平成 31 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

おいしい東北パッケージデザイン展２０１９及びおいしいを一緒につくるデザインコンペ 2019 は、
東北の皆さまに「デザインの持つ力」を知っていただくとともに、
東北企業の商材が、デザインの保護・活用にて販売促進へとつながることを目指し開催します。

日時

2019年12月6日金～11日水

10:00～18:00

＊最終日は 16:00 まで

表彰式・フォーラム・交流会

2019年12月11日水

会場

表彰式・フォーラム
13:00～17:00 せんだいメディアテーク ７F スタジオシアター

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町２－１

交流会
17:15～19:00 せんだいメディアテーク ５F ホワイエ

せんだいメディアテーク ５Fギャラリー

【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、独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部、一般社団法人東北経済連合会、公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）、
公益社団法人日本パッケージデザイン協会（JPDA）、日刊工業新聞社東北・北海道総局、河北新報社、NHK 仙台放送局、東北放送、仙台放送、宮城テレビ放送、東日本放送

展示会

入場無料・申込不要

12 6

2019年

11 水 10:00～18:00

日金 ～

月

日

＊最終日は 16:00 まで

せんだいメディアテーク ５Fギャラリー

おいしい東北パッケージデザイン展 2019 では、東北の豊かな風土や歴史によって生み出された魅力ある東北企業の商材を、「デザインの力」でさらに愛される商
材へとするために、全国のデザイナーから新パッケージデザインを募集しました。
また、おいしいを一緒につくるデザインコンペ 2019 では、商材の課題解決を目指し、より魅力が伝わる新パッケージをコンペにて選出しました。
展示会では、著名なデザイナーの審査を経て選ばれた受賞・入選作品、約 200 点を展示します。皆さまのご来場をお待ちしております。

デザイン対象商材

展示作品

◆おいしい東北パッケージデザイン展 2019
1. 青森県：株式会社山神（ほたての正直）
2. 宮城県：株式会社菅野食品（杜の麺工房仙台発 仙臺みそやきそば）

◆おいしい東北パッケージデザイン展 2019
グランプリ：1 点（優秀賞から選出）
優

3. 宮城県：マルアラ株式会社及川商店（銀サケのオリーブオイル煮）
4. 秋田県：株式会社つじや（とうふカステラ）
5. 山形県：千代寿虎屋株式会社（純米吟醸酒
6. 山形県：有限会社天童製麺（王将そば）

豊国

		

秀

賞：8 点（各対象商材から 1 点）
東北経済産業局長賞（2 点）・東北農政局長賞

		
千代寿）

		
奨

7. 福島県：有限会社ケーフーズ生田目（焙煎菊いも茶）

青森県知事賞・宮城県知事賞・秋田県知事賞
励

山形県知事賞・福島県知事賞
賞：16 点程度

審査委員賞：5 点

8. 福島県：ふくしま農家の夢ワイン株式会社（シードル＆グリーンシードル）

◆おいしいを一緒につくるデザインコンペ 2019
1. 岩手県：株式会社肉のふがね（岩手短角和牛セシーナ）

2. 福島県：木村ミルクプラント株式会社（木村パスチャライズ牛乳）

学生優秀賞：数点
入

選：160 点程度

◆おいしいを一緒につくるデザインコンペ 2019
優 秀 賞：各対象商材から 1 点（計 2 点）
		

審査委員

東北経済産業局長賞、岩手県知事賞

・審査委員長

加藤 芳夫（クリエイティブディレクター / 公益社団法人日本パッケージデザイン協会 専務理事）

・審査委員

※五十音順

大迫 修三 （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）
小板𫞎  基希 （
 アートディレクター / 株式会社アカオニ 代表）
左合 ひとみ （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）
福島 治 （グラフィックデザイナー / 有限会社福島デザイン 代表）
参加企業関係者（自社商材のみ審査）
東北経済産業局担当者（デザイン展のみ審査）

表彰式 フォーラム 交流会
申込必要

12 11 水

2019年

月

せんだいメディアテーク ７F「スタジオシアター」
５F「ホワイエ」

日

今年度受賞した作品の表彰式、東北の食産業におけるデザインの必要性と可能性を考えるフォーラムを開催します。過年度の事例報告として、
参加企業より、受賞デザイン実用後の販路からの反響や販売実績などの成果をお話ししていただきます。
交流会では、デザイン対象商材となった東北 6 県の魅力あふれる食材をご用意しております。ぜひ、皆様のお越しをお待ちしております。

第 1 部：表彰式・フォーラム


7F「スタジオシアター」

13:30 ～ 17:00

（13:00 受付開始・開場）

（17:00 受付開始）

○表彰式・フォーラム・交流会のお申込みは、下記の特設サイトよりお申込
みください。

開会の挨拶 13:30 ～ 東北経済産業局
表 彰 式 13:40 ～ 14:30
過年度の実用化事例パネルトーク 14:40 ～ 15:10

稲葉 晴彦 氏

15:10 ～ 15:55

加藤 芳夫 氏 審査委員 大迫 修三 氏
小板𫞎  基希  氏 福島 治 氏

東京エレクトロン
ホーム宮城
（宮城県民会館）

せんだいメディアテーク 定禅寺通

宮城県庁
勾当台公園駅

広瀬通

青葉通一番町駅
青葉通

高橋 雄一郎 Yuichiro TAKAHASHI

仙台駅

JR

仙台駅

大町西公園駅

デザインディレクター

愛宕上杉通

「食材販売から食文化体験のブランディング」

国分町通

晩翠通

16:00 ～ 17:00 定員：100 名（要申込 / 参加無料）

ブルーファーム株式会社

仙台
市役所

至 盛岡

今年度の受賞作品講評

トークネット
ホール仙台
（仙台市民会館）
西公園

株式会社長門屋 取締役副社長 鈴木 静 氏
担当デザイナー
審査委員 左合 ひとみ 氏

セミナー

17:15 ～ 19:00

定員：50 名（要申込） 参加費：一般 3,000 円、学生 1,000 円

プログラム

審査委員長
審査委員



5F「ホワイエ」

第 2 部：交流会

プロフィール

1980 年青森県黒石市生まれ。2003 年東北芸術工科大学
卒業。食品を中心とした開発商品の売場のイメージや顧
客のニーズや価格設定など、コンセプトの段階から販売
戦略を立て、「土の中から口の中まで」の一貫したストー
リー設計を得意とする。グラフィックデザインを軸に、販路開拓・商談・直
営販売・飲食店の経験からトータルディレクションまで食にまつわる一次産
業の領域で活動をしている。

【交通アクセス】〒 980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町２−１
地下鉄
・南北線勾当台公園駅下車、「公園 2」出口から徒歩 6 分
・東西線大町西公園駅下車、「東 1」出口または「西 1」出口から徒歩 13 分

バ

ス

・仙台市営バス 仙台駅前 -60 番（仙台 TR ビル前、地下鉄仙台駅「中央 2」出口前）乗り場
から「定禅寺通市役所前経由交通局大学病院」行きで約 10 分、メディアテーク前下車

特設サイト＞>
表彰式・フォーラム
〒 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 1-43 仙台印刷工業団地協同組合 ビジネスデザインセンター
交流会の
申込はこちら
TEL ／ 022-354-0577 E-mail ／ info@thk-package-design2019.jp 特設サイト URL ／ https://thk-package-design2019.jp/

「おいしい東北パッケージデザイン展 2019 及びおいしいを一緒につくるデザインコンペ 2019」運営事務局

