしさと親しみやすい可
愛いらしさを感じられるラベルにしました。本商品にはオリジナルブランド
豚であることや、三五八漬けというコアな郷土料理であること、麹に漬ける
ことでお肉がより美味しくなることなど売りポイントが盛りだくさんの商品な
ので、伝えたいことが入るだけ入れられるデザインにしました。白河高原清
流豚の名前の涼しげな雰囲気や、強い味付けをするのではなく肉の旨味
を最大限に引き立てるという麹の縁の下の力持ち的な印象を、しなやかで
芯を感じる細い毛筆のタイポグラフィで表現しました。「豚」の字の部分は
豚のしっぽのようにくるんとした印象にしています。使用しているピンク色は
豚の鼻の色や、お肉の赤と三五八の白を混ぜ合わせたピンクをイメージし
て、ラベル全体の雰囲気を商品と馴染むようにする狙いがあります。

制作意図
パッケージ全体で一本の木を表しました。商品写真を使用したシー
ルを木の幹の位置に配置し、山桜樹皮を原材料に作られたことを
表現しました。商品の中身を見せつつコストを抑え、商品にホコリが
被らないという要望を叶えるために商品それぞれの柄の種類に合
わせた写真のシールを使用するという案に至りました。商品を並べ
た時にそれぞれ同じように見えて一つ一つ表情(柄)の違う、小さな
木が並んだ林のように見せることができます。色はシール部分以外
は白と黒のみを使用し、商品写真を目立たせるとともにシンプルな
高級感を演出しました。使用する紙は白色のマットで手触りの良い
紙を想定しています。シールを貼っていないモックアップは開けるこ
とができます。

審査評
酒粕の塩という新しい商品を伝える商品名を、塩の結晶をタイポグ
ラフィーに取り組んだアイデアは、新鮮な文字のブランドになってい
て、ストレートでシンプル。存在感がある。

審査評
七つ森風景をモノトーンで描いたイラストレーションが、自然豊かな
七つ森物語を伝えている。素直でストレートな商品価値が表現され
たデザインだ。

審査評
縦組みの墨・ピンクの文字の商品名・横組みと縦組みの説明文をう
まく配置した、スッキリとしたタイポグラフィーで、商品本質を伝えた
品質感のあるコミュニケーションデザインのパッケージだ。

審査評
三角形のパッケージのアイデアが新鮮で存在感がある。一本の木
の象徴を箱にするアイデアは、商品コンセプトをカタチにした表現で
オリジナリティーがある。

柏葉 敬　Kashiwaba Kei　 
027　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
2001年生まれ。岩手県出身。
2020年盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校入学。

大越 茉未子　Ogoshi Mamiko　 
025　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
2001年生まれ。盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校デザ
イン科グラフィックデザインコース１年。

千葉 潔孝　Chiba Kiyotaka　 
028　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
1995年生まれ。グラフィックデザインを勉強しながら、kuro-
mameという屋号で盛岡を中心にグラフィックデザイナーとし
て活動中。おいしい東北パッケージデザイン展2019審査員
賞受賞。

佐々木 瑠菜　Sasaki Runa　 
026　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
2001年生まれ。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グラフィックデザインコース在籍。

学 生 優 秀 賞学 生 優 秀 賞
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紅 花 香 茶 南 部 一 郎 か ぼちゃスープ

制作意図
「旅を持ち帰る」をコンセプトに製作しました。紅花畑は、１年のうち
に見える時期が限られています。そこで、いつ訪れても紅花畑をみた
気分になれるように、そしてそれをお土産にできるようにしたいと思
いました。８連のパックを活かして、紅花畑が続くようなイラストにして
います。女性がお菓子を買う感覚で選んでもらえるように、窓から中
身が見えるかたちと、明快な色にしました。外装・内装共に２色展開
し、カラフルな印象にする効果と、この色は自分用、この色はお土産
用…というように、誰かに分けたくなるような効果を狙っています。

制作意図
南部一郎の“ユニークな形”と、“出荷できる状態での色”が印象的で
あることから、「南部一郎かぼちゃ」と「黄金比」を合わせたデザイン
にしました。 外枠をつけることで絵画のような印象を感じるデザイン
にし、高級感を出しました。また、黄金比という単語からは、高級感
や美味しさのイメージが伝わりやすいと思い、商品名にも黄金とい
う単語を入れました。

