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２０１９  グッドデザインしずおか選定「モノ」・「コト」

しずおか生まれの新たな13のものがたり

2 0 1 9
　静岡県は、漆器、蒔絵、下駄などの工芸品
や、家具、繊維、紙などをはじめとする地場産
業、さらには自動車を中心とする輸送用機器
や医療機器までの多彩な製造業が集積する
「ものづくり県」として発展してきました。
　そのなかで、デザインは、製品の差別化や
高付加価値化を図り、少ない投資で大きな
経済効果をもたらす戦略展開が可能な経営
資源として期待されてきましたが、近年、従
来の「視覚で捉えることのできるデザイン
（モノのデザイン）」から、ユーザーの視点に
立ったデザインや地域の課題を解決するた
めのデザインなど、「視覚では捉えきれない
デザイン（コトのデザイン）」へと拡大してき
ています。
　本県では、中小企業等のデザインレベル
の向上とデザインの戦略的活用促進を目的
に、県内で「デザイン」を活用して生み出さ
れたものごとを「グッドデザインしずおか」
として、選定、顕彰しており、今回で15回目を
迎えました。
　今年度は、募集対象を「デザイナーと連携
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大賞

金賞

ユニバーサルデザイン賞

匠賞

特別賞

▶ 三島スカイウォーク　株式会社 フジコー

▶ わさビーズ　株式会社 田丸屋本店
▶ ことゆくラック　合同会社 ことゆく社

▶ 光る木の手すり「ははのて」　大日工業 株式会社

▶ 静岡釡揚しらす缶詰　山梨罐詰 株式会社
▶ hiraganaシリーズ　株式会社 山崎製作所

▶ AZEKURA（校倉ベッド）　株式会社 私の眠り井鍋
▶ 自然素材アバカで彩られたオリジナル雑貨　そま工房
▶ ボウサイブロック　ファシル 株式会社
▶ 花の舞  Abysse　花の舞酒造 株式会社
▶ 大家の創業支援　有限会社 日の出企画
▶ ゼロアート　特定非営利活動法人 すだち
▶ 浜松サザンクロスほしの市　株式会社 浜松家守舎ＣＯＮ

して、生み出したものごと」とし、応募品の高
品質化を図ったところ、73点の応募があり、
デザイン力、技術力を活かすことで様々な
使用シーンに対応した「モノ」のほか、私た
ちの生活に密接したサービスや地域の問題
解決を目指した「コト」など、高いデザイン力
を感じさせるものが数多く見られました。
　審査会では、問題提起、提案、成果・結果
に加え、ユーザー性、スポーツ性、技術性の
観点から、書類による一次審査、応募者のプ
レゼンテーションによる二次審査を経て、大
賞を除く各賞を選定しました。さらに、「第４
回しずおかグッドデザインフォーラム（11月
9～11日開催）」の中で、金賞受賞者（３社）
のプレゼンテーションを基に聴講者による
投票を実施して、大賞１点を決定しました。
　ここに紹介する選定「モノ」・「コト」から、
本県中小企業等の優れたデザイン力やメッ
セージを感じ取っていただけたら嬉しく思
います。また、ものごとづくりに取り組まれる
方々の意欲が一層高まっていくことを願って
います。
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三島スカイウォーク

株式会社 フジコー

2 0 1 9

三島市笹原新田 313　TEL. 055-972-0050
http://mishima-skywalk.jp

全長400ｍの日本一長い歩行者専用吊橋

日本一長い吊橋をメインとした観光施設です。吊橋からは富士山や駿河湾などの絶景をお楽しみいた
だけます。計画、設計、施工、運営までの全てを100％民間資本で実現した事業であることが特徴です。
吊橋の他にも、地元食材を使ったカレーやロングジップスライドなどのアクティビティを楽しめます。

持続的な地方活性化においてはハードとソフトが融合し「三方良し」となるのが望ましいが、特色ある景観を活か
しつつ老若男女誰もが楽しめる“地域のコア”として進化し続けるさまはその理想形に近いものと言える。

伊豆縦貫自動車道の開通により三島が単なる通過点になってしまうことも危惧し、
三島に日本一のものをつくることで観光客を集め、地域の活性化に貢献したいとい
う想いで日本一の吊橋をつくりました。おかげさまで、毎年100万人以上の観光客が
訪れる施設となっています。

