
 

 

平成２７年８月１２日 

東 北 経 済 産 業 局 

 

東北地域の１０商品のためのパッケージデザインを募集します 
～『おいしい東北パッケージデザイン展２０１５』作品募集 ～ 

 
東北経済産業局では、東北ならではのデザイン等の創造とその活用による商品の販売促進とブ

ランド化を支援し、東北地域におけるデザイン等の創造・保護・活用の促進を図ることを目的と

して、「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５」を開催し、東北地域の個性溢れる１０商

品に対する実用化・商品化に向けたパッケージデザインを募集します。 

ご応募いただいた作品は、審査会において厳選に審査し、入選作品を展示・表彰するととも

に、優秀なパッケージデザインについては、デザイン対象となった商品の製造・販売元の企業等

と共に実用化・商品化を目指します。 

東北地域の商品の魅力を輝かせるたくさんのご応募、お待ちしております。 

 

１．募集概要 

【募集期間】 

平成２７年９月１日(火)～平成２７年１０月３０日(金) 

※エントリー締切：１０月１６日(金)、作品提出締切：１０月３０日(金)必着 
 
【デザイン対象商品】 

○食 品 (１)青森県：(株)マルヌシ「いか三升漬」（八戸市） 

(２)岩手県：北緯四十度のまち(株)「盛岡冷麺」（岩手町） 

(３)岩手県：藤勇醸造(株)「しょうゆ糀」（釜石市） 

(４)岩手県：(有)松勘商店「花泉産ひとめぼれ」（一関市） 

(５)宮城県：(株)岡清「たこのやわらか煮」（女川町） 

(６)宮城県：(株)ささ圭「手わざ笹かまぼこ「希望」」（名取市） 

(７)宮城県：奥州白石温麺協同組合「白石温麺食べくらべセット」（白石市） 

(８)山形県：三和油脂(株)「コメーユ」（天童市） 

(９)福島県：あぶくま食品(株)「旨さの極みきゅうり」（伊達市） 

○日用品 (10)秋田県：美郷町観光協会「美郷雪華ルームフレグランス」（美郷町） 
 
【応募作品（デザイン）の条件】 

○実用化・商品化を前提としたデザインであること 

○商品の販売促進やブランド化に寄与することを目的としたデザインであること 

○ヒアリングシートに記載された参加企業等の要望に配慮したデザインであること 
 
応募方法や応募先等の詳細については、別添の募集要項及び事務局ＨＰをご参照下さい。 

○おいしい東北パッケージデザイン展２０１５ＨＰ 

oishiitohoku.jagda.or.jp（９月１日開設予定）※８月までは、平成２６年度事業のご紹介 
 
２．表彰・入選（展示作品） 

審査委員会において、応募作品を審査し、入選・表彰作品の選考を行います。 

(１)グランプリ････････････１点（優秀賞１０作品のうち最も優れた作品１点に授与） 

(２)優秀賞･･････････････１０点（部門を問わず、各商品の最も優れた作品１点に授与） 

・東北経済産業局長賞  ・東北農政局長賞    ・青森県知事賞 

・岩手県知事賞     ・宮城県知事賞     ・秋田県知事賞 

・山形県知事賞     ・福島県知事賞     ・東北経済連合会長賞 

・日刊工業新聞東北・北海道総局長賞 

(３)優秀賞ノミネート････２０点（部門を問わず、各商品の特に優れた作品２点程度を選出） 

oishiitohoku.jagda.or.jp


(４)学生優秀賞････････････６点（学生部門の入選作品から、外部審査員および主催者審査員

が 1点ずつ選出） 

(５)審査員賞･･････････････５点（部門を問わず、入選作品から外部審査員が１点ずつ選出） 

(６)入選･･････････････２００点（部門を問わず、全応募作品から選出） 
 
３．審査員 

○畠山 敏（アートディレクター／クリエイティブディレクター／審査委員長） 

○梅原 真（デザイナー） 

○加藤 芳夫（公益社団法人日本パッケージデザイン協会理事長） 

○左合 ひとみ（グラフィックデザイナー） 

○福島 治（グラフィックデザイナー） 

○参加企業等関係者及び主催者 
 
４．開催概要 

■「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５」 

会期：平成２７年１１月２７日(金)～平成２７年１２月１日(火)１０：００～１９：００ 

