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富山のデザインに関するトピックス50
価値観が多様化する社会の中で、地域や企業、商品の魅力を伝える手段としてデザインは重要な役割を果たして
います。デザインをうまく活用することで、富山県を盛り上げた魅力的な商品やイベント、
プロジェクトなど、この
1年間で話題となった50の取り組みを紹介します。

ナイトフォーラム
ゲスト：山田明良／長山智美
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富山プロダクツ選定事業

優れた富山ブランドとして今年度23点を選定
24 2020（令和2）年度事業報告

※敬称略

COVER
グラフィックデザイナー

高森 崇史

Takashi Takamori

01.

1984年、
富山市生まれ。
数社の広告制作会社を経た後、
2017年に独立。
TOYAMA ADC 2017 ADC賞受賞。

表紙コンセプト／普段の生活の中でふと目に留ま
る風景があります。私の場合、それは意図されて
作られたものだったり配置されたものではない場合
が多く、
自然とそこに出来上がった風景であること
が多いのですが、
何気ない風景も少し視点を変えて
見てみると、とても美しかったり不思議な形に
見えてくることがあります。足元から頭上まで、
既成概念から逸脱して周りを見渡すことで、そこ
から新しい世界は広がっていくと思います。

02

ドン ペリニヨンの
元醸造最高責任者が酒蔵を新設
新しいタイプの日本酒「IWA 5」を発表

●白岩
ドン ペリニヨンの5代目醸造最高責任者を28年にわたり務めたリシャール・ジョフロワ氏が、富山県立山町白岩に
「（株）白岩」を設立、その最初のリリースとなる日本酒「IWA 5」を発表しました。リシャール氏と富山との出会いのきっ
かけとなったのは、富山県（株）桝田酒造店 社長の桝田隆一郎氏。建築家 隈研吾氏の紹介でリシャール氏と桝田氏は
親交を深め、富山・白岩に醸造所を開くこととなりました。隈氏設計による酒蔵は2021年秋の完成を予定しています。
「IWA 5」
は、
リシャール氏の巧みなアッサンブラージュ
（ブレンド）
によって深い調和を探求した今までになかったタイプ
の日本酒。
ボトルはマーク・ニューソン氏によりデザインされ、
書道家 木下真理子氏とアートディレクター 中島英樹氏の
コラボレーションにより生み出されました。

c
○JONAS
MARGUET

インダストリアルデザイナー

マーク・ニューソン

c
○JØRN
TOMTER

私は
「IWA 5」
のボトルを洗練されたエレガントで控えめな
ものにしたいと考えました。マットでスモーキーな仕上げ
は、通常のお酒のボトルの煌めきから一線を画していま
す。ボトルが描くなだらかな傾斜、硝子のキャップ、マット
仕上げなど、これまでにない革新を加えることにより、
「IWA 5」
のボトルが新たなクラシックとなることを願って
います。
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T

08.

●やぶうち商会

●エムダイヤ

オーガニック化粧品の製造・販売を手がける（株）やぶうち商会が、薬の
富山を支える薬用生産農家とタイアップ。薬用として栽培される芳香性

使用済みの電子基板から実装部品を剥ぎ取る基板剥離機「エココレクター」
の新型が開発・発売されました。基板両面に搭載されたチップ部品を一気に

のある富山県 産トウキ葉エキスを配 合、ケミカル 原 料 を使 用しない
「LALAHONEY
（ララハニー）トウキ葉コスメシリーズ」として製品化しま

剥離でき、タブレットやノートパソコンなど小さな基板にも対応。IoTで操作し
たり稼働状況などを診断できる機能も加えました。
「都市鉱山」とも言われる

03.

●氷見市地域おこし協力隊 野口朋寿

キーホルダー、スマホケースなどに製品化。通販サイトで販売を始めました。一つ一つ模様が違い、使い
込むほど味がでるオンリーワンな商品として人気を博しています。
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●ガイアとなみ

04.

5年前からイチゴ栽培を始めた農事組合法人 ガイアとなみ。
冷凍保存していたイチゴを有効活用し「いちごミルクのもと」

防水バッグ新商品
「9110防水タウンロールパック20L」

11.

●カジメイク
レインウェアの
（株）
カジメイクが、
防水ギア
ブランド「PIRARUCU」の新商品として
「9110 防水タウンロールパック20L」を
発売しました。コロナ下による生活様式
の変化により自転車での通勤通学、キャ
ンプや山登りなどのアウトドア活動を始
めた人をターゲットに開発。
TPUラミネー
ト素材を採用し高い防水性と圧倒的な
軽量化を実現。
街中や自然の中でもマッチ
するヘザーグレーとヘザーブラックの2色
を採用しました。

「いちごジャム」
「いちご発酵バタージャム」
などを商品化。
「私と
苺」
ブランドとして販売開始することになりました。
全商品無添
加。
香りが強く味が濃い大粒イチゴに、
国内産
「てん菜糖」
を加え
て加工しました。インスタグラム（@watashitoichigo）で販促
活動を展開中。

まちなか回遊モビリティ
愛称は「ヒミカ」
●氷見市
水色と白色のかわいらしい電動三輪車が氷見市のまちなかをゆった
りと走ります。
愛称は、
「氷見」
と
「カー」
で
「ヒミカ」
。
4人乗りで、
車体に
は、
氷見の海と立山の氷、
特産のブリが描かれています。
市民や氷見市
を訪れた方が、ゆっくりと中心市街地を巡るためのモビリティです。
氷見駅前と、
ひみ番屋街で貸し出ししています。

10.

12.