大賞

選定評  
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わさビーズ ことゆくラック

合同会社ことゆく社

浜松市南区田尻町 112-1　TEL. 050-5361-8296
https://www.cotoyukuraccu.jp

ナイロン製の超軽量・高性能ランドセル

770gという従来の本革のランドセルに比べると半分以下の軽量、手荷物がなくなる程の大容量、使
いやすさと快適性にこだわったポケットや肩ベルト等の素材で、高性能リュックのようなランドセル
に仕上がりました。

本来、もっと選択肢があると良いランドセル。子供の視点に立って、使い勝手を『まじめ』に考えたお母さんのアイ
デアとデザイン性、プライスが現在のニーズにとても合っています。他のアイテムへの展開も期待します。

子供が小学生になり直面した従来のランドセルへの疑問から、軽さだけでなく、使
いやすさ、痛みの軽減、安全性の向上等、細部までこだわり企画しました。通学が辛
い毎日を送る小学生がいなくなる事を願っています。

株式会社田丸屋本店

静岡市駿河区下川原 5-34-18　TEL. 054-258-1115
http://www.tamaruya.co.jp/

料理をもっと華やかに！キラキラわさび

カプセル状のわさびで、噛めば静岡県産わさびのオイルがプチっとはじけ、辛味と香りが広がりま
す。着色料を使わず、わさび本来の味と素材本来の味が楽しめ、和食・洋食・フレンチ・イタリアンで
もお使いいただけます。

壊れやすい辛みや緑色を優れた技術力でビーズに閉じ込め、口の中で噛んだときに広がる清涼感のある辛みが料理
の味を引き立てる。おいしさと見た目の美しさを兼ね備えた、静岡伝統食材に新たな可能性を感じさせる逸品である。

わさビーズの構想は十年前からあり、技術を導入し3年をかけ開発しました。今まで
と違うわさびのシーンをSNSを通じ多くの方々に共感していただき、静岡わさび産業
の文化と歴史を守り盛り上げようと考えています。

2 0 1 9金賞 2 0 1 9金賞

選定評  選定評  
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静岡釡揚しらす缶詰 hiraganaシリーズ

株式会社山崎製作所

静岡市清水区長崎 241　TEL. 054-345-2186
https://www.bankin-ya.jp/

日本のこころを、身にまとう。

書家・國廣沙織と三代目板金屋がコラボレーション。万葉のころから伝わる、日本の伝統文化「ひら
がな」。そのうつくしさと繊細さが、そのままアクセサリーに。柔らかく温かみのあるひらがなと、硬く
て丈夫なステンレスが織りなす、新しい世界です。

無機質なステンレス素材にひらがなの柔らかな曲線や力強さ、温かさを吹き込んだ技術は職人のワザである。
使い手への心配りを具現化できる微細曲げにも高い技術力が生かされ、これからのシリーズにも期待します。

ひらがなの繊細さ、やわらかさを金属で表現することにこだわり、何度も試作を重ね、
商品化することができました。本作では、男女問わずお使いいただける、バングルと
キーリングも新発売。金属の魅力をより多くの人に伝えていけたらと思っています。

山梨罐詰株式会社   連携デザイナー：青島光宏（株式会社販売促進研究所）

静岡市清水区興津中町 974　TEL. 054-369-1101
http://www.yamanashi-kanzume.co.jp/kamaage-shirasu/

静岡県産しらすの釡揚を、そのまま缶詰にしました。

静岡県産の採れたてしらすを釡揚げし、そのまま缶詰にしました。添加物等、余分な味付はせず釡
揚げしらす本来の旨みを味わっていただける商品になります。冷蔵、冷凍せずに常温で2年間保存
可能のもうれしいポイント！

静岡の水産品であるしらすを缶詰にするという発想は斬新であり、釡揚げのふっくら感を残しつつ、加熱などの加工
処理をすることは技術面での御苦労も多々あったかと思います。静岡土産として益々普及することを期待します。

釡揚げしらすをお土産に買いたいけど、冷蔵、冷凍だから諦めた。そんな声を耳にし
ました。何とか缶詰で常温流通できないか？「静岡名産品釡揚げしらすを全国に届
けたい！」という思いから生まれた商品です。

2 0 1 9匠賞 2 0 1 9匠賞

選定評  選定評  
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光る木の手すり「ははのて」 AZEKURA（校倉ベッド）

