［ごあいさつ］
大変さわやかな季節を迎えておりますが、本日、
多くのご来賓の皆様方をお迎えして、
「富山デザ
インウエーブ2013」
をこのように盛大に開催でき
ますことは、
誠に喜ばしく、
心からお礼申しあげます。
さて、近年、価値観やライフスタイルが多様化
し、
ものづくりには、機能性やコストに加え、生活
に潤いやぬくもりを与える優れたデザインが、
ます
ます重要になってきております。富山県では、産
業分野での活力となるよう、
デザインの振興とそ
の活用に早くから着目し、
さまざまな事業を積極
的に進めてまいりました。
なかでも、
このデザインウエーブ事業は、
「富山
から世界に発信するデザインムーブメント」
として
1990年に開始し、今年で24回目を迎えます。
こ
の間、今回で20回目となる優秀な作品の商品
化を支援する「富山プロダクトデザインコンペ
ティション」
を核として、
ワークショップ、展示会な
ど、多彩な企画を実施してきております。また
2009年
（H21年）
には産業活性化を目的とした
デザインイベントとしてグッドデザイン賞を受賞す
るなど、全国的にも高い評価を得ております。
今回のデザインウエーブでは、商品化を目的と
した
「富山プロダクトデザインコンペティション」
に
おいて、
「 祝いの品」
をテーマに募集をしたところ、

富山プロダクトデザインコンペティション２０１３

P3

概要
作品紹介
パネルディスカッション
デザインウエーブから商品化された作品
コンペを振り返って

299点もの応募をいただきました。昨日公開審査
会が行われ、
この中から
「とやまデザイン賞」等が
決定しました。本日は、最終審査に残った優秀作
品11点の作品を紹介しております。この他にも、
３名の講師をお迎えしてデザインセミナーを開催

富山プロダクトデザインコンペティション20周年記念

デザインウエーブ23年間の軌跡と展望

P13

展示概要

するほか、
デザインウエーブ23年間の軌跡と展

連続フォーラム

望展など多彩な企画を実施します。

デザインウエーブ23年のあゆみ

このデザインウエーブが、
ご参加いただいた皆
様方にとって、
これからの富山県におけるデザイ
ン振興の新たな方向性を見出す参考になるとと

富山マテリアルワークショップ

もに、
デザインが広く人々の生活に潤いをもたら
新名称
富山デザインウエーブ
商品化の機会を提供する

し、県内産業の振興に大きく貢献することを心か

概要

ら期待しております。

作品紹介

おわりに、
「富山デザインウエーブ2013」
の開催
にあたり、
多大なご協力をいただきました関係の皆
様方に対し、
感謝申しあげますとともに、
本日ご列
席の皆様のご健勝、
ご活躍を心からお祈り申しあ

デザイナーと県内企業のマッチングを行う

これからのデザインを探求する

今年で23回を迎える
「デザインウエーブイン富山」
は、名称を
「富山デザインウエーブ」に変更
しました。
それに従い、新たなロゴデザインを掲げ、更なる飛躍に挑戦いたします。
シンボルマー
クは3つの使命を象徴としたデザインにしました。
ロゴタイプは小文字表記とし、人と人とのつな
がりを生み出す事をイメージさせる、
やさしい印象にしました。
また、事業概念をマークに盛り込
み、
「富山で生まれる、次のデザイン。」
を生み出す事業として進化し続ける事を約束いたします。

01

P17

げます。
平成25年10月2日

富山県知事

富山デザインウエーブ2013展

P21

富山プロダクトデザインコンペティション２０１３作品展
富山マテリアルワークショップ作品展

石井 隆一

富山デザインウエーブ2013
オープニングセレモニーにて
平成25年10月2日
（水）
ウイング・ウイング高岡 １階交流スペース

デザインウエーブ23年間の軌跡と展望展
富山プロダクツ２０１３展
デザイナー10人の祝いの品
関連イベント

2013

02
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ペティション」。全国で初めて
「商品化」
を前提としたコンペ

6月1日〜7月31日 応募登録、作品受付

ンターが協同で取り組み、
これまで応募作品から生まれた商
品は30点以上にもなります。
しかし、
「賞を取ったら、商品化
されたら、終わり」
ではありません。デザインコンペをきっかけ
に、企業とデザイナーが「ロングライフな関係」
で結ばれるこ
とこそが大事なのです。富山プロダクトデザインコンペティ
ションは、
そういった場の提供、機会の提供を今後とも行っ
ていきたいと考えています。2013年のテーマは
「祝いの品」

査は、デザイナーたち自らによるプレゼン

ても商品化する際に大きな課題が残る、
ア

結果と表彰式の後に開催された交流会。

テーションにより行われました。記念すべき

イデアはいいがデザイン性が懸念されるな

審査員、企業、
デザイナーらが意見交換を

20回目の富山プロダクトデザインコンペ

ど、各作品の一つひとつが具体的に審査

行いました。
それぞれの視点に立った意見

ティションの作品審査とあって、審査員ら

され、手がけたデザイナーたちの将来まで

に、
デザイナーたちも刺激を受ける機会と

の間でも意見が飛び交い、白熱した議論

を見据えた審査内容となりました。

なったようです。

10月1日 2次審査・表彰式
（模型を使ったデザイナーによる
プレゼンテーションの後、各賞を決定。
同日に表彰式および、審査員、企業との意見交換会を開催）
10月2日〜7日 展示会
（富山デザインウエーブ展示会にて、
1次審査を通過した11作品を展示紹介）
10月2日〜 商品化支援
（商品化に向けて企業とのコラボレーションや
販路開拓を支援）

審査員 柴田 文江

でした。スタートから20年目、全国から299点の応募が寄せ
られ各方面から注目されるコンペに育ってきました。

大矢 寿雄

富山プロダクトデザインコンペティション2013

緊張のプレゼンテーション、
そして審査

8月8日 1次審査
（1次審査を通過した11作品と
デザイナー氏名をウェブサイトで発表。
第1次審査通過者には最終審査で提出してもらう
模型の制作支援として5万円を補助）

澄川 伸一
橋田 規子

03

となりました。デザインがどんなに優れてい

テーマ「祝いの品」

SCHEDULE

化にあたっては、
デザイナー、企業、富山県総合デザインセ

1次審査を通過した11作品の最終審

［交流会］

富山プロダクトデザイン
コンペティション2013

今年で20回目の節目を迎えた
「富山プロダクトデザインコン
としてスタートし、多くのヒット商品を送り出してきました。商品

［コンペ最終審査会］

プロダクトデザイナー
（Design Studio S）

●デザイナーによるプレゼンテーション
11作品のプレゼンテーションはデザイナーたち自らが、手がけた作品を直接審査員にアピー
ルするもの。作品だけでなく、
デザイナーの個性やキャラクターも垣間みられる機会となりまし
た。優れたデザインができるだけではなく、
いかにクライアントにわかりやすく、説明できるかと
いうのも、重要な仕事であり自分の役割であることをデザイナーたちが学ぶ機会となりました。

プロダクトデザイナー
（澄川伸一デザイン事務所）
プロダクトデザイナー
（NORIKO HASHIDA DESIGN）
芝浦工業大学デザイン工学部教授
富山県総合デザインセンター所長

2013
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富山プロダクトデザイン
コンペティション2013

とやまデザイン賞
MASU

一合升は、古来から社寺の行事、
おめでたい席での日本酒を呑
む祝盃として使用されてきました。日本酒を呑む道具として日本
人に浸透している升の感覚をアイコンとして保ちつつ、
ガラスの
透明感と内側の柔らかく液体を包む形状が、中に入るお酒の
神聖な美しさを引き立てます。
また、底面に色を加える事で、
どの
ような場所に置いてもMASUの輪郭を際立たせ、新たな道具と
しての印象を引き立ててくれます。
日本固有の酒器、升から世界
の祝いの場を彩るグラス、MASUへの発展をデザインしました。

中村 洋介

YOSUKE NAKAMURA
1985年京都府生まれ。2011年京都市
立芸術大学デザイン科プロダクトデザイン
専攻卒業。同年より、
オーディオメーカー
にてインハウスデザイナーとして勤務。

準とやまデザイン賞
花束から花器に
祝いの余韻

人は
「おめでとう」の想いをこめて
花束を贈ります。花束が、
すずの
メッシュシートで包まれていたら、
ど
んなに素敵でしょう？たとえ小
さくても、大きな花束に負
けないほどのお祝いの表現、
さらに花束は、
そのまま折り曲げ
てグラスに差すことで瞬時に花
器へとカタチを変化できます。驚
きと同時にお祝いの高揚感の余
韻を永く響かせます。心に寄り添
うような、
キラキラと輝く
「すず」、
そ
の「曲がる」
「水が長持ちする」特
性を活かした、
お祝いの花束を花
器へ変化させる
「余韻」のデザイ
ンです。お花屋さん、
ホテルなどで
の販売も想定しています。

松山 美欧

MIO MATSUYAMA
1994年東京都生ま
れ。2013年女子美
術大学プロダクトデザ
イン学科在籍中。

黒木靖夫特別賞
BUSHI no BO

昔からお祝い事の際に重宝される贈り物と
して鰹節があります。
しかし昨今、
その多くは
パックに入った削り節となり、鰹節を削った
ことが無い人も多いのが現状です。贈り物
としてパックの削り節では味気ない。かと
いって鰹節削り器で削るにはちょっと面倒。
もっと手軽に鰹節のよさを感じられ、贈り物
としての特別感も持つ鰹節セットの提案で
す。食べる時に、好きな量、削りたてを味わえ
る。様々な種類の節をセットにすることで、
自
分なりのこだわりを楽しむことができます。日
本の食文化への再考と共に、海を持ち、工
業から水産業まで様々な加工技術をもつ富
山県を象徴するアイテムとしての提案です。