審査評
「旅を持ち帰る」というコンセプトは素晴らしい。車窓から見える風景
をデザインにしたアイデアは、心の中に温かい何かが生まれてくるよ
うで、幸せ感があるデザインだ。優しいイラストのこのパッケージで、
自然豊かな産地の風景を楽しみながらお茶のおいしさを味わいた
い。

審査評
シンプルな白を基調にした構成に、南部一郎のかぼちゃを黄金比
を使いながら、綺麗に配置している。素朴なタイポグラフィーと相まっ
て、生産者の皆さんの誠実な仕事が伝わってくる。

遠藤 はるか　Endo Haruka　 
029　宮城県　東北生活文化大学　学生
2000年生まれ。宮城県出身。東北生活文化大学美術表現
学科２年。グラフィックデザインを中心に勉強中です。

塩塚 みのり　Shiotsuka Minori　 
030　神奈川県　相模女子大学　学生
1998年生まれ。神奈川県出身。
相模女子大学生活デザイン学科在学中。
グラフィックデザインやプロダクトデザインを主に勉強中。

加 藤 芳 夫 賞 大 迫 修 三 賞
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僕 の 納 豆 。（ 仮 称 ） 紅 花 香 茶

制作意図
紅花の鮮やかな色彩と、紅花香茶にブレンドされているしそと昆布
をイメージした深い緑をアクセントに、デザインしました。外装には、
女性に向けてイラストレーションを多く使用し、お茶を飲み切っても
捨てずに取っておきたくなるようなデザインにしました。また、お土産
や贈り物とし利用されていることから商品タグをリボンで結び、可
愛らしさも演出しつつ、贈り物の雰囲気を感じられるように加えまし
た。紅花は古くから染料や口紅などに使われていた事から、染め物
のようなシルエットのイラストレーションに紅花の鮮やかなオレンジ
で色付けし、深い緑を背景にのせ、店頭に並んでいても目に付くよう
な色彩にしました。

制作意図
ネーミングからふくらんだイメージをストレートに表現しました。
納豆頭の男の子が真面目に納豆について考えています。積み上げ
るとたくさんの納豆くんが真摯に私たちを見つめてくることになりま
す。この様子が自動販売機や店頭で大きなインパクトをもってユー
ザーの心をとらえると考えています。今後のコラボレーション展開に
よって、納豆くんのフレンドがどんどん増えていきます。楽しくて新し
い納豆ワールドを作っていきましょう。またサイドにある耳は糸やリボ
ンを通すとギフトになります。

制作意図
荒川の伏流水を使用した純米吟醸あらかわの酒かすを使用した塩
をいうことで、杉玉の中に商品名「酒かすの塩」を入れ、蔵のような
ビジュアルにしました。蔵のなまこ壁の部分を、荒川の水の流れのよ
うに見立てました。荒川の水質の美しさを表現するために魚も跳ね
ています。色は、荒川の水質の美しさを表現するために美しい川の
流れをイメージした爽やかな水色にしました。

審査評
外側のパッケージは高級感のあるデザイン。パッケージを開けると
中のパッケージが色鮮やかで、紅の花が咲いたようなイメージを受
ける素敵なデザインになっている。学生でありながらここまで品質の
高いデザインを制作していることに驚いた。

審査評
こうじっと見つめられては、こちらも目が離せなくなる。自販機で販売
するために必要な派手な宣伝文句や売り込みはいっさい無いにも
関わらず、なぜか気になってしまう。この「無言で、目で訴えかけてくる
納豆」が自販機で売られるている不思議な風景を想像すると、ニヤ
ケずにはいられない。

審査評
伝えたいことの優先順位のつけ方が的確で潔い。「酒かすの塩」と
いう個性的な商品であることを堂 と々したロゴと酒蔵のイメージで
表現しており、なまこ壁と川の見立てもさりげなく効いている。塩選び
を楽しむターゲットに確実に届くデザインだと思った。

橘 みら乃　Tachibana Mirano　 
033　岩手県　MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン
専門学校　学生
2001年生まれ。岩手県出身。2020年盛岡情報ビジネス&デ
ザイン専門学校入学。幼い頃から絵を描くのが好きで、現在
グラフィックデザインを勉強中。

本多 り子　Honda Riko　 
031　東京都　asianvoice　一般
アートディレクター／グラフィックデザイナー。
asianvoice代表、JAGDA会員/総合デザイナー協会正会
員。ブランディングをメインに活動中。猫派。