県産スギ間伐材でウクレレ製作

市民と施設をつなぐ
新たな地域公共交通「べいぐるん」

●辻四郎ギター工房

●射水市

乱伐で調達が難しくなってきたマホガニーなどギター用高級
木材の代替材に、県産スギの間伐材を使うプロジェクトが

射水市新湊地区のベイエリアでは、
新たな地域公共交通
「べいぐるん」
の実証運転が行われています。
「べいぐるん」は4人乗り（運転者を

辻四郎ギター工房をはじめ県木材研究所、県総合デザイン
センターなどでスタートしました。
発案は高岡市のデザイナー

除く）の電気三輪自動車で、海王丸パーク等を訪れる観光客をまち
なかへ誘導し、
回遊性を高めることで地域活性化を図るとともに、
地域

●ヨハナス（松井機業）

相川繁隆氏。
ヘッド部分に高岡漆器の螺鈿細工を施したウク
レレを製作。
次いでギターの製作に着手する予定。
同事業は、

内における近距離の移動手段として、
自家用車に頼らない低炭素社会
の実現、
高齢者の外出機会の促進による健康増進や地域交通環境の

しけ絹とは2頭の蚕が作った希少な繭玉の糸を使った織物のこと。

県新世紀産業機構の補助事業に採択されました。

充実を目指しています。

06.

しけ絹の魅力を伝える
工房見学会をオンラインで開催

JOHANASは、
140余年にわたりしけ絹を織り続けてきた
（株）
松井
機業が立ち上げたブランドで、
「細胞レベルのよろこびを。」をコン
セプトにストールや日傘、インテリアグッズなどをラインナップし
ています。
（株）
松井機業6代目・松井紀子氏がナビゲーターとなり、
しけ絹の魅力を伝える工房見学会をオンラインで開催しました。

07.

13.

富山の伝統工芸職人と連携
新たな建材開発を目指す
「越－etsu－プロジェクト」
●大建工業

四津川製作所がマインドフル新ブランド「空穏－KUON－」発表

大建工業
（株）
が富山県を中心に伝統産業を営む複数の職人と

●四津川製作所
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素材の良さを生かして商品化
「私と苺」ブランド発売

廃棄される魚の
「皮」を「革=フィッシュレザー」に加工し製品化したブランド「tototo」が立ち上がりました。
魚の皮を、1ヶ月の時間をかけ漂白やなめし、染色など15もの工程を通して丁寧に加工、財布や名刺入れ、

りっぷくん」の図柄で、県総合デザインセンターと（株）山田写真製版所（富山市）が制作したもの。国産
の竹を使った丈夫な紙で、
折り方を変えると小物入れにもなります。

A

09.

フィッシュレザーの事業化を目指し ブランド「tototo」を立ち上げ

富山県美術館のミュージアムショップで買い物をした際、商品を入れる紙袋が来館者の人気を集めてい
ます。富山大芸術文化学部の学生がライチョウとチューリップをモチーフにデザインした「らいちゅー

M

使用済み電子基板のリサイクル需要に応えます。

した。石鹸、化粧水、オイル、ハンドクリーム、リップクリーム全5種類を
ラインナップ、通販サイトなどで販売を始めました。

●マイブックサービス

A

環境機器のエムダイヤ
基板剥離機の新型発売

“made in toyama”がコンセプト
薬用植物トウキの葉エキス配合化粧品シリーズ

ミュージアムショップで人気「らいちゅーりっぷくん」紙袋

Y
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02.

05.

O

美術銅器製造元（有）
四津川製作所が、
心のインテリアブランドを発表しました。
ストレスフルな現
代人の心を
「穏やかな空」
のように軽くする、
癒しと祈りのインテリアアイテムを色々な素材と技法

コラボレーションし、
これまでにない新感覚のデザイン建材を
商品化する共同企画「越-etsu-プロジェクト」が始動しました。
富山県内からは鋳造、彫金、漆芸、組子などの職人が参画。ホテ

で形にしています。
「塔」
をモチーフとした
「塔音Tone」
、
まるく柔らかな
「曲線」
がテーマの
「まどか
Madoka」、丸い底で音の「揺れ」が心地よい「揺音Yurine」の3シリーズをラインアップ。

ルや高齢者施設といった非住宅市場向けに、
ドアなどの建材の
開発に取り組みます。

「まどか Madoka」
シリーズ
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20.

14.

「とやま×伝統工芸×ジュエリー」新商品を発表

ミツオカ初の新型SUV
「バディ」を発表

●富山県

●光岡自動車

富山県は、
伝統工芸の美や魅力を活かしながら新しい可能性を切り
拓く「とやま伝統工芸ジュエリープロジェクト」を立ち上げました。

同社では初となるSUV
（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）
タイプの新車「バディ」を販売することになりました。バディ

総合ジュエリーメーカー（株）桑山と、本県が誇る高岡銅器・高岡
漆器の意欲的な職人3組がコラボした全国初の試みです。
先般、
新

は1970～80年代のアメリカンSUVのテイストのデザインが
特徴。ベース車はトヨタ「RAV4」で、2.0リッターのガソリン

商品が完成、
日本最大のジュエリー展
「第32回国際宝飾展」
や日本
橋とやま館（いずれも東京）にて発表し、高い評価を受けました。

車（4WD／2WD）と2.5リッターのハイブリッド車（E-Four
／2WD）
タイプをラインナップ。2021年6月から出荷開始
の予定です。

22.

15.