行徳＋金築

GYOTOKU+KANETSUKI
行徳達之・金築尚絵ともに千葉大
学大学院デザイン科学修了後、
Ｇ
ＹＯＴＯＫＵ+ＫＡＮEＴＳＵＫＩとして
活動。04年モナコラックスパック国
際デザインコンペグランプリ、06年
富山プロダクトデザインコンペ準と
やまデザイン賞、07年サンヨー国
際デザインコンペグランプリおよび
技術賞同時受賞、
ＭＵＪ
ＩＡＷＡＲＤ
０１、
ＰＥＬＬＥ+２０１０
（イタリアなめ
し革国際デザインコンペ）
、
ＦＵＪ
Ｉ
ＴＳＵ ＤＥＳ
ＩＧＮ Ａ
ＷＡＲＤ２０１１入選等。
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富山プロダクトデザインコンペティション2013
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富山プロダクトデザイン
コンペティション2013

1

4

通過作品

HIROKI OGAWA

1982年佐賀県生まれ。2007年九州大
学大学院芸術工学府芸術工学専攻修
了。東北大学大学院工学研究科助手。

富山の湯たんぽ
大谷 真佑

5
5

1

デザインシップ虎

デザインシップ虎

埼玉県生まれ。2004年武蔵野美術大学
（株）
ａｓ
ｉ
ｃｓ
工芸工業デザイン学科を卒業後、
に在籍。
シューズデザイナーとして競技用
シューズの商品デザインの他、多くのトップ
アスリートに向けた特注モデルのデザイン
を担当。
その後退社し渡英。13年夏に帰国しフリーランスデ
ザイナーとして本格的に活動開始。
グッドデザイン賞2007、
2008、2011受賞。09年神戸市産業功労者賞。11年都
営交通100周年デザインコンペティション最優秀賞。

小田さやか
（おださやか）
：1993年鹿
児島県生まれ。嶋川萌（しまかわも
え）
：1993年大分県生まれ。藤澤祐
里佳（ふじさわゆりか）
：1993年福岡
県生まれ。共に、福岡デザイン専門学校2年プロダクト・雑
貨デザイン専攻。

2

6

KUMI CLOCK
大宮 明

結婚、
出産、進学、就職など
「新たな暮らし」の機会に贈るも
のとして、富山の素材と技術を活かした組子の時計をデザイ
ンしました。組子細工は主に障子や欄間などの建具に使わ
れます。
その幾何学的で繊細な美しさをもっと気軽に、
そして
和洋様々なインテリアで楽しむことができるように、建具の一
部をすっぽりと抜き出したようなデザインです。一見グラフィッ
クパターンのように見える柄が時刻を表すことで、壁飾りの
ような自然な佇まいとシンプルな時計としての機能を持ちま
す。柄として使われていた組子細工を再編集することで、新
しい商品展開や新規市場開拓・プロモーションのきっかけに
なると考えました。

6

ミニのぼり
trip

子どもの成長を祈って飾るこいのぼり。最近では、大空にた
なびく大きなこいのぼりを目にする機会は少なくなりました。
ミ
ニのぼりは現代の生活の中で気軽に飾ることのできる、小さ
なこいのぼりのクリップです。洗濯物やカーテン、記念写真
や書類の端など、
日常生活の色んな所にくっついて見る人
の心を和ませます。出産祝いに、
お子さんのいるご家庭に、
粋な祝いの品として贈ってみてはいかがでしょうか。

trip

7

メンバーは小井沼桃・中澤亮惣。普
段はメーカーでプロダクトデザインの
仕事をしています。

7

AKIRA OMIYA

1982年北海道生まれ。2004年札幌市
立高等専門学校インダストリアルデザイン
学科専攻科修了。04年同校研究生・産
学官連携プロジェクトのデザインアシスタ
ント。05年プロダクトデザイン事務所勤
務。12年Ａｋ
ｉ
ｒ
ａ Ｏｍｉ
ｙａ Ｄｅｓ
ｉ
ｇｎ設立・フリーランスとして活
動。家電製品、家具、生活用品などのプロダクトデザインを
中心として、製品カラー、
グラフィック、
パッケージ、WEBなど
のデザインに携わる。

MIZUHIKI TOKEI
田中 悠史

古くから贈り物の装飾として使われてきた水引。祝いのシー
ンによって、
その結び方や形が変化する水引をインテリアプ
ロダクトとしてデザインできないかと考えました。祝いの品とし
て、贈られた人たちが素敵な時間を過ごしていけますように、
これはそんな願いを込めてデザインした時計です。

YUSHI TANAKA

2012年多摩美術大学環境デザイン学科
卒業。12年日本インテリア学会第19回卒
業作品展 最優秀作品賞受賞。現在、
イン
テリアデザイナーとして活動中。

3

水引バンド
B6 studio

水引を結んで贈り物をしたことはありますか。
こころを込めて
誰かに贈り物をするとき、
日本では昔から2色の紙紐の結び
に祝いの気持ちを込めてきました。今回、私たちは日常で起
こるさりげない祝いのシーンに着目し、気軽に贈り物に祝い
の気持ちをプラスできるラバーバンドでできた水引をデザイン
しました。2本で1組の水引バンドは贈り物の種類や相手、
シーンによって使い分けられる複数の色の組み合わせを用
意しています。贈る相手と自分を結ぶ気持ちが込められた、
ささやかな祝いの印です。

8

B6 studioは、2010年に設立した多摩美
術大学プロダクトデザイン専攻卒業生数
名からなるデザインスタジオです。個々が
インハウスデザイナーとして仕事をする傍
ら、共同のスタジオを構え活動しています。

富山プロダクトデザインコンペティション2013

花咲く組盃
中島 保久

箱を開けると現れる紅白の花は、見た目そのものでお祝いの
気持ちを伝えます。4つ重ねると、一つの花冠となる漆器の
組盃です。ハレのときや、嬉しいとき、
なにかを祝うときやなん
となく気分がよいとき、家族や親しい人との「ちょっと一杯」
のひとときに華をそえる酒器です。

4

YASUHISA NAKAJIMA

B6 studio

07

唐草フック

ずっと幸せが続くという意味の唐草模様。昔から縁起物とし
て使われてきたその模様をフックにしました。
この唐草フック
ひとつで、物を２つ、
３つ・
・
・と掛けることができ、屋外、室内を
問わず使用できます。室内で帽子やストールをかけてみたり、
屋外で洗った靴を対でかけてみたり。
インテリアのアクセント
にもぴったり。
くるくるとした形、
ポップな色、
やわらかな触り心
地全てがあなたの好奇心をくすぐります。気軽に使えるこの
フックは、生活の中にユーモアを与えてくれることでしょう。ぜ
ひ、
あなただけの唐草模様を描いてみてください。

SHINSUKE OTANI

3

小川 泰輝

アルミ削出しによる極めて薄い引出し。大
切な一枚の手紙を収納する。

明治時代に活躍した工業デザイナーで、富山県高岡工芸
学校の初代校長でもあった納富介次郎がデザインを担当し
た高岡漆器の鯛盆。当時、富山の鯛盆として全国的に流
行したそうです。本作品はそのストーリーはもちろんのこと、現
在も受け継がれる鯛にまつわる富山の祝いの風習へのオ
マージュとしての側面を持っています。祝い事に欠かせない
縁起物「鯛」
そんな鯛をシリコーン製の「湯たんぽ」にしてみ
ました。おめでたい うえに環境にも懐にもやさしい「富山の
湯たんぽ」は実用性のある祝いの品として喜ばれることで
しょう。厳しく冷え込む冬の夜、
えびす様のように立派な鯛を
抱きながら見る夢はちょっぴり幸せなものかもしれません。

2

一枚の引出し

8

1977年東京都生まれ。埼玉県立飯能技
術専門校木工工芸科卒業。家具職人とし
て木工房勤務。2006年ICSカレッジオブ
アーツ インテリアデザイン科Ⅱ部卒業。セ
キデザインスタジオを経て、12年 ＤＯＯＧＳ
ＤＥＳ
ＩＧＮ
（ドーグスデザイン）
設立。家具・生活道具・インテリ
アのデザインを中心に活動中。

2013
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富山プロダクトデザイン
コンペティション2013

富山プロダクトデザイン
コンペティションの20年
富山プロダクトコンペティションは、今年20年の節目を迎えました。
プロダクトデザイナーにとってコンペとは、
どんな場なのか。
デザインを競い合うレースでもありながら、一方で新たな感性や技術との
出会いの場にもなり得ます。
この20年間を振り返りながら、
コンペに参加することの意義について語り合いました。
［日時］
2013年10月1日
（火）
［会場］
ホテルニューオータニ高岡4F 鳳凰の間
［パネラー］
柴田 文江、澄川 伸一、橋田 規子、大矢 寿雄
［モデレーター］
桐山登士樹
（富山県総合デザインセンターデザインディレクター）