主濱 景子　Shuhama Keiko　 
032　東京都　川口印刷工業株式会社　一般
アートディレクター/グラフィックデザイナー。
岩手県盛岡市出身。
2015・2016・2019年おいしい東北パッケージ展 優秀賞。
2017年岩手ADC賞など。JAGDA会員。

福 島 治 賞小 板 𣘺 基 希 賞 左合ひとみ賞
純米吟醸あらかわの

酒かすで作る酒かすの塩
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石田英士　Ishida Eiji　東京都・一般 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 北林みどり　Kitabayashi Midori　東京都・一般

奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 小竹葉月　Kotake Hazuki　北海道・一般

小野貴人　Ono Takahito　宮城県・一般 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 西城瑞樹　Saijo Mizuki　岩手県・一般

034 037 040

035 038 041

036 039 042

入 選 作 品
南 部 一 郎 か ぼちゃスープ
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佐藤森太郎　Sato Shintaro　宮城県・一般 小宮朋華　Komiya Tomoka　埼玉県・学生藤山志穂　Fujiyama Shiho　宮城県・一般 大石亮子　Oishi Ryoko　岩手県・一般落合詩織　Ochiai Shiori　東京都・学生 関塚真歩　Sekizuka Maho　新潟県・一般

高橋あやみ　Takahashi Ayami　秋田県・一般 三谷沙織　Mitani Saori　神奈川県・学生松川葉子　Matsukawa Yoko　東京都・一般 開場慧子　Kaiba Seiko　東京都・一般

吉丸里南　Yoshimaru Rina　愛知県・学生

小根山巧　Oneyama Takumi　新潟県・学生 早瀬友梨　Hayase Yuri　北海道・一般

平川友彦　Hirakawa Tomohiko　東京都・一般菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般中土真奈　Nakatsuchi Mana　滋賀県・一般 落合詩織　Ochiai Shiori　東京都・学生 川田季代　Kawata Kiyo　新潟県・学生

043 052046 055049 058

044 053047 056

054

050 059

060057045 048 051

入 選 作 品
七 つ 森 ふもと舞 茸
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藤田泰子　Fujita Yasuko　宮城県・一般 高橋あやみ　Takahashi Ayami　秋田県・一般加藤麻梨亜　Kato Maria　岩手県・学生 寺井祐輔　Terai Yusuke　千葉県・一般佐野元一　Sano Motokazu　愛知県・一般 阿部晴名　Abe Haruna　岩手県・学生

藤田泰子　Fujita Yasuko　宮城県・一般 髙橋京子　Takahashi Kyoko　宮城県・一般佐藤環　Sato Tamaki　新潟県・学生 永田享　Nagata Toru　大阪府・一般佐野元一　Sano Motokazu　愛知県・一般 後藤美貴　Goto Miki　愛知県・学生

山中結夏子　Yamanaka Yukako　神奈川県・一般 高橋潤子　Takahashi Junko　東京都・一般 三浦務　Miura Tsutomu　愛知県・一般清水千春　Shimizu Chiharu　東京都・一般 齋藤龍一　Saito Ryuichi　新潟県・学生

061 069064 072066 075

062 070065 073067 076

063 071 074068 077

入 選 作 品
KAVERS（カヴァーズ）ブローチ
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菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 宮村温子　Miyamura Atsuko　新潟県・学生小竹葉月　Kotake Hazuki　北海道・一般 稲葉薫　Inaba Kaoru　東京都・一般杉浦良輔　Sugiura Ryosuke　北海道・一般 竹内淑恵　Takeuchi Yoshie　東京都・一般

菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 佐藤瑞佳　Sato Mizuka　宮城県・一般 河野真由里　Kono Mayuri　千葉県・一般藤林香　Fujibayashi Kaori　宮城県・一般 中井祐紀　Nakai Yuki　大阪府・一般

神谷雅裕　Kouya Masahiro　大阪府・一般 主濱景子　Shuhama Keiko　東京都・一般 佐藤健一　Sato Kenichi　山形県・一般松井紗也華　Matsui Sayaka　愛知県・一般 渡辺佑季　Watanabe Yuki　千葉県・一般

078 087084

085

086

081 088

079 082 089

080 083 090

091

092

093

入 選 作 品 入 選 作 品
小 野こまち 特 別 純 米 酒 紅 花 香 茶
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遠藤麻妃　Endo Asahi　新潟県・学生 松前哲　Matsumae Tetsu　岩手県・学生 青野秀子　Aono Hideko　東京都・一般