現在、
富山市の
「D&DEPARTMENT TOYAMA」
で展示会を開催して
います
（4月25日
（日）
まで）
。

富山発アップサイクル家具を貸し出す
サブスクサービス「YES」がスタート

幾何学形態をモチーフにした
セルフケアグッズを商品化

●家’s

●リッチェル

50年～100年前のものを中心に使われなくなった家具を引き取り、地元の工芸職人と
連携し再生。再生した家具を定額制（サブスク）で貸し出し、所有したい場合は買い取る

21.

プラスチック製品を企画製造している
（株）
リッチェルが、
富山デザインコンペティション
2018で黒木靖夫特別賞（現審査員特別賞）に輝いたデザインユニットyonanpの作品
を商品化。4アイテムをラインアップし、通販サイトなどで販売をスタートさせました。
肩こりや足裏の疲れなどに効くマッサージ機能とともに、
オフィスやインテリアにマッ

こともできる…そんなアップサイクル＆サブスクサービスがスタートしました。古いモノ
に新しい価値を付加し循環させるビジネスモデルとして注目を集めています。

自由自在に形を変えられる
錫の靴べら「SUZUVERA」

チするデザインが特徴。
自分用だけでなく、
ギフト用としても人気を博しています。

16.

●TAISEI MISHIMA DESIGN
プロダクトデザイン事務所TAISEI MISHIMA DESIGN（東京）が開発し、
（株）能作
が受託製作した錫の靴べら「SUZUVERA」が商品化され、オンラインサイトで販売
を開始しました。錫の特性を活かし、足の形に合わせて靴ベラを変形できるので、
サッと靴を履けます。薄さ1.5mmと携帯性にも優れており、胸ポケットなどに入れ
て持ち歩けます。

障害者の作品をグッズ化
watasiwaブランドで販売開始
●えむの会

障害児を持つ保護者らの要請を受け、美術家 川井昭夫さんの呼びか
けで発足した、障害者と絵画をつなぐボランティアの会＝えむの会。
当会 のメンバーが 描 いた 絵 を用いたアート・グッズのブランドが
「watasiwa（わたしは）」です。カレンダーやポストカード、手提げバッ
グをはじめ様々なグッズを製作、価格の一部を作家に還元するシステ
ムでショップやオンラインショップなどで販売しています。

23.

環境配慮型素材を用いたニット新ブランドを展開
●川田ニッティンググループ

17.

18.

マスコットキャラクターデザイン決定

慮をコンセプトとする新ブランド「tococie
（トコシエ）for SDGs」を発表。オーガニック
コットンや再生繊維などを用い、化学溶剤や
水の 使 用量を削減、北陸3県内で完了する

Creators Meet TAKAOKA
プロダクトを製作中

●あいの風とやま鉄道
あいの風とやま鉄道（株）は鉄道をより身近に感じて
いただくため、ホームページやチラシなど各種広報物

生産工程などの条件を設け商品づくりに取り
組みます。
世界的に高まるサスティナブル素材
のニーズを取り込んでいく考えです。

●高岡市

やオリジナルグッズなどで活用していくマスコット
キャラクターを制作しました。モチーフとなったのは、

「ものづくりのまち高岡」の魅力をクリエイターに向
けて情報発信する「Creators Meet TAK AOK A」。

「あいの風」
が吹く頃にやってくる渡り鳥
「ホトトギス」
。
デザインは高岡市の
（株）
アキデザインが手掛けました。

高岡の工房とクリエイターが協働し新たな作品／
商品／素材づくりに挑む事業です。
今年度は、
参加者

この後、
一般公募したキャラクターの名前とともに4月
頃に完成発表する予定です。

が工房を巡るキックオフツアーの実施の後、オンラ
インを活用しながら工房との協働制作に取り組み、

19.

プロダクト製作に取り掛かっています。

米三とウッドリンクの新ブランド
第一弾オフィス家具シリーズ「木と人」がリリース

●米三×ウッドリンク
家具インテリア（株）
米三と木材加工メーカー ウッドリンク
（株）
が共同開発
した新ブランド「木と人」が発足、販売を開始しました。富山県産を中心とし
た国産材原木品質最高ランクA材のスギの小割材を高周波接着で集成加工。
富山県内の家具職人と鉄工所の連携でテーブル・書棚・パーティションなど
のオフィス家具に仕上げました。ウッドリンクが製造、米三が販売を行いま
す。

06

たて編みニット生地「トリコット」を製造・販
売する川田ニッティンググループは、環境配

25.

24.

サスティナブルな素材を用いたセーター
「The Sweater」
●ゴールドウイン

銅着色技術で創出した「色」をファブリックに展開
●モメンタムファクトリー・Orii
独自の銅板発色技法を確立してきた銅器着色メーカー モメンタムファクトリー・
Orii。銅板で創り出した「色」
「模様」を布地に転写し、ファッションアイテムとして
商品化を進めているのが同社のブランド「オリイファブリックス」です。2018年に
開発したオーダースーツに続き商品化したのは「浴衣」。鮮やかな銅着色を表した
「斑紋孔雀色」
「斑紋ガス青銅色」など多彩な色がラインアップされています。

（株）
ゴールドウインは、
バイオ素材開発のスパイバー
（株）
（山形県）
と植物由来の糖類
などを主原料とするサスティナブルな構造タンパク質素材「Brewed Protein™」を
共同開発。環境負荷低減と持続可能性を実現するこの素材を毛素材と混紡し編み上
げたセーター「The Sweater」を製品化、
「Goldwin」ブランドから世界市場に向けて
販売開始しました。
同社はサンフランシスコ
（アメリカ）
、
ミュンヘン
（ドイツ）
へも直営
店を出店し、今後も更なる海外市場の拡大を計画しています。
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デザインメンタリング制度を導入
新しいコンペの在り方を探る

33.