会場：東京エレクトロンホール宮城 ５階展示室 

（宮城県仙台市青葉区国分町３－３－７） 

※平成２８年３月、東京ミッドタウン・デザインハブ（東京都港区六本木）に巡回予定。 
 
■表彰式（同時開催：おいしい東北パッケージデザイン展２０１５フォーラム） 

日時：平成２７年１２月１日(火)１７：００～１９：００ 

会場：ホテル法華クラブ仙台 １階「ハーモニーホール」 

（宮城県仙台市青葉区本町２－１１－３０） 
 
開催の詳細については、別添の開催要項をご参照下さい。 

 
５．主催等 

【主催】東北経済産業局 

【共催】公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(ＪＡＧＤＡ) 

【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、 

公益社団法人日本パッケージデザイン協会、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、仙台放送、東北放送、ＫＨＢ東日本放送、 

宮城テレビ放送（以上、予定） 
 
６．事務局 

〒１０７－６２０５ 東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー５階 

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(ＪＡＧＤＡ)内 

「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５」事務局（担当：近藤） 

ＴＥＬ：０３－５７７０－７５０９／ＦＡＸ：０３－３４７９－７５０９ 
 
７．添付資料 

【別添１】パッケージデザイン対象商品 

【別添２】「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５」募集要項 

【別添３】「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５」開催要項 

【別添４】「おいしい東北パッケージデザイン展２０１５フォーラム」開催要項 

【別添５】昨年度パッケージデザイン支援商品実用化状況 

 

（お問い合わせ先） 

東北経済産業局地域経済部産業技術課特許室長 佐藤 浩昭 

担当者：柴原・米滿 ＴＥＬ：０２２－２２３－９７３０(直通)
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パッケージデザイン対象商品
別添１

(株)マルヌシ（青森県八戸市）
商品：いか三升漬

(有)松勘商店（岩手県一関市）
商品：花泉産ひとめぼれ

北緯四十度のまち(株)（岩手県岩手町）
商品：盛岡冷麺

藤勇醸造(株)（岩手県釜石市）
商品：しょうゆ糀

(株)岡清（宮城県女川町）
商品：たこのやわらか煮

(株)ささ圭（宮城県名取市）
商品：手わざ笹かまぼこ「希望」



奥州白石温麺協同組合（宮城県白石市）
商品：白石温麺食べくらべセット

美郷町観光協会（秋田県美郷町）
商品：美郷雪華ルームフレグランス

三和油脂(株)（山形県天童市）
商品：コメーユ

あぶくま食品(株)（福島県伊達市）
商品：旨さの極みきゅうり

2
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平成27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2015」募集要項（2015.8.11更新） 

 

 東北経済産業局では、東北ならではのデザイン等の創造とその活用による商品の販売促進と

ブランド化を支援し、東北地域におけるデザイン等の創造・保護・活用の促進を図ることを目的と

して、「おいしい東北パッケージデザイン展2015」を開催し、東北地域の個性溢れる10商品に対

する実用化・商品化に向けたパッケージデザインを募集します。 

 ご応募いただいた作品は、審査会において厳選に審査し、入選作品を展示・表彰するとともに、

優秀なパッケージデザインについては、デザイン対象となった商品の製造・販売元の企業等ととも

に実用化・商品化を目指します。 

 東北地域の商品の魅力を輝かせるたくさんのご応募、お待ちしております。 

 

