
　　　　　　期　　間 ： 令和元年11月14日（木）～17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（１階）

　　　　　　　　　　　② 工芸デザイン部門 ギャラリーA（１階）

　　　　　　　　　　　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（１階）

　　　　　　　　　　　④ 空間デザイン部門【建築】 しいのきプラザ（１階）

※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

テーパネジ容器 伸晃化学株式会社
伸晃化学株式会社
　上坊寺　貴大、土井　淳史

金沢市長賞
空間デザイン部門(建築)

輪島KABULET
株式会社五井建築研究所

豊蔵・里谷特定建設工事共
同企業体、宮地組、上野組

石川県商工会議所連合会会頭賞
空間デザイン部門（インテリア）

一笑
ヨシダ宣伝株式会社
　吉田　篤史

石川県商工会連合会会長賞
工業デザイン部門

FUJITSU　Image　Scanner
fi-800R

株式会社PFU

ＰＦＵテクノコンサル株式会社
　佐伯　有果
ブルーコデザインスタジオ
　橋本　修二

石川県デザイン協議会会長賞
空間デザイン部門(建築)

桜木幼稚園

稲荷明彦建築研究室、有限会
社宮坂設計、合同会社多和良
屋

株式会社トーケン

公益財団法人石川県デザインセンター理事長賞
コミュニケーションデザイン部門

loopbaan（ループバーン）
横山真紀デザイン室
　横山　真紀

株式会社谷口

石川県デザイン展開催委員会委員長賞
工芸デザイン部門

KISEN　共木付薬籠構造　茶筒
株式会社我戸幹男商店

ＵＭＥＮＯ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社
　梅野　聡

一般社団法人石川県鉄工機電協会会長賞
工芸デザイン部門

大福寺石火鉢/大福寺石拡音器
中島石材店
　中島　正士

公益社団法人石川県観光連盟理事長賞
空間デザイン部門(インテリア)

モバイル屋台　TSUKIMI
金沢工業大学川﨑研究室

一般社団法人石川県物産協会会長賞
コミュニケーションデザイン部門

おはなしのつづき
細川　真衣
細川　理衣

デザケン
　橋本　謙次郎

株式会社北國新聞社社長賞
コミュニケーションデザイン部門

SPACE　VALUE　HOLDINGSのCI･
VI

電通西日本　金沢支社
　木下　芳夫

北陸放送株式会社社長賞
工芸デザイン部門

「能登上布」の日常スタイイル
株式会社山崎麻織物工房

第４６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 スクエアタイプ　腕時計 有限会社シーブレーン

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

CNC複合精密旋盤　XYT-51
高松機械工業株式会社
　新元　翔太

株式会社さとやま設計社
　岩井　庸之介

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 宙の間に遊ぶ駒
中村功・亜紀子陶房
　中村　功

石川県伝統産業振興協議会会長賞 端反椀 島川　千世

石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会理事長賞
Kamahachi Kenzan
 『Voronoi』

株式会社金森合金
　高下　裕子

株式会社雪花
　今西　康暢

山中漆器連合協同組合理事長賞 ビアカップ 松本　いづみ

輪島漆器商工業協同組合理事長賞 梅紋鉢 中平　美彦

金沢漆器商工業協同組合理事長賞 太陽の花 吉田　純鼓

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 EraL ブランドポスター
電通西日本　金沢支社
　木下　芳夫

石川県印刷工業組合理事長賞 デザインの木
ＭＡＴＳＵ
　松澤　桂

石川県洋紙会会長賞 野菜古民家
ＭＡＴＳＵ
　松澤　桂

石川県屋外広告業協同組合理事長賞 human value．
ＭＡＴＳＵ
　松澤　桂

金沢広告協会会長賞 PHARMACEUTICAL LAB/予告
ＭＡＴＳＵ
　松澤　桂

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 日月（屏風）
有限会社錦芳堂
　永嶋　明

石川県インテリアデザイン協会小松喨一賞 ASHITO
株式会社宝来社石川
　前川　克史

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 看護小規模多機能あわらんち 株式会社空環境計画 株式会社大窪工務店