●デザインウエーブ開催委員会
27回目を迎える富山デザインコンペティションで、初の試
みとなる
「デザインメンタリング」
を導入。
最終審査前にファ

28.

N

c
○Takumi
Ota

産業技術研究開発センター3者の共同開発。低コストで製造でき、耐久性や省エネ性にも優れ、ウイスキーの
味がまろやかになる効果も確認され、内外のメーカーから関心が寄せられています。

29.

「CARVED CUCU」
アジアデザイン賞2020で
Merit Awardを受賞
●タカタレムノス
彫り込まれた文字が光の変化で様々な表情を見せる
レムノスの壁掛け時計
「カーヴドシリーズ」
。
そのカッ
コー時計バージョン
「CARVED CUCU」
が、
アジアデ
ザイン賞 2020（DFA Design for Asia Awards
2020）
において Merit Award を受賞しました。
デザ
イナーは寺田尚樹氏。
「2020年度グッドデザイン賞」
に続き、
2つ目の受賞となりました。

30.

CS Design awardで
一般部門グランプリを受賞
●宮田裕美詠（ストライド）

34.

技のこわけオンラインショップと
YouTubeチャンネルがスタート
●富山県総合デザインセンター

富山県のものづくり企業や作家が作るテーブルウェアなどの
こだわりの商品を集めブランド化した
「越中富山 技のこわけ」
。
そのオンラインショップとYouTubeチャンネルがスタートし
ました。YouTubeでは、ものづくりの現場や職人などを紹介。
ショップでは兄弟ブランドである食べ物「幸のこわけ」と組み
合わせたギフトセットの販売も始めました。

36.

35.

富山の食と手仕事品をお届けする
オンラインストア開設

新型コロナウィルス対策用に
高濃度エタノールを製造
●若鶴酒造
若鶴酒造（株）は日本酒の醸造所でありながら、

今年で第21回目を迎えるカッティングシートのデザインコン

北陸唯一のウイスキー蒸留所を持つ会社。新型
コロナウィルスの感染拡大で消毒に使用可能な

ペ「CSデザイン賞」一般部門で、宮田裕美詠さん（ストライド）
がグランプリを受賞。
対象となった作品はD&DEPARTMENT
TOYAMA GALLERYが開催する各企画展にあわせたウィンド

高濃度エタノールの供給がひっ迫していることを
受け、
同社は高濃度エタノール製品
「砺波野スピ
リット77」を製品化。医療機関を中心に供給を

ウ・デザイン。
企画展の展示内容を的確に伝えるデザイン表現

行いました。売り上げの一部は、クラウドファン
ディングで募る新型コロナ感染拡大防止活動

が高く評価されました。
施工はハマ企画
（株）
。
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G

通常、銅板を叩いて曲げて溶接して造るウイスキー蒸留器を、青銅を鋳型に流し込んで造った世界初の鋳造
製蒸留器「ZEMON（ゼモン）」が、
「第7回富山県ものづくり大賞」を受賞しました。老子製作所、若鶴酒造、県

ターが提供。
応募案の現実化をサポートしました。

した。
認定品はこれで20品目82事業者となりました。

I

●老子製作所、若鶴酒造、富山県産業技術研究開発センター

イン提案に導く―という試みです。市場ニーズや素材、工法
や工程など、商品化に必要な幅広い知見を経験豊かなメン

富山県は、
優れた県産品を認定して魅力を発信する
「県推奨とや
まブランド」に、
「ミツオカオリジナルカー」
（（株）光岡自動車、富
山市）と「久乗おりん」
（（株）山口久乗、高岡市）の2品目を加えま

S

世界初「鋳造製ウイスキー蒸留器（ポットスチル）」
県ものづくり大賞に

イナリストが企業やデザインメンターと交流することで、
応募案のブラッシュアップを行い、
よりリアリティあるデザ

●富山県

E

品による構法を考案。また地元の木材を使い、製作を地域完結させることで環境負荷、時間、コス
トの削減を実現。新しい建築のあり方を示したことが、今回の受賞につながりました。

27.

とやまブランドに2品目追加
「ミツオカオリジナルカー」と「久乗おりん」

D

がグッドデザイン金賞を受賞しました。かつての
合掌造りのような「地域住人が参加して建てる建築」を目指し、子供でも持てる小さくて軽い部

の製作用カップが付属。
小ぶりの
「ぐい呑」もラインアップしています。

31.

A

合掌造りを現代のデジタル技術でアップデートする
ことを試みたVUILD（株）
の建築物「まれびとの家」

時間を豊かに」という思いを込めて開発したのが、新商品「鎚目キット」。キット
には140ccのタンブラーとステンレス製のハンマー、加工時に用いる樹脂製

子どもに配慮した製品やサービス、活動
などを顕彰する「第14回キッズデザイン
賞」に、星の杜小学校などの「木造校舎を
使った木育カリキュラムの実践」が優秀
賞を受けました。木育には、同校を設計
した建築事務所や福井大の研究室など
が参加。児童たちは、地元の木材を使っ
た校舎で外壁の塗装や木製パネル作り
などを続けており、
「 地域の技術や資源
を学ぶことで愛着が醸成される」などと
評価されました。

M

●VUILD

「鎚目」
とはハンマーで金属を叩き、
表面に凹凸模様を作る加工方法。
叩いた跡の
陰影が美しい表情を作ります。
「その加工をDIYで」
「職人体験を楽しみ、
おうち

●魚津市立星の杜小学校

A

五箇山「まれびとの家」
グッドデザイン金賞受賞

自分で仕上げる錫のタンブラー「鎚目キット」発売

●能作

木造校舎を使った木育カリキュラム
キッズデザイン賞受賞

Y

TOPICS 50

32.