●参加企業等・対象商品 

下記10商品のうち、希望する商品のパッケージデザイン案をご提出ください（何点でも結構で

す）。 

［食品］ 

①青森：（株）マルヌシ「いか三升漬」 

②岩手：北緯四十度のまち（株）「盛岡冷麺」 

③岩手：藤勇醸造（株）「しょうゆ糀」 

④岩手：（有）松勘商店「花泉産ひとめぼれ」 

⑤宮城：（株）岡清「たこのやわらか煮」 

⑥宮城：（株）ささ圭「手わざ笹かまぼこ『希望』」 

⑦宮城：奥州白石温麺協同組合「白石温麺食べくらべセット」 

⑧山形：三和油脂（株）「コメーユ」 

⑨福島：あぶくま食品（株）「旨さの極みきゅうり」 

［日用品］ 

⑩秋田：美郷町観光協会「美郷雪華ルームフレグランス」 

 

●商品に関するお問い合わせ 

tohoku.design06@fmslab.co.jp（株式会社FMS綜合研究所） 

※参加企業等への直接のお問い合わせはしないでください。 

 

●部門・応募資格 

一般部門：国内のプロのデザイナー 

学生部門：国内の学生 

 

●応募作品（デザイン案）の条件 

1．実用化・商品化を前提としたデザインであること 

2．商品の販売促進やブランド化に寄付することを目的としたデザインであること 

3．ヒアリングシートに記載された参加企業等の要望に配慮したデザインであること（ヒアリングシー

トは下記URLよりダウンロードしてください） 

別添２
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●応募点数 

制限なし（複数の商品に対し、複数の作品を応募することができます） 

 

●応募料 

無料 

 

●エントリー期間 

10月16日（金）まで 

下記URLのエントリーフォームまたは所定のエントリー用紙にてエントリーしてください。 

 

●提出物 

以下の提出物を、所定の大きさの箱（タテ26cm×ヨコ32cm×高さ18cm／ゆうパック）に入れてご

提出ください（1つの箱に何作品入れても結構です）。 

1．パッケージデザイン案：立体ダミー 

2．デザインコンセプト（400字以内）：テキストデータ 

3．立体ダミー写真（1点）：画像データ（画素数：タテ420×ヨコ595ピクセル［72dpi以上］／画像サ

イズ：500キロバイト以下／データ形式：jpg/RGB） 

4．出品票：下記URLより出品票のフォーマットをダウンロードし、上記2と3を記載のうえ出力してく

ださい。 
※2と3をCD-ROMに格納してご提出ください。 

※1の立体ダミーの提出にあたっては、実際の食材のない状態でご提出ください（食材が入った状態での提出は、液

漏れ、カビ、腐敗等の原因になります）。 

※【希望のあった企業等についてのみ】パッケージデザインだけでなく、ネーミング（商品名）やキャッチコピー、企業ロゴ、

バリエーションや商品プロモーションなどの展開例（A4サイズ）をあわせて提案いただいても結構です。 

※品質表示やバーコードなどの表示はない状態で結構です（実用化・商品化の際に入れます）。 

 

●作品提出期間 

10月28日（水）〜30日（金）必着 ※日にち指定で送付ください。 

 

●提出先・問合せ先 

〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F 

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）内 

「おいしい東北パッケージデザイン展」事務局 

TEL.03-5770-7509 FAX.03-3749-7509 E-mail. oishii@jagda.or.jp 

 

