
　　　　　　期　　間 ： 平成29年11月16日（木）～19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

※出品者とデザイナーが同じ場合は省略

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

工業デザイン部門

中学校技術科教材に
プロダクトデザイン思考を!!

（株）イナミ教材

金沢市長賞
コミュニケーションデザイン部門

加賀しずく
横山　真紀

横山真紀
（ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
加賀しずくプロモーション実行委員会
（ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｻﾞｰ）

石川県商工会議所連合会会頭賞
工業デザイン部門

A-force RS
（株）ウインズジャパン
　片岡　匡史

（株）ウインズジャパン
　高　政明

石川県商工会連合会会長賞
コミュニケーションデザイン部門

美川おかえり祭り「おかえりの絆」

デザケン
　橋本　謙次郎

石川県デザイン協議会会長賞
空間デザイン部門（建築）

ピロティ―のある家
（株）トイットデザイン (株)木建

公益財団法人石川県デザインセンター理事長賞
工芸デザイン部門

香注花 Ceramic Aroma Diffuser
中川　理美子

石川県デザイン展開催委員会委員長賞
空間デザイン部門（インテリア）

黒板教室

KELUN　 稲森予人
KELUN　 稲森梢

一般社団法人石川県鉄工機電協会会長賞
工業デザイン部門

生パン粉付け機　BRG-60G
アサヒ装設（株）

公益社団法人石川県観光連盟理事長賞

コミュニケーションデザイン部門

「恋まゆ」商品形態・ネーミング・ロ
ゴ・パッケージ展開

（株）バルデザイングループ
（株）バルデザイングループ
　髙田　初恵

一般社団法人石川県物産協会会長賞
工芸デザイン部門

うるしろうそく
（株）高澤商店 萩のゆき

株式会社北國新聞社社長賞
工芸デザイン部門

～青の～
富永　一真

北陸放送株式会社社長賞
空間デザイン部門（建築）

B's･行善寺
(株)五井建築研究所 （株）豊蔵組

第４４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 液が垂れないノズル 伸晃化学（株）
伸晃化学（株）　多田　香織
伸晃化学（株）　土井　淳史

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

富士通　イメージスキャナ
 fi-7600/7700シリーズ

（株）ＰＦＵ

PFUテクノコンサル（株）
　石田　翔也
　黒田　悟志
　砺波　則史

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 col. 畑　学 イトウケンジ

石川県伝統産業振興協議会会長賞 和紙玉漆灯り 桶田　和芳

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会理事長賞 どうぶつ小皿 表　美沙

山中漆器連合協同組合理事長賞 まぁ～るい木の絵合わせ 木田　克之

輪島漆器商工業協同組合理事長賞 Humming note 山岸　紗綾

金沢漆器商工業協同組合理事長賞 カケラノカタチ 生地　史子

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
のりに乗ってるおにぎりの里　中能
登町　ポスター

デザインオフィス　イチカ
　都原　健

石川県印刷工業組合理事長賞 100年続くお魚屋さん「竹本商店」 横山　真紀

横山真紀
（ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
竹本商店
（ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｻﾞｰ）

石川県洋紙会会長賞 とくだ接骨院 横山　真紀

横山真紀
（ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
とくだ接骨院
（ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｻﾞｰ）

石川県屋外広告業協同組合理事長賞 はんがい眼科
ヨシダ宣伝（株）
　高橋　真紀

金沢広告協会会長賞 白山開山1300年　繋ぐポスター
デザインオフィス　イチカ
　都原　健

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 久りゅう　東山 岡　幸二郎 FREY  Design　甲斐　晋

金沢洋家具工業協同組合理事長賞 SOU FREY  Design　甲斐　晋

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
あいおすふれあい広場パブリック・
トイレ

（株）BANKnote （株）谷口工務店

一般社団法人　石川県建築士会会長賞 北陸大学　松雲記念講堂 （株）浦建築研究所 松井建設(株)北陸支店

一般社団法人　石川県建築設計監理協会会長賞 北陸学院扇が丘幼稚園 (株)山岸建築設計事務所 北川ヒューテック(株)