26.

O

●富山県西部観光社 水と匠
新型コロナウィルスの影響で観光業や飲食業が大きな打撃を受ける中、
（一社）
富山県西部観光社 水と匠は、富山の魅力を伝え、販売先を失った生産者や工芸
作家と消費者を直接結び拡販につなげるオンラインストアを開設しました。富
山湾の海の幸の冷凍品や干物、陶芸作家の作品など31点からスタート。商品の
食材や器を使ったレシピ、
盛り付け例などを動画でも紹介していきます。

基金と＃まもろう富山に寄付しました。

37.

技のこわけ×ホテルニューオータニ高岡「伝統と革新の晩餐」開催
●富山県総合デザインセンター
富山県のクラフトブランド「越中富山 技のこわけ」とホテルニューオータニ高岡のトップレストラン「フォー
シーズン」
がコラボ。
「金属」
「木工」
「螺鈿」
の3種類の器を用い、
器からイメージを膨らませた料理を創作、
氷見
市のワインインポーターがセレクトしたワインと合わせて提供するディナービュッフェを企画開催しました。
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45.

38.

O

高岡銅器メーカー運営の
民家ホテル「金ノ三寸」オープン

漆工芸作家 橋本千毅氏
「和巧絶佳展 令和時代の超工芸」に出展
●橋本千毅

●葉月

富山市に工房を構える漆工芸作家 橋本千毅氏が、パナソニック汐留ミュージアムで開催された「和巧
絶佳展ー令和時代の超工芸」に出展作家として選ばれました。
「いま最も注目される1970年以降に生

美術銅器製造元（有）
四津川製作所 代表が、
古民家を改修したホテルを高岡市金屋町にオー
プンしました。
往時をしのばせる千本格子やこけら葺きの外観で、
ホテル内には
（有）
四津川製

まれた12人の工芸作家」を紹介する同展。橋本氏は「花蝶螺鈿蒔絵箱」など10点の作品を出展、伝統工
芸と現代の技術を融合させた作風で注目を集めました。

作所の銅器やアーティスト、
工芸家らが創作した作品が実用使いされています。
最大8人と4人
が宿泊できる1棟貸切タイプが2棟、
運営は同社代表が経営する合同会社
「葉月」
が行います。

39.

46.

産学官の交流拠点
「Sketch Lab」オープン

高岡クラフト市場街をオンラインで開催
●高岡クラフト市場街実行委員会

●富山市

産学官連携事業として2012年から毎年秋、高岡市の中心市街地において開催されてきたクラフトイベ
ント「高岡クラフト市場街」。今年度は新型コロナウィルスの影響によりオンライン配信イベントとして

富山市が進める「未来共創」の拠点施設として整備した
「Sketch Lab」。20～40代の経営者らを中心とした官民

実施。御旅屋セリオに新設されたスタジーバや県総合デザインセンターのバーチャルスタジオを配信
拠点に、
Youtubeで多彩なコンテンツを配信しました。

連携組織
「とやま未来共創チーム」
が、
企業や大学関係者、
学生などとの異業種交流やビジネスセミナー等を開催。

47.

交流を通じて生まれたアイデアや技術をもとにした新たな
ビジネス創出や地域課題の解決を目指します。

アロマ工房「ザ・ワークショップ」
美容と健康の体験型施設ヘルジアンウッドにオープン
●ヘルジアンウッド

40.

41.

国際工芸アワードとやま2020展を開催

新商品紹介のWEB展示会を特設サイトでオープン

●富山県美術館

●YKK AP

「国際工芸アワードとやま」
は、
50歳以下の
「若き工芸家」
を対象として作品の独
創性、美的価値、素材・技術の活かし方、工芸に対する考え方等を総合的に評価
して顕彰するもの。
2020年3月に1次審査、
2021年2月に実作品による2次審査
を開催し、
受賞7作品を決定。
2月25日から1次審査通過作品や選考委員の作品
を展示した展覧会を開催しました。

立山町で
（株）
前田薬品工業などが整備を進める美容と健康の体験型施設
「ヘルジアンウッ
ド」
内にアロマ工房がオープンしました。
工房
「ザ・ワークショップ」
にはエッセンシャルオイ
ルを抽出する蒸留器などが設置され、ハーブやアロマにかかわる各種イベントなどを体験
できます。隈研吾氏が設計を手掛けたことでも話題となったヘルジアンウッドでは、工房
に引き続きサウナや宿泊施設、トリートメント施設がオープンする予定です。

住宅用・ビル用新商品を中心とした全51アイテムを展示するWEB展示会
「PRODUCTS PARK
2020」をYKK AP（株）が開設。6月19日から12月24日までの期間オープンしました。だれ
でも自由に訪問できる仮想展示空間には、展示アイテムごとに企画・開発担当者によるプレ
ゼンテーション動画を用意。10月23日からは特設会場もオープン。予想を大きく上回る約
27万人の訪問者が訪れました。

42.

ZIBA（高岡地域地場産業センター）
御旅屋セリオに移転

●高岡地域地場産業センター
（公財）
高岡地域地場産業センターが、
高岡市開発本町から中心市街地ビル
「御旅屋セリオ」
に移転オープンしまし
た。国が指定している伝統的工芸品6
品目
（高岡銅器、
高岡漆器、
越中福岡の
菅笠、
井波彫刻、
庄川挽物木地、
越中和
紙）の魅力を発信し、観光客や市街地
活性化を目指します。愛称「ZIBA」は

44.