●審査員 

畠山 敏（アートディレクター、クリエイティブディレクター／審査委員長） 

梅原 真（デザイナー） 

加藤芳夫（公益社団法人日本パッケージデザイナー協会理事長） 

左合ひとみ（グラフィックデザイナー） 

福島 治（グラフィックデザイナー） 

参加企業等関係者［自社商品のみ審査］ 

東北経済産業局担当者 
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●賞など 

（１）最優秀賞（グランプリ） …… 1点（優秀賞10作品から1点選出）［賞状・記念品］ 

（２）優秀賞 …… 10点（部門を問わず、各商品の入選作品から1点選出）［賞状・記念品・副賞］ 

  ・東北経済産業局長賞 

  ・東北農政局長賞 

  ・青森県知事賞 

  ・岩手県知事賞 

  ・宮城県知事賞 

  ・秋田県知事賞 

  ・山形県知事賞 

  ・福島県知事賞 

  ・東北経済連合会長賞 

  ・日刊工業新聞東北・北海道総局長賞（以上、予定） 

（３）優秀賞ノミネート ……… 20点程度（部門を問わず、各商品の入選作品から2点程度選出） 

（４）学生優秀賞 ……… 6点（学生部門の入選作品から、各審査員が1点ずつ選出）［賞状・記念

品］ 

（５）審査員賞 ……… 5点（部門を問わず、入選作品から外部審査員が1点ずつ選出）［賞状・記

念品］ 

（６）入選 ……… 200点程度（部門を問わず、全応募作品から選出） 
 

※受賞作品および入選作品は、展覧会において展示するとともにカタログに掲載します（希望者

のみ、カタログに連絡先を掲載いたします）。昨年のカタログはウェブサイトからダウンロードする

ことができます。 

 http://www.jagda.or.jp/oishii/2014catalog.pdf 

※受賞作品および入選作品の応募者は、展覧会において、ビジネスカードを設置・配布すること

ができます。 

※受賞作品および受賞者の情報は、東北経済産業局を通じて報道関係者にリリースを配信し、

各媒体において記事として取り上げることを依頼します。 

※受賞者は、12月1日（火）にホテル法華クラブ仙台で開催する表彰式に出席いただきます（同時

に開催する交流会にご招待いたします。ただし、交通費は自己負担とさせていただきます）。 
 

●発表・展覧会 

「おいしい東北パッケージデザイン展2015」 

会期：2015年11月27日（金）〜12月1日（火） 

会場：東京エレクトロンホール宮城 5F展示室（仙台市青葉区国分町3-3-7） 入場無料 

展示作品：受賞・入選作品200点程度（予定） 

※2016年3月、東京ミッドタウン・デザインハブ（東京・六本木）にて巡回展示します。 
 

●採用作品の実用化・商品化について 

・原則として、優秀賞作品の実用化・商品化をめざします（ただし、経済的・物理的要件等を総合

的に判断し、優秀賞ノミネート作品（2点程度）の中から実用化・商品化することがあります）。 
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・採用作品の応募者は、当該作品の実用化・商品化に向けて、継続的に作業を行うものとします

（実用化・商品化の作業にあたり、企業見学をしていただきます。初回訪問時の交通費・宿泊費

は主催者が支給いたします）。 

・採用作品の実用化・商品化にあたり、応募者と企業等は当該デザインの使用条件（知的財産権

の帰属や対価）に関する契約を締結します。具体的な条件は、当該事業の主旨と目的を鑑み、

応募者と企業等が条件を協議して決定するものとします。 

・実用化・商品化にあたっては、意匠および商標登録を支援します。 

・事務局と知的財産の専門家が、上記に必要な仲介および支援を行います。 

 

●注意事項 

・応募作品は、未発表のオリジナル作品で、第三者の知的財産を侵害していないものに限ります

（権利侵害が判明した場合は、受賞後であっても取り消すことがあります）。 

・応募者は、応募作品の意匠および商標について、提出前にある程度の類似調査をしてくださ

い。 

 参考サイト：「特許情報プラットフォーム」（J-Plat Pat） 

 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

・応募作品の著作権は、創作者に帰属します。 

・主催者は、受賞作品および入選作品を展示・巡回し、カタログ、パンフレット、ウェブサイト等に

掲載するとともに、その他、本事業および公的な目的において公表することができます。 

・応募作品の制作や郵送に要する経費は、応募者が負担するものとします。 

・応募作品は返却しません（ただし、事前に申し込んだ希望者にのみ、着払いで返却）。 

・応募作品によって生じたトラブルについて、主催者は一切責任を負いません。 

・本展で入手した個人情報は、主催者ならびに主催者の委託を受けた者が当該事業の実施に必

要な範囲でのみ利用し、本人の許諾なしに第三者への提供等は一切しません。 

・参加企業等への直接のお問い合わせはしないでください。 

 