一般社団法人　石川県建設業協会会長賞 安藤芳園堂ビルヂング ㈲Ｅ.Ｎ.Ｎ.一級建築士事務所 みづほ工業㈱

一般社団法人　金沢建設業協会会長賞 上荒屋の住宅 西和人一級建築士事務所 (株)明翫組

石川県建設産業連合会会長賞 和倉温泉　多田屋 安田建築スタジオ (株)豊蔵組

　　【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29年11月16日（木）～19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 Ａｂｙｓｓ 坂上　立朗 金沢美術工芸大学

金賞 凍り生菓子 中村　直人 金沢美術工芸大学

銀賞 木引（MOKUHIKI） 谷口　菜見 石川工業高等専門学校

銀賞 迷路パズル 國分　慶縁 金沢科学技術専門学校

銀賞 Linkup Portal - the city of the sea - 谷保　太一 石川工業高等専門学校

銅賞 Change the Roof 前川　竜輝 金沢科学技術専門学校

銅賞 艶姿 後藤　加奈 大原情報デザインアート専門学校　金沢校

銅賞 ワイングラスでいただく日本酒 小林　千裕 金沢美術工芸大学

銅賞 ごめんなさいの日プロジェクト 今部　映里 金城大学短期大学部

銅賞 あいだ
＜スキマ　deco＞
古澤　葉月、藤原　優貴、三鍋　詩織

金沢学院大学

奨励賞 Butler 浮洲　直秀 金沢美術工芸大学

奨励賞 中能登町「おにぎりサミット2020」 作間　万理奈 金城大学短期大学部

奨励賞 nap-ring 濱野　青空 金沢美術工芸大学

奨励賞 かなざわ野菜の家 奥村　あい 大原情報デザインアート専門学校　金沢校

奨励賞
「駅を核とした地域づくり」
 －倶利伽羅コンパクト・ヴィレッジIR 倶利伽羅駅　階段
アート－

池尻　謙太、太田　真澄、山辺　奈生
小林　桃子、佐々木　玲、笹嶋　あゆみ
バトボルドバラス、中　萌乃、吉田　祐子

石川工業高等専門学校

第44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 『輝きプロジェクト！』 金沢市立工業高等学校 金沢市立工業高等学校

金賞 辰巳アートフェスティバルポスター 釣本　咲彩 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銀賞 九谷オブジェ「射角」 武部　渉 石川県立寺井高等学校

銀賞 移職住～遊歩道でつながる街～
思川　奈津実、奥野　弥櫻
松本　祐汰、
アディヤ・マンライバータル

石川工業高等専門学校

銀賞 Area Revivar　～地域をリノベーション～ 江前　晃 石川県立小松工業高等学校

銅賞 LUNCH TIME !!
林　優花、酒谷　美穂
神能　紀乃

石川県立工業高等学校

銅賞 いやしの森
森　城龍、諸田　大河
米田　慎作

石川県立工業高等学校

銅賞
yawa yawa
駅横にあるトイレを主とする休憩スポット

井口　ひなた、小谷　菜緒
東谷　百恵、守谷　美佑

金沢市立工業高等学校

銅賞 赤絵スクラッチ皿「enogu」 小西　美穂 石川県立寺井高等学校

銅賞 エッグドロップ
久保　萌々香、小浦　千聖
清水　万葉、干場　麗華

石川県立羽咋工業高等学校

奨励賞 街の居間
小森　廉太、永源　北斗、押田　光優、
野崎　美羽、宮前　拓実

石川工業高等専門学校

奨励賞 商店街×屋台＝活性化
石田　光之介、新松　拓真
田中　なつめ、若井　麻季

石川工業高等専門学校

奨励賞 九谷染付陶板「蛸」 倉田　優人 石川県立寺井高等学校

奨励賞 Angle Control
思川　奈津実、坂口　千陽
東　凌雅、永源　北斗、田辺　柾人

石川工業高等専門学校

奨励賞 INFOGRAPHICS 辰巳丘スクールマップ 釣本　咲彩 石川県立金沢辰巳丘高等学校


	入賞者（１コンペティション）名簿
	入賞者（２　学生）名簿 