コンペ、
プレゼンテーション、審査を通じてデザイナーたち
も互いの作品や技術に触れることで交流が生まれてい
きます。
コンペに参加することで、
自分のデザインにない
もの、
自分の思いつかなかった技術に出会えるのです。

splash
［傘たて］

橋田■デザイナーは、
まず生活者であるこ

シリコーンゴム製のコンパクトな傘たて。
玄関の雰囲気に合わせて色を選べる。

と。その視点にメーカーのデザイナーや技
術者は気付いたほうがいいと思います。

コンペ年度／2000年
デザイナー／浅野泰弘
製造・販売／アッシュコンセプト株式会社（東京都台東区）

桐山■富山プロダクトデザインコンペティ
ションについて、来年以降をどうしていきま
しょうか。コンペ自体をどう前進させていけ
ばいいいでしょうか。

桐山■富山プロダクトデザインコンペティ

橋田■コンペにトライするのは、
エネルギー

柴田■富山発信でありつつ、世界に、
もし

ションも今回で20年になりました。評価と

がいること。でも後々力になることです。こ

くは環境につながる。そういうビジョンを

改善点についてご意見をお願いします。

のコンペは20年の長きにわたって若い才

持っているということをアピールして続けて

澄川■20年をさかのぼると人間関係の構

能を輩出し続けている。
それはすごいことだ

ほしい。
「富山だから出来る」
というのはこ

築という伝統があった。だから
「人の場」
と

と思います。

れまでの20年でいいと思いますよ。

してコンペを使ってほしい。賞は大事です

桐山■プロダクトデザインにおいて、
インハ

澄川■コンペは投資。デザイナーはやっぱ

が、商品化はもっと大事。それに向けて作

ウスデザイナーとフリーランスデザイナーの

り夢を見続けていきたいし、成功体験の積

品をブラッシュアップして欲しいです。

違いについては？

み重ねがあるというのが、
コンペの持つ隠

桐山■これまでに40数点の作品を商品

澄川■インハウスにはいろんな制約がある

された力です。

化して、現在も売れているものもあります。

し、会社の中で仕事ができても匿名性が

橋田■富山プロダクトデザインコンペティ

コンペを通じて、人のつながりができ、延べ

大きい。
それに対して自分のデザイナーとし

ションは、
どこまで富山の産地にこだわるの

4000人以上が応募してきてくれました。

ての力がどのくらいかを図ることができるの

か。かつ世界に出ていくような作品は出な

20年やってきて良かったと思います。

が、
コンペだと思う。

いか。
コンペのテーマは重要ですから審査

柴田■若い頃と違って、
モノが生まれて次

橋田■メーカーにいたからこそできることは

員も一緒に決めていけたらいいのではない

にどういう影響を受けるか、人の暮らしも見

多かったですが、管理職になるとデザイン

でしょうか。

られるようになってきました。
コンペ参加者

ができなくなり、結果的にはフリーランスに

大矢■富山のコンペは、富山の産業を盛

も視野が広がれば、
デザインに奥行きが出

なりました。

り上げ、商品化がひとつのテーマです。
し

てくるのでしょうね。

大矢■SONYでは、
マネージャーはマネー

かし一方、
コンペでは新しい次の世代を

ジャーとして課長になっていくし、デザイ

担ってくれる
「ものづくり」
も出てきて欲しい。

ナーはデザイナーとして課長になっていき

コンペを通して富山から海外に発信したい

ます。つまり、生涯デザイナーとしてやって

し、
ビジネスとして発展できるようにしていき

いけるんです。

たい。
ビジネスは競争がつきものです。
しか

柴田■基本的にインハウスとフリーランス

とやまデザイン賞を
「MASU」で受賞した中村洋介氏。
オーディオメーカーのインハウスデザイナーとして活躍中。
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準とやまデザイン賞

KU-SEN
商品名：solano ソラノ

コンペ受賞作品名：

［うちわ］

デザイン／石井聖己

AQUARIUM #003

使わないときは、空いたスペースに自立し、
ゆらゆらと揺れて涼を感じさせてく
れるうちわです。持ち手に程よい重さがあるので、扇ぎやすく手になじみます。
持ち手／合金製・ダイカスト
面／樹脂 Ｗ161×Ｄ23×Ｈ230
（mm）
カラー／ブルー・グリーン・ホワイト2種 新柄も発売予定
製造・販売／株式会社 ナガエ
（富山県高岡市）

炭草花 スミバコ

［靴べら］

金属彫刻を思わせるアルミ製の靴べら。
オブジェとして玄関においても美しい。
コンペ年度／2003年
デザイナー／澄川伸一
製造・販売／株式会社 竹中銅器
（富山県高岡市）

FUTAGAMI 栓抜き
三日月・日食・枠

［脱臭・調湿アイテム］

KAGO-スクエア

し皆さんには独自のものを作っていってほ

［栓抜き］

に力の差はないはず。商品というのは競争

しい。横ではなく前を見て、新しいものを

力のあるものをどんどん作らなくてはいけま

作っていく。情熱とチャレンジ精神をもって

使ううちに酸化し、手に馴染み味わい深い
色に変化する真鍮製の栓抜き。

木炭チップを中に入れた長方形の不織布
の袋。木炭の持つ脱臭・調湿機能により、
気になるニオイを吸収する。

錫（100%）
の曲がる特性を活かし、立体
的に大きく形を変えることができるトレー。

せん。

やってほしいと願っています。

ワークショップ年度／2008年 デザイナー／大治将典
製造・販売／株式会社 二上
（富山県高岡市）

コンペ年度／2008年
デザイナー／参
（MILE）
製造・販売／アイオーティカーボン株式会社（富山県富山市）

ワークショップ年度／2007年 デザイナー／小野里奈
製造・販売／株式会社 能作
（富山県高岡市）

［メッシュトレー］

2013

10

Toyama
Product Design
コンペを振り返って
Competition

2013

富山プロダクトデザイン
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最終審査会を終えた4名の審査員に総評を伺いました。商品化を見据えた完成度の高い作品が
多く見られる中、審査では大胆で斬新な発想力を持ち合わせた作品が評価されました。
また、本コンペを通して世界へ羽ばたく商品の誕生を願って、
デザイナーたちへ激励の言葉が贈られました。