 

主催：東北経済産業局 

共催：公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA） 

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

パッケージデザイン協会、日刊工業新聞東北・北海道総局、河北新報社、NHK仙台放送局、

仙台放送、東北放送、KHB東日本放送、宮城テレビ放送、（以上、予定） 

 

 

ヒアリングシート、エントリーフォーム、各種フォーマット・詳細情報は、ウェブサイトをご覧ください。 

oishiitohoku.jagda.or.jp 
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平成27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2015」開催要項 

 

 

１．目的 

東北地域の魅力ある商品に対するパッケージデザイン等を公募・展示することにより、東北ならでは

のデザイン等を創造し、中小企業等におけるデザイン等の活用による商品の販売促進とブランド化

を支援するとともに、東北地域におけるデザイン等に対する意識を啓発し、デザイン等の創造・保

護・活用を促進することを目的とする。 

 

２．主催 

東北経済産業局 

 

３．共催 

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 

 

４．後援（予定） 

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、公益社団法人日本パッケージデザ

イン協会、日刊工業新聞東北・北海道総局、株式会社河北新報社、NHK仙台放送局、株式会社仙

台放送、東北放送株式会社、KHB 東日本放送、株式会社宮城テレビ放送 

 

５．参加企業等・対象商品 

［食品］ ①青森：（株）マルヌシ「いか三升漬」 

 ②岩手：北緯四十度のまち（株）「盛岡冷麺」 

 ③岩手：藤勇醸造（株）「しょうゆ糀」 

 ④岩手：（有）松勘商店「花泉産ひとめぼれ」 

 ⑤宮城：（株）岡清「たこのやわらか煮」 

 ⑥宮城：（株）ささ圭「手わざ笹かまぼこ『希望』」 

 ⑦宮城：奥州白石温麺協同組合「白石温麺食べくらべセット」 

 ⑧山形：三和油脂（株）「コメーユ」 

 ⑨福島：あぶくま食品（株）「旨さの極みきゅうり」 

［日用品］ ⑩秋田：美郷町観光協会「美郷雪華ルームフレグランス」 

 

６．展覧会 

会 期： 2015年11月27日（金）〜12月1日（火）10:00〜19:00 

会 場： 東京エレクトロンホール宮城 5階展示室 

     〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-7 

     ※2016年3月、東京ミッドタウン・デザインハブ（東京・六本木）に巡回。 

別添３



- 2 - 

 

募集期間： 2015年9月1日（火）〜10月30日（金） 

      ・エントリー期間： 9月1日（火）〜10月16日（金） 

      ・作品提出期間：  10月28日（水）〜10月30日（金） 

 

７．表彰式 

会 期： 2015年12月1日（火） 

会 場： ホテル法華クラブ仙台 1階「ハーモニーホール」 

 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-11-30 

同時開催： 「おいしい東北パッケージデザイン展2015フォーラム」 

 

８．審査会 

日 時： 2015年11月10日（火）13:00〜19:00 

会 場： 東京ミッドタウン・デザインハブ 

   〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F 

 

９．表彰・入選（展示作品） 

最優秀賞（グランプリ）： 優秀賞から1点選出 

優秀賞：    各対象商品の入選作品から1点選出（計10点） 

       東北経済産業局長賞  秋田県知事賞 

       東北農政局長賞    山形県知事賞 

       青森県知事賞     福島県知事賞 

       岩手県知事賞     東北経済連合会長賞 

       宮城県知事賞     日刊工業新聞東北・北海道総局長賞（以上、予定） 

優秀賞ノミネート： 各対象商品の入選作品から2点程度選出（計20点程度） 

学生優秀賞： 学生の入選作品から審査員が各1点選出（計6点） 

審査員賞：  入選作品から外部審査員が各1点選出（計5点） 

入 選：   全応募作品から合計200点程度 

 

