
　　　　　　期　　間 ： 平成28年11月17日（木）～20日（日）

　　　　　　場　　所 ： 石川県政記念しいのき迎賓館

　　　　　　　　　　　① 工業デザイン部門 ギャラリーB

　　　　　　　　　　　② 工芸デザイン部門 ギャラリーA

　　　　　　　　　　　③ コミュニケーションデザイン部門　　 イベントホール（２階）

　　　　　　　　　　　④ 空間デザイン部門【インテリア】 ギャラリーA

　　　　　　　　　　　④ 空間デザイン部門【建築】 しいのきプラザ

賞 作品名 出品者名／設計者名 デザイナー名／施工者名

石川県知事賞 eco circulation スタジオ　リ　ライト スタジオ　リ　ライト

金沢市長賞 珠玉と石の文化 こまつ
一般社団法人
こまつ観光物産ネットワーク

金澤女子店舗

石川県商工会議所連合会会頭賞 serif s
株式会社
セイタロウデザイン金沢

山崎　晴太郎
宮川　智志

石川県商工会連合会会長賞 Omoidori 株式会社ＰＦＵ
谷保　喜一
佐伯　有果

石川県デザイン協議会会長賞 丸型ツイスト容器 伸晃化学株式会社
北野　裕美子
土井　淳史

公益財団法人石川県デザインセンター理事長賞 柿渋バッグ 富永　和雅 富永　和雅

石川県デザイン展開催委員会委員長賞 石川テレビ放送メディア館
日建設計・五井建築研究所設
計共同企業体

株式会社竹中工務店

一般社団法人石川県鉄工機電協会会長賞 ocean seven 小津　誠一 小津　誠一

公益社団法人石川県観光連盟理事長賞 紐襟巻 襟巻工場　安井未星 襟巻工場　安井未星

一般社団法人石川県物産協会会長賞 輪島塗　注器と升（しのぶと市松） 岡垣　祐吾 岡垣　祐吾

株式会社北國新聞社社長賞 越中　富山　常備菓子 高桑美術印刷株式会社

山崎　文（ディレクション）
新濃　直子（パッケージデザイン）
出島　紀子（パッケージデザイン）
伊藤　正宣（設計デザイン）

北陸放送株式会社社長賞 久田和紙 横山　真紀

横山　真紀
（アートディレクター・デザイナー）
高桑美術印刷株式会社
（アドバタイザー）

第４３回　石川県デザイン展　入賞作品一覧

《Ⅰ．コンペティション部門》



賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県プロダクトデザイン協会会長賞
ＮＩＫＫＯハンドペイント
「手の技」

ニッコー株式会社 ニッコー株式会社

一般社団法人
石川県鉄工機電協会事業企画委員会委員長賞

飾りゴムシリーズ
ここのん/アイソラシ

桂記章株式会社
株式会社
マリブデザインファクトリー

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県クラフトデザイン協会会長賞 木tch 高橋　誠二 高橋　誠二

石川県伝統産業振興協議会会長賞
日の出～日の入り前の富士額
（一対）

木田　克之 木田　克之

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会理事長賞 水盤　大、中、小 木澤　孝則 木澤　孝則

山中漆器連合協同組合理事長賞 とりどり 谷口　祐理 北　美貴

輪島漆器商工業協同組合理事長賞 ITAZARU 久保田　啓介 久保田　啓介

金沢漆器商工業協同組合理事長賞 赤絵細描　天の川盛器 山本　秀平 山本　秀平

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県ビジュアルデザイン協会会長賞
あめの俵屋　HP・じろあめ限定パッ
ケージ