木内晶文　Kiuchi Aki　東京都・学生 青野秀子　Aono Hideko　東京都・一般

設樂顕子　Shitara Akiko　宮城県・学生 阿部亮弘　Abe Akihiro　宮城県・一般

094 097 098

095 099

096 100

大西あゆみ　Onishi Ayumi　東京都・一般 時本知広　Tokimoto Tomohiro　大阪府・一般 早瀬友梨　Hayase Yuri　北海道・一般

熊谷明洋　Kumagai Akihiro　宮城県・一般 中瀬明里　Nakase Akari　愛知県・一般 本多り子　Honda Riko　東京都・一般

小竹葉月　Kotake Hazuki　北海道・一般 中土真奈　Nakatsuchi Mana　滋賀県・一般 村上真也　Murakami Shinya　宮城県・一般

101 104 107

102 105 108

103 106 109

入 選 作 品
純米吟醸あらかわの酒かすで作る酒かすの塩
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横山勇太　Yokoyama Yuta　青森県・一般 菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般佐藤萌笑　Sato Moe　新潟県・学生 佐藤瑞佳　Sato Mizuka　宮城県・一般太田岳秀　Ota Takehide　山形県・一般 中西唯　Nakanishi Yui　千葉県・一般

横山雪代　Yokoyama Yukiyo　宮城県・一般 菊池信悟　Kikuchi Shingo　北海道・一般宮坂和葵　Miyasaka Kazuki　新潟県・学生 主濱景子　Shuhama Keiko　東京都・一般奥本隆　Okumoto Takashi　北海道・一般 藤田泰子　Fujita Yasuko　宮城県・一般

川瀬とも夏　Kawase Tomoka　新潟県・学生 慶本俊輔　Keimoto Syunsuke　東京都・一般 髙橋京子　Takahashi Kyoko　宮城県・一般菅野文馨　Kanno Ayaka　宮城県・一般 松田泰典　Matsuda Yasunori　香川県・一般

110 118113 121115 124

111 119114 122116 125

112 120 123117 126

入 選 作 品
僕 の 納 豆 。 ( 仮 称 ) 　
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山内和音　Yamauchi Kazune　愛知県・一般 長通卓也　Nagadori Takuya　東京都・学生 上平稔人　Uehira Minoru　東京都・一般 横山勇太　Yokoyama Yuta　青森県・一般

河合大輝　Kawai Daiki　愛知県・学生 小野貴人　Ono takahito　宮城県・一般 小崎竜之介　Kozaki Ryunosuke　愛知県・学生

髙橋南　Takahashi Minami　愛知県・学生 倉島史明　Kurashima Fumiaki　宮城県・一般

127 130 131 134

128 132 135

129 133

入 選 作 品
白河高原清流豚 豚ロースの三五八漬け（仮称）
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受賞・入選者 連絡先一覧
※希望者のみ掲載（2021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
奥本 隆　013,035,116
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:011-699-6955
messenger_sapporo@nifty.com

菊池 信悟　119
ロケットデザイン
〒064-0805 札幌市中央区南5条西12丁目
1302-28
TEL:011-522-3806　FAX:011-522-3807
shin@rocketdesign.org
http://rocketdesign.org/

小竹 葉月　016,041,081,103
株式会社ティーピーパック
〒063-0849 札幌市西区八軒９条西６丁目２番４号
TEL:011-622-6111　FAX:011-622-8989
kotake@tppack.co.jp

佐藤 翔吾　003,011
株式会社 北日本広告社
〒085-0018 釧路市黒金町14丁目9番地2 
TEL:0154-22-0211
s_satou@ad-kitanihon.co.jp

杉浦 良輔　084
craft×craft
北海道北広島市輪厚607-61
rsksgur@icloud.com

早瀬 友梨　059,107
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

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
佐藤 タカズミ　024
株式会社ツクリダス
青森県青森市堤町1-7-17 
TEL:017-752-1407
sato@tsukuridasu.co.jp

設樂 顕子　096
専門学校日本デザイナー芸術学院

髙橋 京子　70,123
株式会社　高速　デザイン室 
宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目四番二十号 
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520 
design-room@kohsoku.jp

藤田 泰子　061,062,125
85design（フリーランス）
hello@85design.jp
85design.jp

藤林 香　085
株式会社高速 
〒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
kaori-fujibayashi@kohsoku.jp