10．募集の詳細 

別に定める「おいしい東北パッケージデザイン展2015」募集要項による。 
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平成27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2015フォーラム」開催要項 

 

１．目的 

東北地域におけるデザイン等に対する意識を啓発し、デザイン等の創造・保護・活用の促進と制

度普及を図るとともに、関係者のネットワークの構築を図ることを目的とする。併せて、「おいしい東

北パッケージデザイン展2015」における優秀作品を表彰する。 

 

２．主催 

東北経済産業局 

 

３．共催 

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会 

 

４．後援（予定） 

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、公益社団法人日本パッケージ

デザイン協会、日刊工業新聞東北・北海道総局、株式会社河北新報社、NHK仙台放送局、株式

会社仙台放送、東北放送株式会社、KHB 東日本放送、株式会社宮城テレビ放送 

 

５．日程・会場 

名 称：「おいしい東北パッケージデザイン展2015フォーラム」 

    （同時開催：「おいしい東北パッケージデザイン展2015」表彰式） 

日 時：2015年12月1日（火）13:00〜19:00（時間は予定） 

    ・フォーラム   13:00～16:30 

    ・表彰式・交流会 17:00〜19:00 

会 場：ホテル法華クラブ仙台 1階「ハーモニーホール」 

    〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-11-30 

 

６．参加等 

対象者：中小企業経営者、デザイナー、学生、公的機関・大学等の専門家、流通・小売関係者、 

     印刷・包装資材関係者、行政関係者、各種デザイン関連団体、各種中小企業等支援機 

     関 等 

定 員：・フォーラム   200名 

    ・表彰式・交流会 100名 

参加費：・フォーラム   無料 

    ・表彰式・交流会 5,000円（予定）※表彰式のみの場合、無料で参加可 
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７．内容 

第1部「『TOHOKU×デザイン』フォーラム2015」 

（1）基調講演 

・テーマ：（未定） 

・講演者：山崎 亮（コミュニティデザイナー） 

 

（2）前年度商品化事例報告 

・報告者：商品化した企業より数社 

 

（3）パネルディスカッション 

・テーマ：（未定） 

・パネリスト：中小企業経営者．審査員デザイナー、バイヤーなど 

 

第2部「おいしい東北パッケージデザイン展2015」表彰式・交流会 

（1）表彰式 

・各賞発表 

・賞状・記念品・副賞授与 

・記念撮影 

 

（2）交流会 

・企業、デザイナー、関連業界（印刷・包材など）の出会いの場の創出 



別添５

「おいしい東北パッケージデザイン展２０１４」支援対象商品実用化状況

商品名：「みちのく塩辛」
リンゴ果汁入り塩辛

企業名：(株)八葉水産（宮城県気仙沼市）
販売日：平成２７年３月販売開始

商品名：「ａｐｐｒｉｍｏ」
スパークリング果汁りんご１００％

企業名：タムラファーム(株)（青森県弘前市）
販売日：平成２７年３月販売開始

商品名：「夕日の恋物語」
トマトとプラムワインゼリー

企業名：(株)岩城（秋田県由利本荘市）
販売日：平成２７年４月販売開始

○発売に向け準備中の商品

商品名：「黄金甘藷」
ほしいも

企業名：(有)ムカエあぐりらんど
（岩手県一関市）

商品名：「食楽（くら）ポン酢」
ポン酢

企業名：(株)浅沼醤油店（岩手県盛岡市）

商品名：「サバだしラーメン」
ラーメン（サバ塩焼き付）

企業名：山徳平塚水産(株)（宮城県石巻市）

商品名：「枝豆ショコラ」
チョコレート菓子

企業名：(有)グローバルアイ（山形県鶴岡市）

商品名：「いしかわ牛ビーフシチュー」
企業名：石川地方農業振興協議会

（あぶくまいしかわ農業協同組合）
（福島県石川町）