柴田 文江

澄川 伸一

プロダクトデザイナー

やはり富山という土地の持つ、
ものづくり力が呼び寄

今回の審査で、
ポイントとなったのは、
「きれいにまと

大矢 寿雄

橋田 規子

プロダクトデザイナー

富山県総合デザインセンター 所長

プロダクトデザイナー

今回のテーマは
「祝いの品」
ということで、贈るもの自

今回で２０回目を迎える節目の年ということでテーマ

せるのでしょうか、今年も優れた作品がいくつもみられま

めること」
と
「斬新な発想力」
とのバランスです。プロに

体のデザインと、贈るための演出アイテムのデザインと

を
「祝いの品」
としましたが、昨年・一昨年と続けた
「自由

した。

なり、
インハウスデザイナーとしてキャリアを積んでいけ

いう考えがあった。最終審査では、審美性と
「祝い」
との

テーマ」に対して最終審査に残った１１作品は全体的

提案の中にはそのまま製品になりそうなリアリティー

ば、
きれいにまとめあげていくのは、
それほど困難なこと

関係が問われた。
「とやまデザイン賞」の
〈MASU〉
はガ

にレベルが高く感じられた。
その中で今回「とやまデザイ

を持ったものも多く、
プロダクトとしての完成度に対する

ではありません。むしろ、
それができなかったらプロとして

ラスの酒器で、立方体の中に滑らかなくぼみがあり、底

ン賞」
を受賞した中村洋介さんの作品〈ＭＡＳＵ〉
は従

応募者の意気込みを感じることができました。

は失格でしょう。

面の色が反射して不思議な美しさを持つ。実際の製作

来の木の枡に対してガラスの素材を使用し、透明感の

しかし、
コンペの審査としては
「製品として売れる」
とい

今年のグランプリ作品〈MASU〉
はその両方のバラ

では高価なものになるであろうが「プレゼントされたらうれ

あるシャープな形状と内側の柔らかい形状とのコントラ

うだけでは上位にくい込むことは難しく、
やはり他には無

ンスを高いレベルで保っていました。本人が実際に、飲

しい」
と素直に思わせるプレミアムな存在感がある。
また

ストや底面の色の屈折による斬新さ、
そして実際に口

い価値や、大胆な発想によるモノの力によって、富山の

みやすいと言っていたことも、審査員が実際に使ってみ

「準とやまデザイン賞」
は、錫の薄い板で出来た花を包

にした際の口当たりの良さが評価できる作品である。

ブランドを牽引するような提案を選出したいと思いました。

て実証されました。高額商品になるかもしれませんが、商

む道具。包んで渡す時、
そしてその後も花器として様々

「準とやまデザイン賞」の松山美欧さんの
〈花束から花

品化も十分可能で、
ネガティブな要素がほとんどありま

な形状で使える。使う人の創意工夫を刺激するよい提

器に 祝いの余韻〉
は花束をメッシュのシートで贈るとい

せんでした。
そして、圧倒的に美しい。

案である。
「黒木靖夫特別賞」は、引き出物として使わ

う行為と花器へと変化する
「余韻」のデザインということ

本コンペは今年で20年となりましたので、
これからは
日本だけではなく、世界マーケットを見据えたデザインを
発掘する仕組みと、展開の方法を実践していっていた

次点の
〈花束から花器に 祝いの余韻〉
は、形状的に

れる鰹節を斬新なアイデアでシステム的に仕立てたも

で、錫の素材をうまく使った作品である。
「黒木靖夫特

だき、
日本のデザインの力と、富山のものづくり力を結集

は洗練されていないものの、発想力としては、
かなり強い

のである。鰹節のスティックとそれを削る道具のセットは

別賞」に選ばれた行徳達之・金築尚絵さんの
〈BUSHI

して新たな価値の創出の場になることを期待しています。

力を持っていました。
まだ、本人は学生ですが、
これにプ

パッケージも含めて秀逸であった。その他、重ねると花

no BO〉
は祝い事に付き物の鰹節を全く新しい手法で

ロの洗練さが加味されれば、将来は末恐ろしいものにな

に見える漆器、
ゴムの水引、唐草フックは商品化の可

提案した作品でプロダクトデザインの完成度として高く

る可能性を評価しました。商品化には一番近いところに

能性が高いと思われる。
また鯛の湯たんぽは、
テーマと

評価したい。ただこれを商品化するにはハードルは高い

あります。近年のコンペの作品が、
あまりにも、小さく、無

の関係が問われたが、使用シーンを思い浮かべると思

と思われるが、
これをいかに乗り越えられるかが課題で

難にまとめられている傾向に、私は危機感を感じていま

わず笑いが出るユニークさがあり、ハッピーな気分にさ

ある。

す。荒削りでも、
ダイナミックな発想展開をデザイナーが

せられる。審査後の懇親会では応募者の方々と交流が

最後に、2015年春に北陸新幹線開業をひかえた富

していかなければ、
この先の日本のプロダクトデザイン

でき、
とても良い時間が過ごせた。今後も是非デザイン

山県にとって、今回の作品の中から沢山の商品が生ま

界は、成立しないでしょう。そういった意味も込められて

コンペにチャレンジしてほしい。
そしてこれらの作品が商

れる事により
「おもてなしの品」
として迎えることが出来

います。

品化され富山から世界に羽ばたくことを期待したい。

れば幸いである。

プロフィール

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業後、東芝デザインセ
ンターを経て1994年Design Studio S 設立。エレクトロニクス商
品から日用雑貨、医療機器、
ホテルのトータルディレクションまで、
イ
ンダストリアルデザインを軸に幅広い領域で活動をしている。主な
作品に、無印良品「体にフィットするソファ」／オムロン
「けんおんく
ん」／カプセルホテル「9h（ナインアワーズ）」／JR東日本ウォー
タービジネス
「次世代自販機」／包丁「包丁工房タダフサ」／木の
おもちゃ
「buchi」毎日デザイン賞／グッドデザイン賞金賞／ドイツ
iF デザイン賞金賞／アジアデザイン賞大賞・文化特別賞・金賞／
JCD デザインアワード大賞／ドイツred dot design award 賞など
多数受賞。著書「あるカタチの内側にある、
もうひとつのカタチ」
（ADP）
。

「黒木靖夫特別賞」の
〈BUSHI no BO〉
はインハウ
スデザイナーならではの洗練が評価されました。
まとめ
方はさすがにプロです。
今年の結果を十分に分析して、来年度のレベルの
底上げを期待します。
ポイントは
「小さく、
まとまるなよ！」
ですよ。
プロフィール

プロフィール

東京芸術大学デザイン科インダストリアルデザイン専攻卒業後、
TOTO株式会社を経て2008年NORIKO HASHIDA DESIGN設
立。09年、芝浦工業大学デザイン工学部教授。
グッドデザイン賞
審査員。近年は
「Ｗｈ
ｉ
ｔ
ｅＬ
ｉ
ｎｅ」岡村製作所、
「Ｋ
Ｉ
ＦＵＫＵ」
タカタレム
ノス、
「Ｒｅ
ｔ
ｔ
ｏ Ｓｅ
ｒ
ｉ
ｅｓ」岩谷マテリアルなどの製品化。
また、和紙や
漆など伝統素材を使った新しいプロダクトも手掛ける。
グッドデザイ
ン賞受、賞多数。直近ではPAGESチェアがベルギーゲントミュージ
アムと上海芸術設計展に招待出展された。

プロフィール

埼玉県生まれ。
１９６８年東京藝術大学卒業。同年ソニー（株）入社
デザイン室配属。
７０年ソニーアメリカ
（ニューヨーク）
赴任。
７４年ソニー本社デザイン室へ帰任。主にテレビ・ビデオ・開発デザ
インを担当。
８６年宣伝制作部長として宣伝を担当。
９０年デザイン
部門に戻る。
９１年コーポレートデザインセンター長就任。
ソニー全
商品のデザインマネージメントを統括。
９７年３月ソニー（株）退社。同
（株）入社 コーポレートデザイン部長就任。
年１０月ＮＥＣ
ＮＥＣデザイン代表取締役社長就任。
０７年より顧問。
２０００年（株）
０３年より東京藝術大学非常勤講師。
０８年より富山県総合デザ
インセンター所長に就任。現在に至る。

1962年東京新宿生まれ。1984年千葉大学工学部卒業後、
ソ
その後4年間のソニーアメリカデザインセンターを経
ニー（株）入社、
て1992年に澄川伸一デザイン事務所設立。世界57ヶ国の滞在
経験を活かした、常識にとらわれないデザインを実践。家電、浴槽、
医療、
クラフトまで幅広くデザインを展開。三次元CADを駆使した
人間工学的な曲面設計が得意。
2012REDDOT受賞など、
グッドデザイン賞、
デザインコンペ受賞
多数。講演、TV出演など多数あり。Gマーク審査員ユニット長を歴
任 TOEIC725
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デザインウエーブ23年間の
軌跡と展望
［期間］
2013年6月6日
（木）
〜8日
（土）
［会場］
AXIS GALLERY SYMPOSIA
（東京・六本木）

デザインウエーブは1990年の開始以来、新しいデザインの創造と発表の場として、
また県内外の企業とデザイナーをつなぐ場として機能しています。
その結果、多くのデザインプロダクツを誕生させ、
デザイナーとのネットワークを構築し、

●展示概要

富山県が新しいデザイン産業と実践の場であることを証明してきました。

デザインウエーブのコンセプトから歴
史、富山プロダクトデザインコンペ
ティションやワークショップにおける成
果を発表。商品化支援、
デザイナー
と企業とのマッチングのあり方など、
富山県総合デザインセンターの役割
と機能についても紹介しました。

イベントでは、
これまでの活動内容やプロダクツ紹介を行う展覧会と、
連続フォーラムを開催し、富山生まれのデザインを東京へ、
そして世界へと大きくアピールしました。

連続フォーラム

6 7

fri

Forum 1

デザインウエーブが
Gマークを獲得するまで

〜富山とデザインの23年間の歩み〜
［講師］
秋田道夫
（デザイナー）
、佐藤康三
（デザイナー）
、
橋田規子
（デザイナー）
、大矢寿雄
（県総合デザインセンター所長）

Forum 2

メタルとガラスのワークショップが
大きな成果を上げている理由

〜富山の素材と技を知るデザイナー実地研修〜

［講師］
近藤康夫
（デザイナー）
、磯野梨影
（デザイナー）
、
平野尊治
（県総合デザインセンター）

6 8

sat

Forum 3

富山プロダクトデザイン
コンペティションと
商品化の取り組み
［講師］
小林幹也
（デザイナー）
、名児耶秀美
（アッシュコンセプト（株）代表取締役）
、
堂本拓哉
（県総合デザインセンター）

Forum 4

デザイナーと
地元企業をつなげる
富山モデルの創出と世界市場
［講師］
大治将典
（デザイナー）
、二上利博
（（株）二上 代表取締役）
、
田絵美
（県総合デザインセンター）

デザインウエーブが23年目を迎え、人、地域、企業にもたらした功

商品化など大きな功績を残すワークショップ事業について、
その

長年コンペ審査員として携った名児耶氏とデザイナーの小林氏

仏具メーカーの（株）二上が大治氏をデザイナーに迎えたブランド

績をGマーク受賞理由と共に振り返りました。若手デザイナーの

概要や変遷の紹介とともに、今後の可能性と課題について議論

から、商品化の経緯とそれ以降の取り組みが語られました。公開

設立のきっかけ、商品開発から発表までの戦略を振り返りました。

登竜門として知られるようになったデザインコンペについては、参

されました。
また、磯野氏からはワークショップ参加から広がった人

審査、審査の過程で審査員の意見がデザイナーに伝えられるな

両氏が出会ったワークショップ、
マッチング事業が新しい流れを生

加者への期待が込められました。

や企業とのつながりが語られました。

ど独自の姿勢で行ってきたコンペの意義が伺えました。

み出す将来像が期待される議論となりました。
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デザインウエーブ23年のあゆみ

1990

1990年、
「デザインウエーブイン富山」は富山県、富山市、
高岡市が「富山から世界に発信するデザインムーブメント」
を
キャッチフレーズにスタートしました。
その中核である、
「富山プ
した。
これまで4000人以上のデザイナーが参画し、
また新人
ションとして、多くの実績を残しています。
その「富山プロダクト
デザインコンペティション」
も2013年で20回目を迎えました。
23年に及ぶ足跡を作品や事業内容とともに振り返ります。

Design Wave 90 in Toyama ポスター

1990

平成2年

テーマ：
「90年代を指向するデザインの鼓動」
当時は、富山県総合デザインセンターはまだなく、前身の
富山インダストリアル・デザインセンターが中心となって、
「サマーワークショップ」、
「サマーセミナー」、
「デザインサ
ミット」
を一週間にわたって展開した。

平成3年

テーマ：
「富山から発信・21世紀を思考するデザイン」
「デザイン祭り」、
「デザインシンポジウム」、
「ワークショップ」、
「ワークショップ成果発表会」
を一週間にわたって開催。