藤山 志穂　046
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七丁目4番20号
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
shiho-fujiyama@kohsoku.jp

村上 真也　006,017,109
高速シーパック（株）デザイン制作係
仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-387-3234　FAX:022-387-1403
murakami-ksp@helen.ocn.ne.jp

横山 雪代　111
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
yukiyo-yokoyama@kohsoku.jp

秋田県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高橋 あやみ　023,044,069
ayaminn.01.27@gmail.com

横山 勇太　002,110,134
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
阿部 晴名　075
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校
h.abe.desi20@morijyobi.ac.jp

大石 亮子　055
川口印刷工業株式会社
〒020-0841  盛岡市羽場10-1-2
TEL:019-632-2211　FAX:019-632-2217
ryo@kpj.co.jp

西城 瑞樹　042
川口印刷工業株式会社
〒020-0841 岩手県盛岡市羽場10-1-2
TEL:019-632-2211　FAX:019-632-2217
sj914@kpj.co.jp

千葉 潔孝　028
kuromame
TEL:080-7036-0578
chiba@kuromame-d.com

村上 ひまり
MCL盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校
h.murakami.desi20@morijyobi.ac.jp

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
阿部 亮弘　100
株式会社 高速 デザイン室
〒983-8555 仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
akihiro-abe@kohsoku.jp

遠藤 はるか　029
東北生活文化大学
haruka.haru652@gmail.com

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
佐藤 健一　090
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

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
寺井 祐輔　072
朋和産業株式会社　マーケティング部
TEL:047-456-5032
y-terai@howa-s.co.jp

中西 唯　012,124
朋和産業株式会社
〒274-8502 千葉県船橋市習志野4丁目16番12号
TEL:047-456-5032
y-nakanishi@howa-s.co.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
青野 秀子　098,099
共にある、未来へ TOMOWEL 共同印刷株式会社
〒112-8501 東京都文京区小石川4丁目14番12号
TEL:03-3817-2249　FAX:03-3817-2372 
hi_aono@kyodoprinting.co.jp

石田 英士　008,034
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

稲葉 薫　088
さくらJC有限会社
〒112-0012 東京都大塚３-９-３ヒルズ音羽B棟2F
N・DESiGN ＜企画・デザイン室＞
TEL:03-5356-6601
kaoru@n-designing.com
www.n-designing.com

小野 貴人　036,132
株式会社高速 デザイン室
仙台市宮城野区扇町7-4-20
takahito-ono@kohsoku.jp
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
http://www.kohsoku.com/

菅野 文馨　009,037,038,039,057,078,079,117,118
〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番34号
常盤化工株式会社
TEL:022-288-5211　FAX:022-288-5944
info@tokiwakako.jp
http://tokiwakako.jp/

熊谷 真　021
株式会社高速
〒983-8555 仙台市宮城野区扇町7-4-20
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
makoto-kumagai@kohsoku.jp

熊谷 明洋　102
株式会社高速 デザイン室
〒983-8555 仙台市宮城野区扇町7丁目4番20号
TEL:022-205-2946　FAX:022-259-1520
akihiro-kumagai@kohsoku.jp
http://www.kohsoku.com/

倉島 史明　133
令和グロースバリュー株式会社
〒981-1222 宮城県名取市上余田千刈田4-4
TEL:090-3504-5910
cbu98470@pop01.odn.ne.jp

佐藤 慎　001
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ  
〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通3-30
TEL:022-377-5194　FAX:022-377-9239
makoto_2.sato@toppan.co.jp

佐藤 瑞佳　082,121
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
mizuka-sato@kohsoku.jp
http://kohsoku.com

上平 稔人　007,015,131
株式会社ミノルデザイン
〒102-0075 東京都千代田区三番町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

押杵 ゆり子　014
株式会社DNPテクノパック
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 鷹匠町ビル
TEL:090-2746-8794
oshikine-y@mail.dnp.co.jp

落合　詩織
shio020209@gmail.com

開場慧子
株式会社DNPテクノパック
TEL:050-3170-6341
Kaiba-S2@mail.dnp.co.jp

木内晶文
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科
aki_k@kba.biglobe.ne.jp

北林みどり
レンゴー株式会社
東京都港区港南１丁目２番７０号品川シーズンテラス
TEL:03(6716)7432
mi-kitabayashi@rengo.co.jp