「磁場のように人を集め結びつけたい」
との想いを込め名づけられました。

富山まちなかの、日常の新しい1コマに
「SOGAWA BASE」

●SOGAWA BASE（総曲輪ベース）
「このまちのあたらしい日常」をテーマに富山西武跡地の複合再開発ビルにオープンし
た新商業施設「SOGAWA BASE」。
「総曲輪食倉庫」をコンセプトとする1階には、富山県
内の事業者が手がけている飲食店やカフェ、食品店など個性豊かな11店舗が集積。売り
場と客席が一体となったマーケット＆フードホールとして賑わいをもたらしています。
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43.

バーチャルツアー特設ブース開設
●富山県総合デザインセンター
VR
（仮想現実）
技術を活用しコンテンツを視聴できるバーチャルツアー特設ブースが、
県総合デザインセンター展示室に開設。
ゴーグルやタッチパネルモニターを使い、
鋳物
メーカーやホイールメーカー、実物模型製作会社など県内企業のものづくりの様子
を360度映像で体験できるというもの。工場見学が難しいコロナ下での産業観光の
推進を目指します。

48.

新世代スイーツ「ホットドラバター」
大丸東京店にポップアップストア出店
●中尾清月堂
「ホットドラバター」
は、
和菓子店（株）
中尾清月堂
（高岡市）
が発売した
レンジで温めバターを溶かして食する新しいタイプのどら焼き。
2018年の発売以来、
北陸を中心にヒットを続ける人気商品です。
その
ポップアップストアが大丸東京店
「ウィークリーセレクトスイーツ特集」
にオープン。
初の東京進出を果たしました。

49.

c
○Koji
Honda

グランドセイコースタジオ雫石に
富山ガラス工房の展示什器が採用
●グランドセイコー
誕生60周年を迎える高級腕時計ブランド、グランドセイ
コーが展示工房施設
「グランドセイコースタジオ 雫石」
（岩
手県雫石町）を開設。設計は建築家の隈研吾氏。同スタジ
オの展示用に、
ガラス造形作家であり富山ガラス工房の館
長である野田雄一氏とガラス造形作家の小島有香子氏が
共同で、
ガラスの什器を制作しました。

50.

「L'évo」南砺市利賀村に
オーベルジュとして移転オープン
●L'évo
ミシュラン一つ星を獲得したフランス料理
「L'évo
（レヴォ）
」
が、
レ
ストランとホテルを兼ね備えた
「オーベルジュ」
として南砺・利賀
村に移転オープンしました。
土からこだわって育てた野菜やハー
ブ、天然の山菜、シェフ自らが処理したジビエなど、真の地産地
消を追求。
隣接するパン小屋で焼いたパンや富山のワイン・地酒
とともに、ここでしか創れない前衛的地方料理を楽しめます。
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Talk

SUN

SAT

FRI

Sensibility

ー感性の時代ー

2
0
2
0
9 / 4 ・5 ・6

藤井 直敬

クワクボリョウタ

医学博士、脳科学者
一般社団法人XRコンソーシアム 代表理事
デジタルハリウッド大学大学院 教授
東北大学医学部 特任教授

アーティスト
情報科学芸術大学院大学［IAMAS］教授

東北大学医学部卒業。同大大学院にて博士号取得。1998年よりマサチューセッツ
工科大学（MIT）、McGovern Institute 研究員。2004年より理化学研究所脳科学
総合研究センター所属。2014年株式会社ハコスコを起業。主要研究テーマは適応
知性および社会的脳機能解明。主な著書に「つながる脳」
「ソーシャルブレインズ入
門」
「拡張する脳」など。

1998年に明和電機との共作《ビットマン》を制作し、エレクトロニクスを使用した作
品制作活動を開始。光と影を使ったインスタレーション《10番目の感傷（点・線・面）》
《LOST》など、観る人自身の記憶に働きかけるような作品に着手している。アートユ
ニット、パーフェクトロンとしても活動し『デザインあ展』
（富山県美術館ほか）の展示
構成などを手がける。

今日は
「現実とはなにか」
というお話をしたい。
それはあまりに

「見る」ということはどういうことなのだろうか。10年程前か

当たり前すぎるので、考えることはあまりないだろう。私が「現

ら始めたインスタレーションシリーズ「10番目の鑑賞（点・線・

実」
について考えるようになったきっかけは、
SR
（Substitutional

面）
」
は、
鉄道模型に取り付けられた点光源がいろいろな日用品

Reality：代替現実）の技術である。SRでは現実と非現実との

の影を照らしながらゆっくり動いていくという作品。
模型の動き

境目が分からなくなることが起きる。SRの実験では参加者が

につれ様々なものの影が壁や天井に投影され移動していく。

第3回目となる今回のテーマは
「sensibility－感性の時代－」。

ヘッドマウントディスプレイを被るので人と人を隔離する方向に

影が何に見えるのかをしゃべりながら見ている親子がいる。
そ

予測困難な現実を前に、羅針盤としての「感性」を育てること。

なるが、
私は逆に人と人を仲良くするツールにしたいと思った。

の時、
彼らはそれぞれ違う4つの目で見ているのだが、
コミュニ

その取り組みがメディア・アート・パフォーマンス「Neighbor」

ケーションを介して同じものを見ようとしている。視覚体験は

だった。映画『マトリックス』のように、
「現実」はすべて主観で

孤独な営みなのだが、視覚体験を通じて、共感や隔絶が起きて

幻であるのか。皆さんに、現実と向かい合うきっかけを作れた

いる。
それが面白く、
自分にとっての興味となっている。

県総合デザインセンターの施設を開放し、
アート、
テクノロジー、
サイエンスなどの多様な分野で活躍する方々との交流や体験
イベントを通して「感性」を刺激し合うさまざまな催しが3日間