一般社団法人　石川県建築士会会長賞 津幡の家 中宮紘也建築事務所 株式会社　橋本工建

一般社団法人　石川県建築設計監理協会会長賞 ＥＰＩＣＵＲＥＡＮ．
有限会社Ｅ．Ｎ．Ｎ．一級建築
士事務所

みづほ工業株式会社

一般社団法人　石川県建設業協会会長賞 辻家庭園　別邸 株式会社　浦建築研究所 株式会社　表組

一般社団法人　金沢建設業協会会長賞 白帆台の家Ⅱ 株式会社トイットデザイン 兼六建設株式会社

石川県建設産業連合会会長賞 いっぱいの空と森の豊かさを感じる家 Ｈａｍａｍｏｔｏ建築研究室
ハウジングアドバイザー　イ
タガキ

　　【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 ： 令和元年11月14日（木）～17日（日）

　　　　　　場　　所 ： 石川県政記念しいのき迎賓館　　２階　ガーデンルーム

　　　　　　　　　　　　　　【第１部】　大学／短期大学／専門学校

　　　　　　　　　　　　　　【第２部】　高等学校

賞 作品名 出品者名 学校名

石川県教育委員会賞 猫に小判 端田　涼花 金城大学短期大学部

金賞 3世代が集う～まちのまんじゅう屋～ 越野　悠太 金沢科学技術大学校

銀賞 アリ専門ペットショップ　ANT
吉田　隼人、中川　花野
根耒　涼平、広田　芳樹

大原情報デザインアート専門学校金沢校

銀賞 めくりこ 吉田　日向子 金城大学短期大学部

銀賞
雪囲いベンチ-旧北陸道沿い龍ヶ峰城趾公
園を活用した 山森集落の活性化に向けて
の創造

熊澤研究室 石川工業高等専門学校

銅賞 ｢いしかわのようもう｣販売促進活動 広根ゼミ 金沢学院大学

銅賞 Rent a Farm ～育てる・つなぐ～ 上坂　光 金沢科学技術大学校

銅賞 風鈴屋　音風 五十田　あかり 金沢美術工芸大学

銅賞 森の音 林　照翁 金沢科学技術大学校

銅賞 露店の建築化
内井　一茶、奥野　弥櫻、竹田　陽太
辰巳　佳大、中野　さつき、東　凌雅
一二三　亮昌

石川工業高等専門学校

奨励賞 コトノハナ郵便舎 信木　普合 金城大学短期大学部

奨励賞 vortex 田畑　奎人 石川工業高等専門学校

奨励賞 結　一段差をつくり、結ぶいえ 角田　美和 金沢科学技術大学校

奨励賞 ライフスタイル×縁起物　ENGIMON
角屋　葵、金津　翔太、小西　美穗
笹木　航平、平山　愛梨、道下　夏未

大原情報デザインアート専門学校金沢校

奨励賞 かなざわ時計
デザイン科視覚デザイン専攻2年生
(2018年時点)

金沢美術工芸大学

第４６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／短期大学／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 2021全国高等学校体育大会ポスター 大澤　晴 石川県立金沢辰巳丘高等学校

金賞 和トリョーシカ 五十嵐　理帆 石川県立工業高等学校

銀賞 Float Beehive Loop
浦島　理梨子、小川　優真
寺田　優衣、閨谷　陸、松本　琉雅

石川工業高等専門学校

銀賞 最果て 三井　里佳子 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銀賞 箏音 北村　珠美 石川県立工業高等学校

銅賞 辰巳祭ポスター 塚野　麦 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銅賞 流れにコミットする
徳成　奏夢、上田　寛也、木下　紗希
志浦　主馬、丸岡　鳴

石川工業高等専門学校

銅賞 辰巳アートフェスティバルポスター ホフマンチャーリー美架 石川県立金沢辰巳丘高等学校

銅賞 九谷色絵陶板「うさぎ」 前坂　樹里 石川県立寺井高等学校

銅賞 学校祭ポスター 吉岡　沙月 石川県立羽咋工業高等学校

奨励賞 巡る温泉巡る交流 山下　千奈、木下　紗希、藤田　千紘 石川工業高等専門学校

奨励賞 今と昔の融合 牧野　恭祐 石川県立小松工業高等学校

奨励賞 九谷色絵隅切長角大皿「歯車」 眞田　芽依 石川県立寺井高等学校

奨励賞 相異層合
安良田　真大、池田　華梨、押田　涼
長井　翔吾、中野　七保、山下　千奈

石川工業高等専門学校

奨励賞 学校をデザインする 建築科3年　校内整備　班 金沢市立工業高等学校