1995

平成7年

「デザインウエーブは、時代の変革を捉え、
デザインによる
新しいムーブメントを醸成していく目的を持ったイベント」の
ステートメントを出した年。
「富山プロダクトデザインコンペ
ティション1995」、
「デザイン会議」、
「夕楽・夜楽」
が開催
される。
また現在の「ワークショップ・ガラスとメタルのプロダ
クト」
につながる
「ワークショップ」
がスタート。

1992

平成4年

ワークショップ
［体験交流工房］
漆

1993

平成5年

プログラムの一つとして
「デザイン展覧会」
がこの年からス
タート。他に、
「デザイン会議」、
「交流パーティー」、
「シンポ
ジウム」、
「ワークショップ」
が5日間にわたって開催された。
黒木靖夫が富山インダストリアル・デザインセンター所長
に、桐山登士樹が企画部長に就任してから、
はじめてのデ
ザインウエーブ。
シンポジウム

1994

平成6年

この年に現在まで続く「商品化」
を目的としたコンペ 「富
山プロダクトデザインコンペティション」
が誕生。新しいもの
づくり、新しいデザイナーのあるべき姿を模索して、当初は
企業のインハウスデザイナーを主なターゲットに、
富山県内
の9企業から課題がだされる形態でスタート。
また、
コンペ
入選作品を展示する展覧会とデザイン会議が開催された。
デザイン大賞「自動車用アルミホイールのデザイン」諸岡隆

15

デザインウエーブ23年間の軌跡と展望

2001

平成13年

1999年に発足した商品開発研究会に加え、富山県総合
デザインセンター内に整備されたモックアップ工房を活用
し、
「富山プロダクトデザインコンペティション」受賞作の製
品化に向けた開発体制をソフトとハードで強化。
またコン
ペの向上を目的に招待デザイナー制度を採用。毎年10
名のプロフェッショナルがコンペへ招待されるようになった。
東京で、
「デザインウエーブ」
を開催。
ワークショップの形態
が変更され現在の形へ。

2002

1996

平成8年

「富山プロダクトデザインコンペティション1996」、
「デザイ
ン会議」に加え、企業との出会いの場として
「デザインマー
ケット」や、公演と交流会を楽しむ
「夕楽・夜楽」
を開催した。
「ワークショップ」には、参加者の県内視察も盛り込まれた。

とやまデザイン賞「Salt & Pepper」岡田心

2008

2003

1997

平成9年

平成10年

当時新しいデザイン概念であったユニバーサルデザインを
テーマとしたデザイン展とプレゼンテーションを開催。
「富
山プロダクトデザインコンペティション1998」、
「ワーク
ショップ」、
「夕楽・夜楽」、
「県内視察」
も実施した。

平成11年

1999年9月に富山県総合デザインセンターが誕生。
この
年のデザインウエーブは、
「 富山から世界に発信するデザ
インムーブメント」
をテーマに実施。
「富山プロダクトデザイ
ンコンペティション1999」
では、
これまでの課題設定と審
査基準を変更。
また新たに県内企業13社で組織する
「商
品開発研究会」
を発足。開発コスト管理や販路開拓まで
を検討する講習会や研究会を開催し、
コンペ受賞作の商
品化に向けた総合的な取り組みが始まった。
とやまデザイン賞「コンセント」山中祐一郎

2009

平成21年

コンペ、
ワークショップ作品の商品化をより強く押し進める
ため、新たに
「デザインマッチング」
をデザインウエーブ期間
中に開催。デザイナーと県内企業が集い、商品化につい
て話し合う場を設けた。
また、
デザインウエーブ20年間の
活動に対し、
グッドデザイン賞を獲得。

とやまデザイン賞「ころぴたっ」渡辺仙一郎

2010

平成22年

富山県の地場産業のより強い発信力が求められるなかで
開催。富山県を改めて見直しリデザインする姿勢を、
「富
山プロダクトデザインコンペティション」、
「デザインマッチン
グ」
などでアピールした。

とやまデザイン賞「Tabletop Magniﬁer」三浦秀彦

とやまデザイン賞「錫とアクリルの水筒」吉田智哉

2004

平成16年

11年目を迎えた
「富山プロダクトデザインコンペティション」
では課題や賞の形態に若干の修正が行われ、現在の形
へ。
この年から最終審査も公開プレゼンテーション審査と
なる。
「デザイン展覧会」
では、2002年から続くミラノデザ
イン交流事業の一貫として、
ミラノで活躍する日本人女性
デザイナー5人に焦点をあてた。

2011

2005

平成17年

この年の「富山プロダクトデザインコンペティション」
は、
ス
ペシャルエディションとして開催され、
デザイナー26組を招
待した指名制コンペであった。

平成23年

「富山プロダクトデザインコンペティション」のテーマ設定と
招待デザイナー制度を廃止。新しい
「富山ブランド」の創出
に向けた取り組みをはじめた。
また、3月の東日本大震災に
よって日本人の価値観やライフスタイルが大きく変わろうと
している時期の開催であったため、
デザイン展覧会では、
災
害／平常時に人体を守るプロダクトとデザインを紹介した。
とやまデザイン賞「Collinette」松山祥樹

とやまデザイン賞「DAVIDSON」小野里奈

2012

平成24年

長年、
コンペを継続してきた実績により、多くの企業とデザ
イナー間に良好な関係が生まれ、出品商品以外にも企業
独自でデザイナーとコラボした商品が多く誕生。

とやまデザイン賞「機能を持った床」澄川伸一

デザイン大賞「ガーデンライフを演出するフェンス」村田健司

1999

とやまデザイン賞「TATE OTAMA」小林幹也

富山プロダクトデザインコンペティション10周年。
長引く不況の中で、
メーカーのオリジナルブランドの創出に
注目が集まるなか、
イタリア家具業界でデザインの潮流を
牽引してきた企業をテーマにしたデザイン展を開催。

デザイン大賞「マンション向け門扉」由茅裕司、治田将之、美登箸拓哉

1998

平成15年

平成20年

富山県総合デザインセンター所長に大矢寿雄が就任。
この年のデザインウエーブは「富山」
と
「素材」
をテーマに
開催。地元を再評価することで、次世代の仕組みづくりへ
の足がかりを作った。
「デザイン展覧会」
では、人気スタイリ
ストによって、富山県内で作られているプロダクツを現代生
活に組み合わせ見せる手法が紹介された。

とやまデザイン賞「ﬂashbulb」馬場威彰

デザイン大賞「ルーフボックス」橋本修二

「国際的視野やデザインマインドをもち、改めてものづくり
の在り方を見つめ直す」
ことを目的に、
ステファノ・ジョバン
ノーニを招いた
「夕楽・夜楽」や、
フィリップ・スタルクのデザ
イン展を開催。
「富山プロダクトデザインコンペティション
1997」、
「ワークショップ」、
「県内視察」
も実施した。

平成14年

ミラノデザイン交流事業
（JETROの地域間産業交流支援
事業を活用）
による
「富山・ミラノデザインコンペティション」
を新たに開催。富山県総合デザインセンターでは、県内で
企画・製造される性能、品質及びデザイン性に優れた工業
製品を認定し、販路開拓を支援する
「富山プロダクツ選定
事業」
を開始。

平成19年

毎秋行われるデザインウエーブの展示とは別に、県民の認
知度向上を目指して展示会を県内各所で開催。新たに作
成された富山県の総合計画「元気とやま創造計画」にお
いても、
デザインの振興と活用が重要な柱に位置づけられ
るなど、
デザインウエーブの存在価値を高めた年。一方で、
初代富山県総合デザインセンター所長の黒木靖夫が、在
任のまま他界。富山県のデザイン振興と産業発展に情熱
をそそいだ初代所長を偲び、回顧展が開催された。

とやまデザイン賞「乾いた傘と濡れた傘を一緒に立てられる傘立て」浅野泰弘

デザイン大賞「テープカッター」菅野傑

デザインシンポジウム・パネルディスカッション

「国際クラフトフェスティバル 92富山」
として開催。
「国際
クラフトシンポジウム」
「クラフトワークショップ」、
「 国際クラ
フトフェア」、
「クラフトオークション」
を4日間にわたって開催。

2007

とやまデザイン賞「ゆらゆらCLOCK」
デザインシップ虎

デザインサミット

1991

平成12年

ロダクトデザインコンペティション」
は1994年からスタートしま
デザイナーの登竜門として、
そして商品化をめざすコンペティ

2013

2000

「デザイナーと地場産業が一体となった
『富山ブランド』の
創出」
を目指して開催。当時最も注目されていたdroog
design関連の展覧会も企画された。
「富山プロダクトデザ
インコンペティション2000」、
「ワークショップ」、
「夕楽・夜
楽」、
「県内ツアー」
が開催された。

2006

平成18年

若手経営者がデザイン戦略への理解を深め、魅力ある商
品開発や独自ブランドの創出を目指した取り組みを支援す
る活動に力を入れた一年。改めて日本のものづくりと市場
に注目した内容となった。

とやまデザイン賞「loop」山本憲吾

2013

平成25年

富山デザインウエーブ 2013

デザインウエーブのロゴマークを一新。
「富山プロダクトデザインコンペティション」
は、20周年を記
念し、祝いの品 をテーマに開催。

とやまデザイン賞「クサ」switch design

2013
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富山マテリアル ワークショップ
［期間］
2013年9月6日
（金）
〜8日
（日）
［会場］
富山ガラス工房、高岡市デザイン・工芸センター

全国で活躍する8組のデザイナーたちが、
富山の素材に触れながら作品制作に挑むワークショップ。
テーマは
「富山素材＋」。吹きガラスと鋳造を基本に、
異素材とのコラボレーションを図り、
富山素材の新たな可能性を見出す作品が誕生しました。