ケイモトシュンスケ
天才デザイン株式会社
〒176-0003 東京都練馬区羽沢2-17-1
コスモ新桜台201
TEL:03-6885-3855
keimoto@tensaidesign.com
https://tensaidesign.com

小宮朋華
女子美術大学 短期大学部 造形学科
203081@isis.joshibi.jp
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清水 千春
株式会社 博報堂
〒107-6322
東京都港区赤坂5-3-1
赤坂Bizタワー8F 第二クリエイティブ局
TEL:03-6441-8111（代表）
chiharu.shimizu@hakuhodo.co.jp

主濱 景子
川口印刷工業株式会社
東京都荒川区西尾久7-58-2
川口印刷工業株式会社　東京支店
shuhama.keiko@gmail.com
https://shuhamakeiko.tumblr.com

高橋 潤子
㈲北谷しげひさ高橋潤子事務所
〒158-0081 世田谷区深沢7-22-11
TEL:03-6411-6010 FAX:03-6411-6133
junjunjunmobo@gmail.com

竹内 淑恵
株式会社ＤＮＰテクノパック
TEL:050-3197-2627
Takeuchi-Y10@mail.dnp.co.jp

長通 卓也
武蔵野美術大学
takuya.nagadori.design@gmail.com

平川 友彦
合同会社オレンジペッパー
〒140-0013 東京都品川区南大井４-15-2
ベルフォレスト南大井202 平川内
TEL:03-6318-5432 
o-pepper@orange-pepper.co.jp

本多 り子
asianvoice
東京都港区赤坂7-6-52-202
TEL:090-2192-1798
rico@asianvoice.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
足立 琴美　005　
浦田 類　010　
松井 紗也華　086　
中瀬 明里　105
株式会社荒川商事
〒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

小崎 竜之介　135
愛知産業大学
〒444-0005 愛知県岡崎市岡町原山12-5

佐野 元一　066,067
株式会社たきC1
left.msano@gmail.com

三浦 務　074
株式会社Jパック
〒486-0901 愛知県春日井市牛山町2966番地
TEL:0568-33-5511　FAX:0568-33-4531
miura@jp-pack.co.jp
http://jp-pack.co.jp

山内 和音　127
株式会社サンライト
愛知県豊明市栄町大脇7番地
TEL:080-5299-4303
kazune145027@gmail.com

吉丸 里南　054
愛知産業大学
〒444-0005 愛知県岡崎市岡町原山１２−５
TEL:080-4227-3404
kisrina@icloud.com
18d061@asu.ac.jp

滋賀県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中土 真奈　045,106
Mana Design
info@manadesign.jp
https://manadesign.jp/

松川 葉子
株式会社ポップコーン 
〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目19-18
第3東栄ビル9階901号
TEL:03-3546-7361
matsukawa@popcorn-inc.jp

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
大原 菜桜子　019
大和製罐株式会社
マーケティング部マーケティング第１課
神奈川県相模原市緑区西橋本５丁目５番１号
TEL:042-772-9510　FAX:042-772-7175
n-oohara@mail.daiwa-can.co.jp

塩塚 みのり　030
相模女子大学
shiotsuka.minori@gmail.com

三谷 沙織　053
武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科
saaaaosao5@gmail.com

山中 結夏子　063
フリーランス
神奈川県藤沢市
TEL:080-5372-1948
info@yukakoyamanaka.com
https://yukakoyamanaka.com/

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
遠藤 麻妃　094
長岡造形大学
TEL:090-5424-5587
a183029@st.nagaoka-id.ac.jp

河上 ヒカル　018
長岡造形大学　造形学部視覚デザイン学科
a183042@st.nagaoka-id.ac.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
神谷 雅裕　020,080
cooyamasahiro@gmail.com

時本 知広　104
株式会社マック
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-2-1
ラインビルド心斎橋6F
TEL:06-6252-5367 FAX:06-6245-7168
tokimoto@maq.co.jp

中井 祐紀
folt1988@yahoo.co.jp

永田 享
梅田真空包装株式会社
大阪府東大阪市御厨3丁目9-28
TEL:06-6782-0661 FAX:06-6782-0667
TNagata@uvp.co.jp

香川県
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
松田 泰典　126
FooDoo’s
〒760-0062 香川県高松市塩上町1-2-7
ミユキビル5F
info@foodoo-s.com