株式会社私の眠り井鍋

藤枝市青葉町 3-11-2　TEL. 054-635-3032
https://my-nemuri.jp/

快眠をデザインするベッド

素材・技術・アイデアの全てをオール静岡で取り組んだ快眠の結晶です。
・静岡県産の月齢伐採・葉枯らし天然乾燥杉材（浜松市天竜区）
・静岡の木工家具技術（焼津市大井川）
・静岡の寝具専門店監修（藤枝市）

既存のタモ製に加え地元のデザイナーと共同で、スギ・ヒノキ製の優しい握り心地の手すりを開発
しました。手すりにはLED照明が内蔵されており、夜間や災害時の誘導灯として手元と足元を明るく
照らしますので、安心・安全です。

天然杉ならではの風合いが心地よい。リラックス効果が知られる杉の香りに包まれた快眠が期待できる。柔らかい
杉材を用いながら十分な強度を実現、組立作業性を高めるための工夫が随所にこらされた魅力的な商品である。

家具の材料には使いづらいという杉が持つイメージを覆す素晴らしい材料との出
会いから始まりました。職人の伝統技術で現代風デザインにアレンジし、今までに無
いベッドが完成しました。インパクトのある外観でありながら、実用性や眠りに対す
る思いもふんだんに取り入れています。極上の眠りを体験してください。

大日工業株式会社　連携デザイナー：鈴木啓子（atelier Su'）

静岡市清水区辻 1-9-30　TEL. 054-367-0573
http:///www.dainichi-ind.co.jp

優しい握り心地で災害時には誘導灯にもなる光る木の手すり

木の手すりの形状がつかみたくなるようなデザイン、照明を内蔵することで空間演出としても利用でき、防災など緊
急時にも役立つこともあり、たくさんの機能を兼ね備えたすばらしい手すりだと思います。

弊社の光る木の手すり「ははのて」は自宅の介護に、施設などの安全対策にお役に
立てればと思い開発したものです。これからは防災・減災目的に使っていただける
商品としても広めていきます。

2 0 1 9ユニバーサルデザイン賞 2 0 1 9特別賞

選定評  選定評  

津波避難ビル

清水区役所

一般住宅

P9 P10



自然素材アバカで彩られたオリジナル雑貨 ボウサイブロック

ファシル株式会社

静岡市駿河区下川原 6-26-22 　TEL. 054-258-0214
http://facil.jp/

「車に防災」という、新しい常識

ドライブ中に遭遇するかもしれない交通渋滞や、地震、大雨、大雪などの災害に備えるための車載用
の防災セットです。水・食料は-20～80℃の温度範囲に対応し、環境の変化が激しい車内でも安心で
す。（一社）防災安全協会 推奨品として認定されています。

東海地震への備えは静岡県民の大きな課題であると同時に車移動の多い地域性を考慮し、防災グッズを車載す
るというアイデアを評価しました。カーディーラーとのコラボなど販路拡大の将来性もある商品です。

弊社は創業から40年以上にわたり、防災用品の企画・製造を行っております。その中
で、近年注目されている災害時の車中泊や乗車中のトラブルに対応する「車載用防
災セット」を開発しました。洗練されたデザインで、大切な方への贈り物にも適して
います。

そま工房

袋井市中新田 343　TEL. 0538-23-4771
http://soma.shopselect.net

『個性』が『魅力』になる

アバカの繊維は科学繊維と異なり繊維1本1本の太さにも個性があり、織り上げるまでの全ての工程で人の
手を必要とし、職人の目と技術の高さが求められ、織り上がると天然繊維ならではのランダムな縞模様が出
来上がります。また、繊維を手で紡いでいるので所々に結び目が現れるのもアバカ布ならではの特徴です。

自然素材アバカの繊細な布の光沢、素材感のすばらしさが伝わってくる商品でした。これからもいろいろな分野での
商品開発にチャレンジし、日本唯一となった職人の高い織技術を継承していくことを期待します。

天然繊維を織るという技術を守り、継ぎ、広めていく事は国内唯一の当工房の使命
だと思い、従来のふすま紙や壁紙だけでなく、新たな布を開発し、アバカをより身近
に感じてもらえるようなモノづくりをこれからも考えていきます。

