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コンセプト

デザインマッチング事業

群馬県立女子大学
文学部 美学美術史学科
デザインゼミ

ピコファーム
沼田市白沢町高平 1546-1
TEL：090-2532-5887　FAX：0278-53-3604
https://www.picofarm.net

群馬県内教育機関と企業との

群馬県では、デザイン制作を希望する「県内

教育機関の学生」と自社の商品開発力強

化に取り組む意欲のある「県内企業」とのマッチ

ングの場を設け、「企業」「学生」の産学連携で

デザイン制作に取り組む「デザインマッチング事

業」を平成 23 年度から実施しています。令和２

年度は、教育機関３校と県内企業３社がコラボ

レーションし、企業と学生が打合せを重ねながら

商品開発を行いました。

◉ピコファーム   群馬県立女子大学　　

◉㈲下山製作所   中央情報大学校
  前橋工科大学

◉㈱北毛久呂保   中央情報大学校

収穫体験の楽しさが伝わるチラシを目指
しました。小さな子どもの微笑ましい姿
をチラシに入れ、誰もが思わず手に取っ
てしまいたくなるデザインにしました。

さつまいもの収穫体験宣伝用チラシ
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コンセプト

コンセプト

中央情報大学校
クリエイティブデザイン学科

前橋工科大学
総合デザイン工学科
プロダクトデザイン研究室

中央情報大学校
クリエイティブデザイン学科

㈲下山製作所

㈱北毛久呂保

桐生市菱町 1-593-1
TEL：0277-40-1377
FAX：0277-40-1388
h t t p s : / / k a k o u y a .
shimoyamaseisakusho.
com

利根郡昭和村橡久保 588
TEL：0278-24-1101
FAX：0278-22-7061
https://www.kuroho.com

一つひとつ個性あふれるデザインに仕上がりました。商
品の使いやすさだけではなく、インテリア雑貨としても
楽しむことができる蚊取り線香立てです。

可愛らしい書体とイラストを用いてパッケージをデザイ
ンしました。また、ユニークなキャッチコピーをつけるこ
とで、覚えやすくて見つけやすい商品に仕上げました。

〜ちょこっとにゃくっと〜フルーツこんにゃく

蚊取り線香立て
Fashionable Gunma

商品プロデュース事業

Fashionable…Gunma…商品プロデュース事業は、「県内ものづくり事業者」と「専

門家（クリエーター、デザイナー等）」とのマッ

チングを行い、デザインの戦略的な活用に

よる製品の高付加価値化および販路開拓を

支援しています。

　プロジェクト２年目となる令和２年度は、

県内９社が参加し、デザイナーと共に商品

開発やブランド力の向上に取り組みました。

◉小さなパスタ屋マカロニ

◉ nunology

◉㈲シャルマン

◉㈱北毛久呂保

◉村田刺繍所

◉ラヴェリテ㈱

◉加栄レース㈱

◉㈱ワークステーション

◉㈱島田製作所

Coordinator :
一般社団法人みんなのラウンジ
代表理事　星野麻実

Director :
株式会社 Culture Generation Japan
代表取締役　堀田卓哉

https://design-produce.pref.gunma.lg.jp

 商品プロデュース事業
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有限会社シャルマン
化粧品　雑貨企画販売
伊勢崎市境下武士 2255-4
TEL.0270-70-1558

株式会社北毛久呂保
食品製造（こんにゃく・惣菜）
利根郡昭和村橡久保５８８
TEL.0278-24-1101

商品説明  用途に応じて両面使い
異なる加工のシルクをスポンジの両面に用いています。片面
はネットシルクで泡立てやすく、もう片面は羽二重シルクでふ
き取ることで余分な角質を落とし滑らかなお肌に。

コンセプト  洗練されたパッケージ
自然を意識した優しい色合いのパッケージにリニューアル。ま
ゆ美の表記を「ＭＡＹＵＢＩ」とすることで、シルクが持つ洗
練されたイメージを表現しました。