川瀬 とも夏　112
長岡造形大学
TEL:080-7836-6617
chappi0804@gmail.com

川田 季代　051
長岡造形大学
TEL:080-2560-0907
a183044@st.nagaoka-id.ac.jp

齋藤 龍一　077
長岡造形大学
新潟県長岡市蓮潟3丁目2-31
コーポサンシャイン101号
TEL:080-5838-3258
a183057@st.nagaoka-id.ac.jp

佐藤 萌笑　113
長岡造形大学

関塚 真歩　058
プログラフ株式会社  PROGRAF Inc.
〒955-0053 新潟県三条市北入蔵1-9-20
TEL:0256-38-5735 FAX:0256-38-3860
sekizuka@prograf.co.jp
https://prograf.co.jp

宮村 温子　087
長岡造形大学造形学部視覚デザイン学科
TEL:090-3511-9708
miyamura217@gmail.com

渡辺 里彩　004
長岡造形大学
〒940-2088 新潟県長岡市千秋４丁目１９７番地
TEL:070-1148-9443
a183122@st.nagaoka-id.ac.jp
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2019年度実用化状況の報告 2014〜2018年度実用化一覧

おいしい東北パッケージデザイン展2019 おいしい東北パッケージ
デザイン展2018・
おいしいを一緒につくる
デザインコンペ

おいしい東北パッケージ
デザイン展2017

おいしいを一緒につくるデザインコンペ2019

王将そば
デザイン
池田 愛（岩手県）

参加企業
有限会社天童製麺（山形県天童市）

実用化状況
2020年8月に「そばそうめん」「よもぎめ
ん」と3品同時に新パッケージでの販
売を開始。自社店舗・通販サイトなど
で販売中。

焙煎菊いも茶
デザイン
小竹 葉月（北海道）

参加企業
有限会社ケーフーズ生田目（福島県塙
町）

実用化状況
2021年1月に新パッケージで自社店
舗・通販サイトで販売を開始。菊芋チッ
プ・菊芋粉末も順次新パッケージでの
販売を予定。

岩手短角和牛 セシーナ
デザイン
阿部 拓也（宮城県）

参加企業
株式会社肉のふがね（岩手県岩手町）

実用化状況
2020年4月に販売開始。自社店舗・通
販サイトなどで販売中。「にっぽんの宝
物ジャパングランプリ2019」の「肉・海
産物調理、加工部門」グランプリを受
賞。「岩手ぅんめぇ～もん!!グランプリ
2020」優良賞・特別賞受賞。ロゴマー
クを商標出願。

南三陸 CAN シリーズ
銀サケのオリーブオイル漬
デザイン
カトウ マサタカ（北海道）

参加企業
マルアラ株式会社及川商店（宮城県南三
陸町）

実用化状況
2021年4月に販売開始予定。自社店
舗・通販サイトなどで販売予定。

商品の詳細は、企業ホームページまたは「おいしい東北パッケージデザイン展」でインターネット検索し、
過年度のカタログをご覧ください。

シードル＆グリーンシードル
デザイン
清水 千春（東京都）

参加企業
ふくしま農家の夢ワイン株式会社（福島
県二本松市）

実用化状況
2021年3月に販売開始予定。自社店舗
などで販売予定。

木村パスチャライズ牛乳
デザイン
稲葉 薫（東京都）

参加企業
木村ミルクプラント株式会社（福島県い
わき市）

実用化状況
2020年4月に販売開始。牛乳のほか、
「カフェ・オ・レ」「フルーツ・オ・レ」「の
むヨーグルトシリーズ」の5つの商品に
展開。自社店舗・通販サイトなどで販売
中。パッケージのデザインで商標権を取
得。

献上 小倉羊羹 薄造り
デザイン：佐藤 健一(北海道)
参加企業：(株)銘菓の錦屋(山形県)

弥栄がっこ
デザイン：木村 薫(東京都)
参加企業：(有)弥栄(秋田県)

老舗の白だし
デザイン：稲田 尊久（東京都）
参加企業：佐々長醸造(株)(岩手県)

ふくしぼりりんごジュース
デザイン：大原 菜桜子(神奈川県)
参加企業：(有)くだもの畑(福島県)

うに缶
デザイン：髙木 正人(愛媛県)
参加企業：(株)宏八屋（岩手県）

ハラダのカレー 庄内豚バラ軟骨
デザイン：小木曽 美季(東京都)
参加企業：(有)マルハ産業(山形県)

にかほみそ
デザイン：横山 勇太(青森県)
参加企業：日南工業(株)(秋田県)