2 0 1 9特別賞 2 0 1 9特別賞

選定評  選定評  
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花の舞　Abysse 大家の創業支援

有限会社日の出企画　連携デザイナー：市橋穂南（S.CONNECT）

三島市日の出町 4-5 　TEL.070-5039-6918
https://www.antiquedoor.net/

シェアスペース連携型創業支援

創業支援者向けの賃貸物件「小商い研究室」と「Antiquedoor」。この両物件はそれぞれ副業の拠点とフ
リーランスの拠点という側面を持ちます。大家としてお金の専門家（FP）として入居者の創業時の不安を
サポート。ちょっとおせっかいな大家と入居者同士が連携したイベントも仕掛けます。複数の賃貸物件
が関係した地域活性化プロジェクト「大家の創業支援」。

創業の準備段階に合わせた丁寧な支援と、社会的要請が高まる空き家の有効活用を組み合わせた意欲的な取り
組みである。コワーキングスペースと併せて提供される「実践練習の場」は創業者にとって心強く、魅力的なしくみ
と言えよう。

創業支援を通じてまちを活性化する。こう考えたときキーになるのは大家さんだっ
たりします。大家さんとして起業者への物件提供をしています。ただ提供するだけで
なく面白く・かっこよく・自分事としてを心掛けて求められる賃貸経営の新しい形　
学べる賃貸『大家の創業支援』　を提案し普及できるように頑張ります。

花の舞酒造株式会社

浜松市浜北区宮口 632　TEL. 053-582-2121
http://www.hananomai.co.jp/

ワイン酵母のフルーティーな日本酒

“花の舞”の伝統酒としての技術を継承しつつ、新しい日本酒として革新に挑んだ逸品。
静岡の米とブルゴーニュの白ワイン酵母を組み合わせた新感覚のお酒です。デザインは、桜の花び
らに白米をあしらったデザインで日本酒の概念を変える特徴的な味をインスパイアさせます。

花の舞のモチーフである桜の花をアレンジしてワインラベルのようにデザインし、新感覚の日本酒として若い世代や
日本酒が苦手な人たちへの訴求効果は高いと思います。今後益々の広がりと愛飲者の増加を期待します。

若い世代のアルコール離れが進み、特に古臭い、頭が痛くなるといったイメージの
日本酒は最も敬遠されがちな酒種となっています。そこで、日本酒でありながら、ま
るでワインのように楽しむことのできる、静岡の米とブルゴーニュの白ワイン酵母を
組み合わせた新感覚のお酒“Abysse”を、若手社員主導で約3年の年月をかけて開発
しました。

2 0 1 9特別賞2 0 1 9特別賞

選定評  選定評  
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ゼロアート 浜松サザンクロスほしの市

株式会社浜松家守舎ＣＯＮ

浜松市中区砂山町 357-2　タケダ毛糸店 1階　TEL.053-451-3300
https://hoshinoichi.com

地域の魅力再発見プロジェクト

「魅力的な町を作るのは魅力的な人」との思いのもと、出店者の成長・拡大が地域の価値につなが
ると考え、スカウト型の月１マーケットを開催。この町での暮らしをもうちょっと楽しくしたいと、商店
街内に事務所を構え外の人ではなく中の人として商店街と関っています。

実行委員が楽しんでいる点、商店街の中の空き店舗を事務所として使っている点、雑貨市が拡大している中、独自
の視点でセレクトしている点が良い。今後は『継続していく中で出てくる課題』とどう向き合うかがポイントだと思
います。

他マーケットと差別化のため地元で活躍している魅力的な人を中心に選出し、人と
人とのつながりを生む、地元を誇りに思う、思い出の場にする事を目的に様々な仕掛
けを作っています。またビジネス支援、コミュニティ作りの仕掛けも行っていきます。

特定非営利活動法人すだち

浜松市北区三ヶ日町宇志 696-11　TEL. 053-524-1202
http://www.npo-sudachi.com

ここから始まる無限の世界

ゼロアートは障がい者と職員のコラボアート。お互いが補いながら完成させる。絵を描く原板や絵
具は地域の人が使用しなくなったものを頂いて描く。そこには¨この世に不必要なモノはない¨と
いうメッセージが込められています。

障がい者の創作活動を魅力あるデザインとして発信しようという取組が各地に広がるなか、地域に溶けこみ共に歩
もうという点で先端をいく事例といえる。三ケ日から全国に向けた今後の展開にも期待したい。