Metal

メタル造形

富山の地場産業でもある
「鋳物」。
ワークショップで
は事前に原型制作や鋳造実験を行い、4組のデザ
イナーたちが本番に臨みました。鋳造には錫やアル
ミにも挑戦し、作品の可能性を探りました。
「ものづ
くり」の現場の緊張感が作品からも伝わってきます。

Glass

ガラス造形

富山の素材であるガラス
（吹きガラス）
の特徴と技
術を活かし、4名のデザイナーたちがそれぞれのア
イデアを
「カタチ」にするべく、取り組みました。サ
ポートするのは富山ガラス工房の作家たち。作品
にはその絶妙なコンビネーションが現れています。

品になってみると非常に美しく仕上がって

いでしょう。杉本さんの作品は錫を使った

石井さん作品は、
プロの技ですね。非常

いました。
ガラスの鉢に糸を張りつめていく

コーヒードリッパー。錫の特性をよく活かし

に精度の高いデザインをプロダクトにも活

と皿になるというのも、
ユニークで商品性が

た作品です。メッセージガラスのほうは、

かせたのではないかと思います。嶋野さん

高いといえます。

ルーペなどを使ってスケール感が出せると

全体の変化を見ながら調整ができるという

は迷っておられたようですが、飲み物の色

メタル

商品化できそうですね。monochroさんは

点が特徴です。

とガラスの色が融合するというのはいい。

アドバイザー講評

近藤 康夫 デザイナー／近藤康夫デザイン事務所

ガラス
ガラスは、吹きながら仕上げていくので、

まず、尾崎さんの作品づくりにはある意

ス作品にチャレンジされました。

大変うまくキレイにできました。

メタルはスケッチ段階からやり取りできれ

アルミとコルクの筆箱で、
アルミの軽さがよ

ば、
もっとアドバイスができるようにも思いま

く出ています。素材とデザインのバランスが

義があって、吹きガラスというのは、量産で

村越さんはガラス作品に糸をテンション

す。天野さんのスノードームは「お土産」
と

よく取れた作品が印象的です。福嶋さんは

きません。量産する場合には木型を使いま

強く張ったものです。実はデザイン画を見

いう視点からの作品です。いろんなものの

錫の花器で、重心のバランスを懸念してい

すが、尾崎さんは金属の鋳型を使ったガラ

た段階では懸念したのですが、実際に作

完成品をガラスの中に入れてみても面白

ましたが、
うまくこなしています。

17

富山マテリアルワークショップ

スケッチ段階とは違って制作現場では、
デザイナーたちも試行錯誤の連続。
何度も試作を繰り返し、満足できる作品を目指していました。近藤アドバイザー
も彼らを応援するべく、
サポートスタッフにきめ細かく指示を出していきます。

2013
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Workshop

作品紹介

鋳型とフォルム

Pullo

TRIMMING

金属の鋳型をベースに吹きガラスとの相性、
フォルムの変容につ

ボトルを想起させるシンプルな形状とガラスの質感、
コルクのアク

本物素材のスノードームをメタル素材×ガラス素材で製作しまし

錫のコーヒードリッパー
メッセージキャンドル

いて考察し、
ガラスと鋳物の新しい関係性に踏み込みました。
グラ

セントによってどこかホッとする飽きのこない照明を製作しました。

た。
ゴールドの「街」
は家×地層パターンを、
ブラックの「森」
は木×

自由に自分のこだわりで形が作れる錫のコーヒードリッパー。錫の

岩肌パターン、
シルバーの「海」
は船×波パターンを施しています。

持つ水の浄化のエネルギーで美味しいコーヒーを。
メッセージキャ

スの形状で、鋳型への加飾や砂肌のガラス、吹き込みの膨張圧に

石井 聖己

SEIKI ISHII
1986京都府出身。
フィンランド留学後、京都工芸繊維大学修士課
程修了。
（株）
富士通デザインインハウスデザイナー。
第1回ほぼ日作品大賞 銀賞
James Dyson Award2012 日本最優秀賞
富山プロダクトデザインコンペティション2012準とやまデザイン賞

任せて型を開くなど試行を重ねました。
尾崎 迅

HAYATE OZAKI
1982年大阪府生まれ。2005年金沢美術工芸大学工芸科鋳金専攻
卒業後、
ハンドメイド自転車工房勤務を経て、2009年より富山県高岡
市へ移住。
（株）
道具に職人として勤務する傍ら、作品展への出品や
若手作家たちの共同工房の設立等、
作家としても積極的に活動中。
2009年／金屋町金属工芸工房かんか設立に参加
2011年／佐野ルネッサンス鋳金展 とちぎテレビ社長賞 受賞
2012年／茶の湯の現代展 入選
2010〜12年／高岡クラフト展 入選
2013年／一品更屋展
（hpgrp Gallery Tokyo）

Pair of Colors

Bloom

飲み物の色を楽しむためのグラスです。果物の外皮と実の色、
コー

吹きガラス、繊維という異素材でありながら
「緊張と温かみ」
という

ヒーとクリームの色など、関係性のある色を組み合わせることで、お

同じ印象をもつ素材を組み合わせた作品です。細い線で描かれる

いしいイメージを連想させたいと考えました。飲み物を注ぐと、
グラス

それぞれの素材がもつ透明感や繊
模様は無限の可能性があり、

単体とはまた違った表情を楽しめます。

細さはお互いの素材を引き立てます。

嶋野 宇一郎

HIROICHIRO SHIMANO
1984年福井県生まれ。 名古屋市立大学大学院 芸術工学研究
科 修了。三菱電機
（株）
デザイン研究所勤務。
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村越 淳

JUN MURAKOSHI
千葉大学工学部工業意匠学科ならびに同大学院修了。Royal
College of Art
（英国王立芸術大学院）
修了後、
フリーランスにて
takram design engineering、ilabとのプロジェクトに携わる。現在、
千葉大学国際教育センター特任助教。英国、
日本を中心に展示・
受賞多数。

産地のお土産としてのあり方を想定し、売れるデザインを意識しま

ンドルはガラスに書かれたメッセージがロウソクの炎によって影とな

した。

りテーブルや壁に投影されます。ロウソクを使ったコミュニケーショ
天野 芳美 YOSHIMI AMANO
1985年富山県高岡市生まれ。プロダクトデザイナー。2007年富
山大学高岡短期大学部専攻科（現富山大学芸術文化学部）修
了。株式会社デプロ・インターナショナル・アソシエイツにてプロダクト
デザイナーとして勤務後、帰省。高岡市にて2013年「ｓｏ
ｒ
ａｐｏｏ
ｌｄｅ
ｓ
ｉ
ｇｎ」
を設立。

stairs（ペントレイ）
crown garden（フルーツバスケット）
tower（栓抜き）
「階段のある室内」のペントレイ、
「 柵に囲まれた庭」のフルーツバ
スケット、
「 食卓を見守る灯台」の栓抜き。
どこかの情景を想起させ
る日用品のシリーズ。設置面を傷つけないようボトムにコルクや木
材を配し、金属の持つソリッドな印象を和らげました。
Design Studio monochro（内藤桃子、藤井敦志）
2010年デザインスタジオモノクロを設立。
プロダクトデザイ
ンから空間デザインのすべてに渡り現実世界と空想世界が
シンクロするような作品を作ることが目標。2010年・2012年
にミラノサローネ出展。2012年／Interiorlifestyle「Young
Designer Award」受賞 2013年／ambiente招待出展

ンツールとして考えてみました。
杉本 光俊

MITSUTOSHI SUGIMOTO
1975年生まれ。趣味のCG制作が大手鉄鋼メーカーで認められ、
フ
リーランスでCGアニメーションを制作する。三島に拠点を移しデザイン
会社を設立。2008年日本グラフィックデザイナー協会のグラパ賞の入
賞をきっかけにJAGDAに入会。
グラフィック、
写真撮影、
プロダクトデザ
インを手掛け、
企業のセールスプロモーションやブランディングも担当。

Tube vase
花の種類や量にあわせて形状を変化させることができる、純度
100％の錫の花器。
また抗菌性があるため、花が長持ちします。底
部分に銅、真鍮などを使うことで、異素材の組み合わせによるコン
トラストを付け、
また重心のバランスを下に持ってきました。
福嶋 賢二

KENJI FUKUSHIMA
1982年滋賀県生まれ。2005年大阪芸術大学デザイン学科卒業
後、
スウェーデンのHDK大学にてデザインを学ぶ。2008年（株）
IDKデザイン研究所に勤務。喜多俊之氏に師事。2011年KENJI
FUKUSHIMA DESIGNを設立。2013年大阪にあるインキュベー
ション・スペース
「シゴトバBASE」
を活用する。

2013
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富山デザインウエーブ2013展
2013年10月2日
（水）
〜7日
（月）
、
ウイング・ウイング高岡
（高岡市）
で
「富山デザインウエーブ2013展」
が開催されました。

オープニングセレモニーでは高橋正樹高岡市長、須垣純夫（社）富山県デザイン協会理事長、
大矢寿雄富山県総合デザインセンター所長らがテープカットを行いました。

5

デザイナー10人の
祝いの品

富山県内ではデザインとクラフトに関するイベント
「デザインウイーク」
を
同時に開催。富山デザインウエーブ2013では、
「デザインウイーク」のイ
ベントの協力デザイナーやデザイン関係者10人が「祝いの品」
を選び
展示紹介しました。展示では、
「もらって嬉しかった祝いの品または贈っ
て喜ばれた祝いの品」
だけでなく、
「お気に入りの祝いの言葉」
や「祝い
の気持ちを伝える道具」
など、
さまざまなエピソードが添えられました。デ