商品説明  ヘルシーなのに美味しい満足感
ジャーキーのようなしっかりとした噛み応えで、噛めば噛むほ
ど口の中にジュワッと風味が広がります。美味しいのにこん
にゃくだからヘルシー。間食・おつまみのスナックにどうぞ。

コンセプト  女性も気軽に手に取れる
地元のお土産として好評の「かみかみこんにゃく」を、食べや
すい一口サイズの新商品に。女性向けの可愛らしいパッケー
ジへ一新しました。

愛され顔 シルクパフ　ＭＡＹＵＢＩ
パッケージのリニューアル
デザイナー ▶ 馬場 早苗  

かみかみこんにゃく　
パッケージのリニューアル
デザイナー ▶青木 マサアキ  

キレイを生活習慣に

ダイエットに、美味しいかみごたえをnunology
リンパ浮腫による滲出液の専用吸収シートの企画・製造・販売。
前橋市千代田町 2-7-10-304
TEL.080-1190-4195

商品説明     がんの後遺症・合併症による滲出液専用の吸収シート。華やか
で優しいデザインの柔らかい布製で洗って繰り返し使えます。

コンセプト     やさしいイメージを体現したロゴ
とりこっとんのロゴをリニューアル。「空色」をベースカラーに、カラフルでやさ
しいイメージへと一新。この空色は、代表が亡妻に見せてあげたかったという
思いを大切にしています。

コンセプト     BtoBに向けの新ロゴも開発
対になる色違いのロゴは、BtoBで展開する「とりこっとん…orinus」のロゴ。タ
テの糸とヨコの糸が布を織りなすように、提携企業と手と手を取りあって末永
い関係を構築していきたいというビジョンを表現しています。

とりこっとん　ロゴのリニューアル
デザイナー ▶ 馬場 早苗  

「布でやさしさを科学する」
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小さなパスタ屋　マカロニ
食品製造・飲食店
高崎市井出町 628-3
TEL.027-372-5117

商品説明  人気のパスタソースを冷凍に
「週に一度は家族でイタリアン」をコンセプトに、自慢のパス
タソースを冷凍にして４週間分・合計１２食のギフトセットに
しました。

コンセプト  ご贈答にもぴったりのデザイン
パッケージデザインを子育て世代向けにリニューアルし、自
宅用でもプレゼントでも楽しくなるようなデザインに一新しま
した。

パスタ・ソースセット
パッケージ・リーフレットの
リニューアル

プロのキッチンから本物イタリアンを食卓へ。

デザイナー ▶ 馬場 早苗  
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ブランドパネル

400×400mm

加栄レース株式会社
レース生地・インテリア製品の製造販売
桐生市広沢町 7-5281-1
TEL.0277-52-5652

株式会社ワークステーション
精密板金・プラスチック部品製造・加飾木材製品供給
太田市新田嘉祢町 150-7
TEL.0276-55-0958

ラヴェリテ株式会社
ランジェリー・下着類 企画デザイン、製造
女性用下着類小売販売
高崎市江木町 1696
TEL.027-345-6262

商品説明  世界も注目、特殊なラメ生地
角度によって見た目が変化する、繊維の街桐生の技術が集
結した特殊なラメ生地は、海外のトップブランドにも採用さ
れています。

コンセプト  生地ブランドにリブランディング
フランス語の“TRICOTER（編む）”＋“LUMIÉRE（光）”か
らなる造語「TRICOLUM（トリコリュム）」と名づけ、プロダ
クト発信だったブランドを生地ブランドとしてリブランディン
グしました。

商品説明  精密板金加工の技術力を活かし、木材、金属、
プラスチックで新しいアートを創造する工房…利八。加飾技術
を活かし、木製ぐい呑みに、焼き付けによる意匠を施すこと
で浮造りにより個々に異なる風景を生み出すことができます。
さらに試作を重ね、商品化を目指します。