ゼロアートは地元(三ケ日町)の協力がないと完成できません。地域の中で多様性や
寛容性を認められ誰もが住みやすい共生社会の実現に向け日々の日常を大切に
し、今後も活動に取り組んでいきたいと考えています。

2 0 1 9特別賞2 0 1 9特別賞

選定評  選定評  
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審査員

しずおか生まれの新たな13のものがたり

2 0 1 9
伊豆 裕一
審査員長

静岡文化芸術大学
デザイン学部長

2005年に始まったグッドデザインしずおかも、毎回60点を超える応募をいただきながら、今年で15回
を迎えました。この間、2005年から2007年までの3年間の雑貨や家具などプロダクトが応募に占める比
率は57%、パッケージデザインを含む食品と地域の活性化やビジネスの課題解決など仕組みのデザ
インはともに3.5％であったものが、2017年から2019年までの3年間では、プロダクト38%、食品18％、
仕組みのデザインは12％へと変化し、デザインへの取組が多様な産業や活動へと広がっていることが
わかります。また、内容をみると、魅力的な外観や使いやすさといった成果物としてのデザインは当初
から高いレベルを維持する一方、近年は、課題解決を目的とした問題提起としてのデザインに多様な
展開がみられます。今回、金賞を受賞した「ことゆくラック」、「わさビーズ」、「三島スカイウォーク」はそ
れぞれプロダクト、食品、仕組みのデザインと分野は異なりますが、いずれも解決したい課題は明確で
あり、真摯な取組が伝わりました。地域の課題解決に向けたデザインの広がりを強く感じた今回の審
査会でした。

佐藤 大造
副審査員長

ヤマハ株式会社デザイン研究所
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ リーダー

小長井 克久
審査員

株式会社日翔工業
営業部長

大石 浩貴
審査員

株式会社ＨＤＬ
デザイナー

永松 典子
審査員

株式会社静岡編集舎
代表取締役

向笠 哲司
審査員

ビアンコネロ株式会社
代表取締役

井田 義人
審査員

(独)中小企業基盤整備機構
関東本部 販路開拓チーフアドバイザー

清水 英貴
審査員

浜松まちなかにぎわい協議会
浜松まちなかマネジメント株式会社

笹田 富子
審査員

学校法人笹田学園
デザインテクノロジー専門学校　副校長

望月 一男
審査員

静岡県工業技術研究所
所長

総合的に最も評価が高いもの

総合的に評価が高いもの

上記以外で審査員の評価が高いもの

● 募集期間 

● 一次審査（書類審査）

● 二次審査（実物審査）

● 投票・表彰式

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「2019グッドデザインしずおか」のながれ

「グッドデザインしずおか」15年のあゆみ　大賞受賞「モノ」「コト」 20 0 5～2 0 1 9

令和元年６月３日～７月31日（応募73点）

令和元年８月30日（通過32点）

令和元年９月24日（選定13点）

令和元年11月11日　於：静岡東宝会館CINE２

● 大賞（知事賞） 

● 金賞

● 匠賞、ユニバーサルデザイン賞、
および特別賞

各賞の選定基準

審査員長総評  

●2005年 ●2006年 ●2007年 ●2008年 ●2009年

●2010年 ●2011年 ●2012年 ●2013年 ●2014年

●2015年 ●2016年 ●2017年 ●2018年 ●2019年

ひのきのはきもの
（株）水鳥工業

遠州縞プロジェクト
（有）ぬくもり工房

三島馬鈴薯
贈答用パッケージ
ＪＡ三島函南

「Uni-Type」
（株）リムコーポレーション

｢紙バンド手芸｣開発活動
植田産業（株）

ふりーらフルーラ
静岡県商工会連合会

MUZEUM
（株）吉蔵

ANELLOチェア
起立木工（株）

オトモシッキ
漆器製造販売 藤中

5万円出版
和自分史 執筆キット
マエダ印刷（株）

誠兵衛のリガチャー
「sayB♭」
（有）富永工業所

水窪町
「発酵の町プロジェクト」
静岡県立藤枝北高等学校

三島スカイウォーク
（株）フジコー

茶ノ実油GoldTeaOil
(株)白形傳四郎商店

21世紀型普通旋盤
「VERSEC」
(株)サイダ・UMS
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