1

ザイナーそれぞれの個性が感じられる充実した内容となりました。

富山プロダクトデザイン
コンペティション2013作品展

10人のデザイナー／デザイン関係者
柴田 文江（プロダクトデザイナー・富山プロダクトデザインコンペティション2013審査員）

今回で20回目の節目を迎える中心イベント

澄川 伸一（プロダクトデザイナー・富山プロダクトデザインコンペティション2013審査員）

「富山プロダクトデザインコンペティション

橋田 規子（プロダクトデザイナー・富山プロダクトデザインコンペティション2013審査員）

2013展」
では、
「祝いの品」
をテーマに第1

長山 智美（インテリアスタイリスト・第53回富山県デザイン展審査員）

次審査を通過した作品が11点展示され、

能作 克治（株式会社能作代表取締役社長・富山県デザイン協会理事）

来場者からも大きな関心が寄せられました。

松永 圭太（工芸都市高岡クラフトコンペティション2013 グランプリ受賞）
篠宮 敏明（工芸都市高岡クラフトコンペティション2013 グランプリ受賞）
羽田 純（富山大学芸文ギャラリー キュレーター・アートディレクター）
宮田 裕美詠（グラフィックデザイナー・TOYAMA ADC 2013 グランプリ受賞）
片岸 昭二（富山県立近代美術館 副館長・普及課長・TOYAMA ADC 2013 審査員）

2

富山マテリアル
ワークショップ作品展

3

協力：岩谷マテリアル株式会社、東青山、株式会社タダフサ、
チューリップ四季彩館

デザインウエーブ
23年間の軌跡と展望展

8組のデザイナーが「ガラスとメタル」
をテーマにガラスと金

富山プロダクトコンペティション20周年を記念し、2013年6月6日〜8日に

属を使い、かつ異素材との組み合わせに挑んだワーク

東京で開催された同名の展覧会が高岡でも再現されました。
これまでのデ

ショップ
（2013年9月6日〜8日実施）
の成果が展示されま

ザインウエーブの足跡を振り返り、各年度の事業年表やデザインコンペか

した。創意工夫に満ち、
デザイナーたちの強い意欲が感じ

ら生まれた商品の開発プロセスが紹介されました。

られる内容となりました。

4

富山プロダクツ2013展

「富山プロダクツ」
は、富山県内で
企画または製造される性能、品
質、
デザイン性に優れた工業製品
を選定しています。2013年は24
社47点が申請され、
そのうち19
社23点が選定されました。20年
目を迎え、向上し続ける県内の技
術力およびデザイン力がうかがえ
る記念すべき展示になりました。
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富山デザインウエーブ2013展
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デザイナー10人 ❶もらって嬉しかった祝いの品または贈って喜ばれた祝いの品
の祝いの品
❷ お気に入りの祝いの言葉
❸ 祝いの気持ちを伝える道具

包丁工房
タダフサの
包丁
種類が多く専門的で
「どれを選んだらよいか」分
かりづらい包丁を、
まずこれだけ揃えれば充分と
いう
「基本の3本」
と、料理の腕が上がったら揃
えていきたい「次の1本」
という、分かりやすい7
本シリーズにまとめました。結婚や独立など、新
しい生活をスタートさせる方に贈りたい包丁です。

❷ おめでとう
！
シンプルだけど、
いつどこで誰にいわれても嬉し
いことば。

❸花
その人らしいイメージのお花を贈ります。一種
類のお花を大量に花束にするのが好みです。
富山プロダクトデザイン
コンペティション2013審査員

柴田文江

プロダクトデザイナー。武蔵野
美 術 大 学 卒 業 。大 手 家 電
メーカーを経て独立。インダストリアルデザイン
を軸に幅広い領域で活動をしている。代表作
にオムロン「けんおんくん」、
カプセルホテル
「9h
（ナインアワーズ）」、JR東日本ウォータービ
ジネス
「次世代自販機」
などがある。

AQUARIUM

❶ 贈って喜ばれた

❶ 贈って喜ばれた祝いの品

祝いの品

＃002 ＃003 靴べら

お客さんをもてなす道具として、重要度が高いにも関わらず、意外にいいものが少ない
のが靴べらです。普段は玄関先でのモダンな彫刻として、美しい佇まいで演出します。
道具である、人間工学的にも使いやすく、美しいアルミの光沢を、半永久的に保てま
す。機能をもった彫刻シリーズとして、楽しいサプライズとして、
お客様をもてなすことが
できます。結婚祝いや、
新築祝いに最適です。

❷ おめでとう
！

富山プロダクトデザインコンペティション2013審査員

澄川伸一

ＲＥＴＴＯ
ＢＡＴＨＲＯＯＭ
ＣＨＡＩＲ
岩谷マテリアル

おめでとう、頑張ったね！と言われた時に、
それを成し遂げる為に苦
労した事がよみがえり、
と同時にその人が私を見守っていてくれたこ
とに感動して、思わずウルッときてしまいました。

❶ 贈って喜ばれた祝いの品

スクルーフのグラス
「ベルマン」

義母
（８４歳）
が腰を掛けてしか靴を履けな
くなったのを見て、制作しプレゼントしたの
が、
この携帯用の「カードのくつべら」
です。

❷ 84歳おめでとうございます。
孫の誕生日のお祝いを親子4世代集まって、小上がりのあるホテ
ルの割烹で執り行いました。宴が引け、義母が上がり框に腰を掛
けてお店備え付けのロングタイプの靴べらの根元近くを握り、難儀
しながら靴を履いていました。
３か月後の義母の誕生日のお祝いも
同じホテルでの会食。
その時「カードのくつべら」
をプレゼントしまし
た。
さっそくその帰りに、上がり框に腰掛けながら使ってくれました。

（モエ・エ・シャンドン
リュット アンペリアル）

花束、何か華のあるもの

❸ ｍｔのマスキングテープ
これを使って、手 作り
ラッピングのリボン代わ
りや、お祝いのメッセー
ジカードを品物につけた
りして重 宝しています。
シルバーのストライプが
気に入っています。
富山プロダクトデザイン
コンペティション2013審査員

橋田規子

芝浦工業大学デザイン工学部教
授。
ＴＯＴＯデザインセンターを経て
ＮＯＲ
Ｉ
ＫＯ ＨＡＳＨＩＤA DESIGN を設立。生活用品
や家具について新しい発想のデザインに取り組む。

❶ もらって嬉しかった祝いの品

工芸都市高岡クラフトコンペティション2013
ファクトリークラフト部門 グランプリ受賞

❸ シャンパン

友人が念願の家を建てたとき、新しいお風呂には新しい風呂椅子
がほしいのではと思い、事前に伺いをしてプレゼントしました。浴室
のデザインをよりかっこよく見せてくれると言って喜んでもらいました。

❷ おめでとう！がんばったね

カードの
くつべら

でも、
これからが大事です！

プロダクトデザイナー。澄川伸一デザイン事務所代表。
1962年東京新宿生まれ。1984年千葉大学工学部卒、同
年ソニー入社。1992年澄川伸一デザイン事務所設立。世
界57ヶ国の滞在経験を活かした、枠にとらわれないデザインを実践。三次元
CADを活用した人間工学的な曲面設計が得意。2012REDDOT受賞、
グッ
ドデザイン賞、
デザインコンペ受賞多数。Gマーク審査員ユニット長を歴任。

❶ 贈って喜ばれた祝いの品

❶ 贈って喜ばれた祝いの品

❶ もらって嬉しかった祝いの品

原土の塊

カネ利陶料

祝いの品として作品をつくる。実はその前にも幸せ時
間があります。それは土屋さんに土を頂くときです。土
屋さんは自身の想いを土に託し作家に渡す、
それを作
品にすることで私も想いを重ねて人に贈る。形態を変
えながら繋がっていく、
この想いのリレーに私は魅力を
感じています。

❷ 嬉しくも寂しくもあります
ずっと通わせてもらっている、地元の土屋さん
に頂いた手紙の一部です。工芸への興味か
ら、今年、岐阜から金沢に拠点を変えた私を
想っての言葉に優しさを感じました。

❸ 原土の塊 カネ利陶料
土を通して気持ちを伝えます。

銅のミルクパン
ある誕生日に、友達からもらった手作りのミ
ルクパン。最初は取っ手に竹が巻かれてい
たけど、
強火で使うと燃えてしまいました…。
内側の錫引き部分は剥がれてきてもコー
ティングし直して長年使い続けています。

❶ もらって嬉しかった祝いの品
永井一正銅版画作品集

「生命のうた」
（六耀社刊）

これは、永井一正先生の銅版画作品集「生命のうた」の出
版を記念して制作された限定特装版です。
ご自身の銅版画
を1冊の本にまとめられ、
がっしりした木箱に納められていま
す。出版の祝いと小生の、
とある祝いをかねて先生から贈っ
ていただいたものです。

❷ あけましておめでとうございます
誕生日といった、特定の誰かにではなく、周りの人たちが全員平等
に祝い合う唯一の日、
それが THE 正月 。知ってる人、知らない
人も通りすがりに「あけましておめでとうございます」
と言えるのが
好きです。

❸ ラミーの万年筆
僕はあまり字が巧くないので、手紙を書く際はこの何とも味の出る
ラミーの万年筆で書くのです。お勧めは、
オトナの香りが漂う
（は
ず）
青色インク。