コンセプト  加飾技術で木目を更に引き出すデザインにしま
した。

商品説明  目で肌で色を楽しみながら芯から心から暖まる
新しい…HARAMAKI…/…MOMOHIKI…ブランド　KSN…GSN…
カサネガサネ. 。「和装」「洋装」「男性」「女性」の隔てなく
いつでも着用できる世界初のシルクインナーです。カサネの
部分は大きく伸びる仕様でストレスなく開口でき目的に合わ
せた着用が可能です。※意匠登録出願中

コンセプト  古き良き日本の色を楽しむ
平安時代の…「襲色目（かさねいろめ）」という色彩様式が色
選択のベースです。自然の豊かな色彩から得られる安らぎと
豊かさを手軽に取り入れることができます。

TRICOLUM　ブランディング
デザイナー ▶ 福嶋 賢二  

利八酒器シリーズ　新商品の試作
デザイナー ▶ 清水 朗  

KSN GSN カサネガサネ . 
シルクレギンス／腹巻　
商品プロデュース

糸と光で編んだ生地

技と木目が生み出した酒器色に喜びを、心に温もりを

村田刺繍所
アパレル向けの刺繍加工・小物雑貨等の刺繍加工、
刺繍アクセサリーの製造
桐生市三吉町 2-7-34
TEL.0277-46-2717

商品説明  気分に合わせて自由につなげる
刺繍のモジュールパーツを工具などを使用せずに繋ぎ合わせて構成
できるアクセサリーブランドです。長さを自在に調整できるため様々
な装いにお使いいただけます。

商品説明  手洗い可能で、金属アレルギーにも安心
金具を使用していないため、肌ざわりが優しく軽量で手洗いが可能なア
クセサリーです。金属アレルギーの方も安心してお使いいただけます。

コンセプト  自然をモチーフにした優しいデザイン
自然の中で見つけた小さな発見をモチーフに「小枝」「小雪」「小花」
の３つの商品ラインナップで構成されています。

ししゅうつなぎ　商品プロデュース
デザイナー ▶ 秋山 かおり  

‘ 刺繍 ’ がつなぐ、だれか / どこか / いつか。

デザイナー ▶ 秋山 かおり  
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ダイニデザイン室
青木 マサアキ

群馬県前橋市

株式会社ソルトコ
福嶋 賢二

兵庫県

ento株式会社
馬場 早苗

群馬県太田市

株式会社ALLOY
山崎 勇人

東京都

UOVO…DESIGN
清水 朗

群馬県太田市

uovo@tohgoku.or.jp

デザイナー　一覧　

STUDIO…BYCOLOR
秋山 かおり

東京都

株式会社島田製作所
金属深絞りプレス加工
高崎市双葉町 11-17
TEL.027-322-5526

商品説明  新しい時代の抗菌性能
ボールペンのボディは抗菌性のあるステンレスを採用。衛生的な現場で
のプロユースを念頭に置いた製品設計でパーツすべてが金属製です。

コンセプト  清潔で無垢なデザイン
抗菌ボールペン「ＫＡＳＡＲＯ（カサロ）」が持つ“清潔”や“無垢”といった
イメージが連想されるようなロゴに一新し、リブランディングを行いました。

コンセプト  洗練されたプロの風格
パッケージも白を基調としシンプルで清潔感のあるデザインにリニューア
ル。プロユースでありながら、デザイン性を兼ね備えた商品へ生まれ変
わりました。

ＫＡＳＡＲＯ ロゴ・パッケージのリニューアル
デザイナー ▶ 山崎 勇人  

“ 清く” 書く時代のボールペン。

繊維、木工、食品、地酒、伝統工芸品など、

県内の地場産業の“Fashionable”な情報をお届けします。

ぜひ、フォローして、群馬県内の「Fashionable」なものを

#fashionable_gunmaを付けて投稿してください。

「Fashionable Gunma」
インスタグラムアカウント
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群馬県産業デザイン振興協議会　事務局
（群馬県産業経済部地域企業支援課内 ）
〒371-8570　群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

TEL.027-226-3358