ほたての
デザイン：榎本 幸弘(宮城県)
参加企業：三陸フィッシュペースト(株)(宮城県)

ゆずささ
デザイン：関戸 美由季(宮城県)
参加企業：(株)武田の笹かまぼこ(宮城県)

福良煎餅
デザイン：千葉 静(宮城県)
参加企業：(株)長門屋本店(福島県)

冷たいラーメン
デザイン：小野 貴人(宮城県)
参加企業：城北麺工(株)(山形県)

朱の空（練羊羹）／碧の海（塩羊羹）
デザイン：稲葉 晴彦(宮城県)
参加企業：(株)長門屋本店(福島県)

ほやチーズ
デザイン：早瀬 友梨(北海道)
参加企業：マリンプロ(株)(宮城県)

食ってみらんしょ雑穀の惠み「発芽＆雑穀」
デザイン：大原 菜桜子(神奈川県)
参加企業：(株)米夢の郷(福島県)
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おいしい東北パッケージ
デザイン展2016

おいしい東北パッケージデザイン展2014

おいしい東北パッケージ
デザイン展2015

サクランボパスタ
デザイン：永嶋 邦子(東京都)
参加企業：(有)玉谷製麺所(山形県)

サバだしラーメン
デザイン：桐山 理惠(神奈川県)
参加企業：山徳平塚水産(株)(宮城県)

夕日の恋物語
デザイン：鈴木 文土(宮城県)
参加企業：(株)岩城(秋田県)

枝豆ショコラ
デザイン：田川 晟(神奈川県)
参加企業：(有)グローバルアイ(山形県)

いしかわ牛ビーフシチュー
デザイン：小松 有佳(大阪府)
参加企業：JA夢みなみ（福島県）

美郷雪華ルームフレグランス
デザイン：北村 理恵(静岡県)
参加企業：美郷町観光協会(秋田県)

POCKET DRY RICE
デザイン：菅 渉宇(東京都)
参加企業：(株)水沢米菓(岩手県)

黄金甘藷[おうごんかんしょ]
デザイン：田川 晟(神奈川県)
参加企業：(株)ムカエあぐりらんど(岩手県)

apprimo[アプリモ]
デザイン：大谷 啓浩(東京都)
参加企業：タムラファーム(株)(青森県)

いか三升漬
デザイン：河野 久美子(東京都)
参加企業：(株)マルヌシ(青森県)

山形の米油
デザイン：柴田 沙央里(東京都)
参加企業：三和油脂(株)(山形県)

酪農家の手作りヨーグルト
デザイン：菅原 良太(東京都)
参加企業：(株)ゼルコバドリーム(宮城県)

くらぽん
デザイン：平野 達郎(東京都)
参加企業：(株)浅沼醤油店(岩手県)

しょうゆ糀
デザイン：主濱 景子(東京都)
参加企業：藤勇醸造(株)(岩手県)

旨さの極みきゅうり
デザイン：山口 崇多(東京都)
参加企業：あぶくま食品(株)（福島県）

PREMIUM 吟醸生もろこし
デザイン：髙橋 真一(愛知県)
参加企業：(株)唐土庵いさみや(秋田県)

みちのく塩辛
デザイン：小野 貴人(宮城県)
参加企業：(株)八葉水産(宮城県)

松勘の米
デザイン：稲葉 晴彦(宮城県)
参加企業：(有)松勘商店(岩手県)
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おいしい東北パッケージデザイン展2020開催報告
9月～10月 参加企業(商品)の募集
10月～11月 事務局による企業訪問
11月～12月 パッケージデザインの募集
1月 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)
2月～ 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・団体とデザイナーとの契約等)
3月 表彰式・交流会・フォーラム
9月まで 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2020展覧会(オンライン)
■日時：2021年3月1日～3月31日
■会場(URL)：https://thk-package-design2020.go.jp/exhibition/
■展覧数：135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：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本部、（一社）東北経済連合会、
　　　 （公社）日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）、（公社）日本パッケージデザイン協会（JPDA）

おいしい東北パッケージデザイン展2020表彰式・交流会・フォーラム(オンライン)
■日時：2021年3月1日(月)10:00～15:00
■表彰式・交流会参加者数：40名
■フォーラム参加者数：69名

◇プログラム
　■開会の挨拶（東北経済産業局）
　■表彰式
　■交流会
　■フォーラム
　　テーマ「時代を生き抜くコミュニケーション・デザイン」
　　講師：左合ひとみ氏
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