❷ ちょっとした気持ちです。

❸ カード
私はいつもクレイン社のミニカードを使ってます。
カードの表に金で
絵が入ったシンプルなものです。
第53回富山県デザイン展審査員

長山智美

インテリアスタイリスト。
『Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ』、
『ELLE DECO』
などのインテリア雑誌のスタイ
リングやショップ内装、
インテリア商品のMD、
ディスプレイなどを手掛ける。
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気取らない、
さりげない、
日本ならではの控えめな言葉。

❸ パリジェンヌの
マニグリエ真矢さんが
デザインした「ココロづけ袋」
日本の暮らしの中で外国人の目にとって美しい行為
として映った
「心付け」の習慣をデザインしている。何
よりおしゃれ。

富山県デザイン協会理事

能作克治

株式会社能作代表取締
役社長。
１９５８年福井県
生まれ。1980年大阪芸
術大学芸術学部卒業。1984年新聞社勤
務を経て能作入社。2002年株式会社能
作 代表取締役就任。

羽田 純

地 域 の 伝 統 工 芸や
食文化を再翻訳し、展覧会として企画・
運営を行う他、
グラフィックデザインを通
して地場のメーカーや行政機関等とプ
ロジェクトを行う。

五郎丸屋の
うさぎの薄氷

❷ おめでとうございます

ちょっと消極的な意見で恐縮ですが、いわゆる結婚とか出産とか言葉に
なりやすいお祝いの時はその言葉を添えることが多いです。けれどそうじゃ
ない、
もっと曖昧なときにこのCongratulations!がとても重宝いたします。

富山大学芸文ギャラリー
キュレーター
アートディレクター

❶ 贈って喜ばれた祝いの品

designed by インゲヤード・ローマン

❷ Congratulations!

1986年岐阜県多治見市生まれ。2013
年多治見市陶磁器意匠研究所修了。金
沢卯辰山工芸工房 入所 現在、
在籍中。工芸都市高岡クラ
フト コンテンポラリークラフト グランプリ。

❶ もらって嬉しかった祝いの品

木凝工房 主宰
1948年新潟県生まれ。1996年木凝工房
設立。同年、個展・篠宮敏明「大地の木箱展」
（札幌）
開催。
1997年高岡クラフトコンペ入選
（1998、
2000、
2001年奨励
賞）
。1999年個展・篠宮敏明
「木の生活雑器展」
（札幌）
開催。

美術書
海外展開は相手国の文化
や歴史を知ることが重要であ
る事を踏まえ
「勉強してね」
と
贈られた。国を知る事、相手
の気持ちを知る事、大事なこ
とである。

松永圭太

篠宮敏明

中国の代理店の社長より贈られた

お料理好きの方のご結婚お祝いにとてもシンプルなコップを6客
セットで差し上げました。北欧の職人の手作り、
クラフトな風合いが
魅力です。
「あのコップ、
すごく雰囲気が良くて使いやすくて、
ウチで
は毎日使ってます。時々使いながらいただいた長山さんのことを思
い出します。」
とのこと。食にこだわる方だからこのような上質なクラ
フトの良さを実感されているのだと思います。
そして時折、
私のことも
一緒に思い出して貰えるとは光栄な限りです!

工芸都市高岡クラフトコンペティション2013
コンテンポラリークラフト部門グランプリ受賞

お祝いごとで、
なんといっても嬉しいのは、
こころのこもった言
葉。
それを表わすのに最適なのは、
『おめでとう』の一言だろ
う。その人なりがそのまま表れたその一言が、
こころに伝わ
る。
まさに
「ことほぎ」文字どおり言葉によって福することの最
も端的な表現。

❸ はがき 作者：南浩三
祝いの気持ちを伝える場合、
まずは、電話、
つぎにメール、
そ
して手紙かはがき。最近、
はがきを使っています。友人が画廊
喫茶をオープンするにあたり、
お祝いであげた富山土人形の
福助をモチーフに作ってくれた木版画の絵葉書にひと言添
えて送っています。
富山県立近代美術館 副館長･普及課長
TOYAMA ADC 2013 審査員

片岸昭二

1954年富山県生まれ。1978年金沢美術
工芸大学美術学部研究科修了。1980年
富山県立近代美術館学芸員。現代日本のポスター展、
世界
ポスタートリエンナーレトヤマ、永井一正展、田中一光展、福
田繁雄展、
勝井三雄展、
横尾忠則展などの企画を担当。

お世話になった方や友人が、念願だったJAGDA新人賞受
賞のお祝いの席を設けてくださったので、
お礼に感謝の気持
ちをこめて贈りました。私がうさぎと薄氷が好きだったので選
びました。

❷

お誕生日おめでとうございます。はじめ
て出逢ってから、20年もたったのだと改
めて驚いています。いっしょに京都に行ったり、
東京に行ったり、楽しいことも、大変なことも。
いつも支えてくれてありがと。ケンカもいっぱい
しますが、本音で話ができる、そしていつまでも
ライバルで、いつも尊敬しあえるいい関係だと
思っています。一生涯の友人に出逢えてよ
かったなーと20年たって思います。
これからも毎
年お誕生日をいっしょにお祝いしましょうね。
誰からのメッセージかは内緒にさせてください。

❸花
花はどれだけいただいても、
その方の気持ちを考え
るとその度に嬉しいですし、
自分がお祝いの気持ち
を伝えるときにもよく贈ります。
富山デザインフェア
TOYAMA ADC 2013
グランプリ受賞

宮田裕美詠／STRIDE

グラフィクデザイナー。1973年
富山生まれ＆在住。有限会社クロスを経て2002
年よりフリー。TOYAMA ADC 2012〜2013グ
ランプリ、富山県デザイン展2012県知事賞、
２０１
３ＪＡＧＤＡ新人賞などを受賞。
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関連イベント

デザインウィーク
「富山デザインウエーブ2013展」
にあわせて、
富山県内では富山市・高岡市を中心にデザインに関する

富山デザインフェア2013
［期間］
10月4日
（金）
〜6日
（日）
［会場］
富山市民プラザ・デザインサロン富山
［主催］
富山デザインフェア実行委員会事務局

パッケージデザインや広告、
ポスター、
ディスプレイな

さまざまなイベントが開催されました。
それぞれ特徴の異なる４つの展示会が

ど県内外の創造性豊かな商業デザインジャンルの優

一堂に開かれることにより、県内外に
「富山デザインのいま」
を

秀作品が一堂に展示されました。日本を代表するデ

発信することができました。

ザイナー作品から学生対象のデザインコンペまでと

高岡市内では、
イベント会場を巡回する無料バスも運行され、
市街地を散策しながら会場を巡る来場者もあり、大いに賑わいました。

充実した展示内容が特徴で、
９つの展示会のほか、
デザインセミナーなども実施されました。

富山デザインウエーブ2013ポスター
（デザイン：石崎悠子 ニューヨークディレクターズクラブ第６０回コミュニケーションデザインコンペ入選）

工芸都市高岡2013クラフト展

高岡クラフト市場街

［期間］
10月3日
（木）
〜7日
（月）
［会場］
大和高岡店4階
［主催］
工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会

［期間］
10月3日
（木）
〜7日
（月）
［会場］
高岡市内各所
［主催］
高岡クラフト市場街実行委員会

今年で27回目を迎える全国公募の
「工芸都市高岡クラフトコンペ」入選
作品を一堂に展示。金工・漆器・陶
器・ガラス・木工・ジュエリーなど、全国

作家の引き出し展（土蔵造りのまち資料館 他）
学生×地場職人

工芸都市高岡２０１３クラフト展と同時
に開催。クラフトに触れるプログラム

クラフトマンズギャザリング（大和高岡店1階アトリウム）

実施されイベント期間中、高岡市街地

されました。

工芸都市高岡2013クラフト展（大和高岡店4階）

クラフト作家の隠し技を街中に

クリエイ党展（彌栄、山町筋）

や展示会の他、体験型プログラムも

のクラフトマンたちの力作が予約販売

クラフトの革新

はクラフトムーブメントに包まれました。

地元作家との出会い

メイドイン高岡の魅力

高岡ファクトリークラフトショップ（山町筋、金屋町 他）

クラフト×食

クラフトの台所（高岡中心市街地飲食店）
高岡ローカルキッチン（金屋町、小泉家）
クリエーターと歩く高岡

まち歩きワークショップ（金屋町 他）
工場見学ツアー

高岡クラフツーリズモ（高岡市内工房 他）
市場街無料巡回バスとスタンプラリー

（ウイング・ウイング高岡〜末広町〜金屋町〜山町筋〜広小路〜古城公園）

第53回 富山県デザイン展
［期間］
10月4日
（金）
〜6日
（日）
［会場］
富山県高岡文化ホール
［主催］
（社）
富山県デザイン協会

県内公募展の草分け的な展示会で、建築・環境、
インテ
リア・ディスプレイ、
グラフィック、工業デザイン、
クラフト・
ファッション、
デジタルコンテンツなど多種多彩なジャンル
の作品２０６点が展示されました。
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富山デザインウエーブ2013展

高岡万葉まつり
第24回万葉集全20巻朗唱の会
［期間］
10月4日
（金）
〜10月6日
（日）
［会場］
高岡古城公園

日本酒で乾杯推進会議
富山大会
［期間］
10月5日
（土）
［会場］
富山県高岡文化ホール、高岡古城公園本丸広場

特設水上舞台にて、万葉集全２０巻４，
５１６首を２，
０００人を超える

富山の地酒をはじめ、北陸３県の地酒の試飲や日本酒にまつわる

人々が３昼夜かけて歌い継ぎました。

シンポジウムなどが開催されました。
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