高桑美術印刷株式会社
鈴木　賢二（Webデザイン）
伊勢　ミヨコ（パッケージデザイン）
疋田　友紀（設計デザイン）

石川県印刷工業組合理事長賞
金沢美術工芸大学社会連携研究
成果報告書2015年度版

斉藤　慶 斉藤　慶

石川県洋紙会会長賞 IPPI 横山　真紀
横山　真紀
（アートディレクター・デザイナー）
株式会社山越（アドバタイザー）

石川県屋外広告業協同組合理事長賞 BISAI 横山　真紀
横山　真紀
（アートディレクター・デザイナー）
うるしアートはりや（アドバタイザー）

金沢広告協会会長賞 かわいいもん！！ 井上　和真 井上　和真

賞 作品名 出品者名 デザイナー名

石川県インテリアデザイン協会会長賞 木の小物 甲斐　晋 甲斐　晋

金沢洋家具工業協同組合理事長賞 嬉ぐ 株式会社西山装飾 杉森　与志紀

賞 作品名 設計者名 施工者名

一般社団法人　石川県建築士事務所協会会長賞 石川県立歴史博物館 株式会社長村建築事務所
岡・和泉特定建設工事共同
企業体

一般社団法人　石川県建築士会会長賞 木場潟公園中央園地休憩所
建築研究室セクションアール
北陸アトリエ

道場建設株式会社

一般社団法人　石川県建築設計監理協会会長賞 金沢弁護士会館 株式会社浦建築研究所 松井建設株式会社北陸支店

一般社団法人　石川県建設業協会会長賞 ０１０ ＫＥＬＵＮ 道場建設株式会社

一般社団法人　金沢建設業協会会長賞 白山市立明光小学校 株式会社山岸建築設計事務所
真柄・兼六・山下特定建設工
事共同企業体

石川県建設産業連合会会長賞 金沢を望む家
株式会社シィー・プランニング
建築設計事務所

株式会社
シィー・プランニング

　　【建　築】

④空間デザイン部門

①工業デザイン部門

②工芸デザイン部門

③コミュニケーションデザイン部門

　　【インテリア】



　　　　　　期　　間 ： 平成28年11月17日（木）～20日（日）

　　　　　　場　　所 ： 石川県政記念しいのき迎賓館

　　　　　　　　　　　　　　【第１部】大学／短大／専門学校　　　　２階　ガーデンルーム

　　　　　　　　　　　　　　【第２部】高等学校 　 　　　　　　　　　　　３階　交流サロン

賞 作品名 出品者名 学校名

石川県教育委員会賞 まちか
宇佐美 彰翔、坂下 梨乃、中 結希、
中村 正人、山本 拓也

石川工業高等専門学校

金賞 ストレス発電所 高本 鶴美 金城大学短期大学部

銀賞 Piramide 小田 翔太 金沢科学技術専門学校

銀賞
高機能・多機能ポケットチーフ
「モナリザクリーニングクロス」

伊村 沙英子、佐々木 苗実、
新津 梓、寺口 葉子、高野 楓、
冨田 夏帆、宮田 智都

金沢学院大学

銀賞 イノリノヒカリ Project 金城大学短期大学部美術学科 金城大学短期大学部

銅賞 いわいのあいす 荻田 瑞絵 金沢美術工芸大学

銅賞 K.PLAZA 鍋本 知江 石川工業高等専門学校

銅賞 ハッピーセット 森 透次郎 金沢科学技術専門学校

銅賞 緑の理容室 石黒 康将 金沢科学技術専門学校

銅賞 gene JACK 天堂 椋賀 金城大学短期大学部

奨励賞 日本をテーマにしたポスター 前田 桃花 金沢学院短期大学

奨励賞
腰に手をあてて飲む牛乳
キャラクターデザイン

寺中 睦姫、新津 梓、市川 美咲 金沢学院大学

奨励賞 九谷柄紙コップ 配布プロジェクト Karako 金沢学院大学

奨励賞 KANA@RUKI 高塚 友紀 大原情報デザインアート専門学校金沢校

奨励賞 Flower 山崎 雅歩 金城大学短期大学部

第４3回　石川県デザイン展　入賞作品一覧

《Ⅱ．学生部門》

【第１部】大学／短大／専門学校



【第２部】高等学校

賞 作品名 出品者名 学校名

金沢市教育委員会賞 Floating
源入 幹太、杉本 菜波、中 萌乃、
本田 陸、加茂川 美緒

石川工業高等専門学校

金賞
第５回辰巳アートフェスティバル
ポスター、フライヤー、コンサートチケット

髙﨑 文菜 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銀賞 "動"と"集"のこども園 内井 一茶 石川工業高等専門学校

銀賞 GATE
中邑 優太、桝谷 涼、山下 大弥、
中村 真菜、備後 愛里、牧野 友香

金沢市立工業高等学校

銀賞 九谷焼古墳・曲玉ピンバッヂ 寺井高校美術部 石川県立寺井高等学校

銅賞 図書館の案内表示リニューアル計画
角谷 安南、鈴木 里奈、法橋 ひかり、
坂本 菜々子、辻 淳美

石川県立羽咋工業高等学校

銅賞 九谷焼色絵大皿「富士山」 三宮 かれん 石川県立寺井高等学校

銅賞 PITAMA 岡田 歩 石川県立工業高等学校

銅賞 YUKIZURI 柏谷 香菜子 金沢市立工業高等学校

銅賞 大きな花を咲かせる家 谷本 彩 石川県立小松工業高等学校

奨励賞 Exhausted play～園舎全体が遊具～ 新松 拓真 石川工業高等専門学校

奨励賞 Carry egg 越野 瑚舶 石川県立工業高等学校

奨励賞 こもれび 西村 瑠海 金沢市立工業高等学校

奨励賞 九谷三画風陶板「空飛ぶ風船」 小村 朋未 石川県立寺井高等学校

奨励賞 防災ポスター 丹羽 佑里菜 石川県立羽咋工業高等学校


	入賞者（１コンペティション）名簿
	入賞者（２　学生）名簿 