らなと思う。

にわたって行われました。

Discussion

藤井 直敬 × クワクボリョウタ × 桐山 登士樹
Naotaka Fujii

とやまD’DAYS とは

Ryota Kuwakubo

Toshiki Kiriyama

富山県総合デザインセンター所長 桐山登士樹がモデレーターとなり、
私たちが感じる新しい世界について語り合いました。

「とやまD'DAYS」は、デザインに関わる人や企業に、業種や立場
を超えて会いに行くことができる交流イベント。ものづくりの最

藤井

前線で活躍する専門家の話を聞き、ディスカッションできる機
会として企画・開催されています。今回は安全に配慮し、当日の
会場の定員を制限するとともに、多くの方にご覧いただけるよ
うプログラムの一部をオンライン配信しました。

VRの世界ではなんでもあり。
実際にできないエクス

クワクボ 影の作品を作っていて自分が一番気持ち良いと思う

トリームな体験をしていることが多い。
だけどそれを

のは、
「無」
の時。
何かが動いていて通り過ぎて、
その

やっても、
残らない。
残るのは誰かとのコミュニケー

後にある静寂のような時。
余韻のような自由な重力

ション。
現実とVR世界を行ったり来たりしつつ深掘

を感じる時が一番気持ち良い。

りしていきたいと思う。
桐山
クワクボ 物理的なことは、
どこか過剰で面白い。VRならでは

の過剰さというのがあって、そこが見つかったら面

自分の記憶とか経験とか。
クワクボさんの作品には
そういうことが多くあるが、これは意図的にやられ
ていることか。

白さが生まれるのだろうと思う。
クワクボ 他の人が見たら違うものに見えて欲しいという思い
桐山

オープニングトーク

Opening Talk

9 . 4 . FRI
藤井

はないので、
何かを見たら何かを喚起してしまう。
そ

「Forest」
（P17参照）も、バーチャルなんだけど没入

うならば、人は常に違うものを見ているのではない

Naotaka Fujii

× クワクボリョウタ

Ryota Kuwakubo

（仮想現実）
、
AR
（拡張現実)、
MR
（複合現実）
は、
むしろ
「現実」
こそが虚ろな存在であることを映し出します。
SR
（代替現実）
の研究者で脳神経科学者の藤井直敬氏と、現代美術家のクワクボリョウタ氏を迎え、この新しい現実世界における
人間の感性や社会の可能性を考察しました。

だろうか。

過剰さがVRに足りないという指摘は本当にそうだと
思う。
人が見たり感じたりする情報量はすごく多い。

私たちが直面する「現実」は、誰もが体験・共有可能なものとして捉えがちです。しかし、インタラクティブアートやVR

12

がある。人の目という器官は完全に網膜的なもので

クボさんの作品も、藤井さんのVR 立体音響作品
する。

私たちが感じる、新しい世界
藤井 直敬

お二人の作品に共通するのは没入感だと思う。
クワ

VRでは物質性、
現実の情報の豊かさみたいなのが圧
倒的に足りない。
ただ、
それを備えてしまった時にどう
なるのか、怖くもあり面白くもある。SRは現実から
地続きの体験。
例えば、
今お客さんが本当にいるかど
うか、
唯一確かめる方法は近寄って触るしかない。
だ
けど触れないから、
いることにしている。
手元にある豊
かな世界が地続きだと思うと、
世界は豊かに思える。

13

TOYAMA D’DAYS 2020

カンファレンス

Conference

01

Keynote Speech

基調講演

「問題」をつくる

9 . 5 . SAT
経営におけるアートとサイエンスのリバランス
山口 周

Shu Yamaguchi

では「人」がやるべき仕事とは何なのでしょうか。それは「遊

いま世の中には暮らしや社会、コミュニティのあるべき姿を

び」
と
「創造」
、
そして
「問題を作ること」
です。
ビジネスとは、
問題

思い描き、提案し、動かしていく人が求められています。アート

を見つけ解決していく一連の組み合わせだとすると、自分たち

作品を作るのと同じように「ありたい姿」を構想できる人。ソー

で問題を作る必要がある。では問題とはそもそも何か。それは

シャルアントレプレナーと言ってもいいでしょう。それは人工

「ありたい姿」と「現状」が一致していないということ。本来こう

知能には絶対できない仕事です。なぜならそこには、ヒューマ

ありたいのに、なってない。そこに問題がはじめて生まれるの

『ニュータイプの時代』
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？』など自身の著書にて、アートや美意識、感性の
重要性を語ってこられた山口周氏を迎え、
価値観が多様化し、
不確実性が高まっていくこれからの人類新時代において、
私たちに必要なものは何かをお聞きしました。

Artの力で新しい価値を

です。

ニティが必要だからです。
「安全で快適で便利」
という目的が一定の水準に達した現代、

ところが今、日本の人たちに「あなたたちどういう人生、ライ

よりいっそうの文化的豊かさを考えるとき、
人間に課された仕

フスタイルを送りたいですか」と聞くと、もうよく分からなく

事は
「意味」
を作ること、
新しい問題を見つけそれをエレガント

なっている。どういう世の中、どういう暮らしが良いのかを描

に解いていくこと。Scienceだけに寄りかかるのではなく、Art

けなくなっている。
それが最大の問題です。

の力を駆使し新しい価値を世の中に提案する。
そんな人を育て
ていくことが重要だと思うのです。

Discussion
山口 周

基調講演の後、桐山所長および参加者を交えたディスカッションが行われました。

独立研究者、著作家、パブリックスピーカー

その中から山口 周さんの発言をご紹介します。

1970年東京都生まれ。電通、BCGなどで戦略策定、文
化政策、組織開発等に従事。著書に『ニュータイプの時
代』
『 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』
『武器になる哲学』など。慶應義塾大学文学部哲学科、
同大学院文学研究科修士課程修了。
株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイル

Q

ScienceからArtへの転換は必要だと思うが、
どの程度の時間軸で考えるべきでしょうか？

Q

これからのデザイナーに必要とされる能力や
大切なことは何だと思いますか？

A

デザインとアートは近接領域でしばしば境界線の議論

ファクトリー社外取締役。

A
基調講演
Art ＝感性の重要性
通常、
ビジネスにおいてはScience
（＝理性）
という考え方が
重視されます。また今の世の中では、Scienceが得意な人を
エリートに押し上げ、
会社の中でもScienceが得意な人が評価
されるという仕組みがあります。

になりますが、デザインは問題が最初に提示され、そこ

の変化が一気に加速すると思います。特に30歳代以下の人に

からスタートする営みというイメージが強いですね。一方アー

とっては、物質的豊かさや経済的成長などの価値観が、明らか

トは、問題提起から入ることが多かったと思います。今は問題

に下がっています。
それよりも
「意味のある仕事につきたい」
とか、

が希少化している世の中。デザインの中に問題を再定義する

文化的豊かさや自然や芸術との共生、環境に負荷をかけない

領域を取り込んでいく必要があると思います。デザイナー自ら

を作っている。つまりモノにマイナスの価値が生まれているの

サスティナブルな生き方をしたいという価値観が明らかに増え

が「本来こうあるべきだ」という仮説を、対話を通じて作ってい

が20、
21世紀なのです。

ていることからも分かります。

く。問題を再定義していくところから思考を始めていくことが、

マーケティングの功罪

これから先のデザイナーには必要だと思っています。

他にも過剰なものとして「利便性」があります。便利にする
ことでモノの価値が上がるという考えは企業の中にも根強く

ないと、次の時代にどういうものがくるかは分からない。そこ

あります。Scienceに頼る日本の家電メーカーの苦戦の原因

にArt＝感性の重要性があると思うのです。

は、人間がマーケティング＝Scienceの奴隷になっているから

今は「問題」が希少なものとなり、逆に「正解」が過剰となっ

は、もう間もなく社会から退場する。そうすると価値観

コンサルタントの近藤麻理恵さんは、モノをなくすことで価値

しかしScienceでは
「美」
は判断できない。
五感や直感に頼ら

モノの価値がなくなっていく

サイエンス型つまり昭和型の価値観を持つ世代の人々

です。
「消費者調査をし、統計解析をし、客のニーズを精密に分
析して捉え」た結果、各社ほとんど同じような製品になった。
その典型的な例が、
日本の携帯電話産業でした。

ている世の中です。
本質的に解きたい問題がないのに、
ソリュー

ビジネスは本来、
「世の中にこんなものを生み出したい」
とい

ションだけが一人歩きしている。また、人に「何か物質的に困っ

う人間の主体的な情熱や問題意識が始まりにあるべきなの

ていることがあるか？」と聞くとほとんど出てこない。
「モノ」

に、マーケティングプロセスの奴隷になっている。人間が主体

が過剰で「意味」が希少という状態が起きている。つまり、モノ

的に介在する余地が全くない状態。これは日本の多くの産業

に価値がなくなっているのです。この状態は世界的に起きて

で起こっている現象です。

います。
「こんまりさん」はその象徴と言えるでしょう。片付け
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TOYAMA D’DAYS 2020

02

カンファレンス

カンファレンス

Conference

T a l k S e s s i o n トークセッション

Conference

03

T o y a m a C r e a t i v e M e e t u p 交流会

アートやデザイン、テクノロジーなどの第一線で活躍する方々を講師に招いてのトークセッション。

トークセッションの登壇者と参加者が交流するクリエイティブ・ミート

スライドを使った各自15分程度のプレゼンテーションの後、桐山所長の司会で自由に議論を深めました。

アップ。
3つのグループに分かれ、
「そもそも感性って何か」
「コロナ禍で
感じたこと」
をテーマに、
自由な意見の交流が行われました。

9 . 5 . SAT
体験ツアー

アートとデザイン

D’DAYS Tour

9 . 4 . FRI
富山県総合デザインセンターと株式会社能作を回る体験ツアーを開催。富山県総合デザインセンターでは3Dプリン
ター等を活用した商品開発を学ぶとともに、とやまD’DAYSオープニングトーク、VRアート作品「Forest」を体験しまし

ミヤケ マイ

川原 隆邦

吉田 真也

美術家

和紙作家

プロダクトデザイナー

ミヤケ 私は、時代の変換期には「父親のない子が未来を作

た。能作では、鋳物体験として錫の箸置きを製作。ツアーを通じて参加者の方にデジタルとアナログ両方のものづくり
に触れていただく機会となりました。
吉田

コロナによる影響で発表していく機会が失われていく

る」と思うことがある。コロナの影響が言われるが、肝

のは残念だが、忙しかった時とは違い、今は一つひと

心なのは、自分がどういう風に生きたいか、どういう社

つ丁寧にやれる環境がある。ひたすら追い求めていけ

会の中にいたいかを強く考えることだと思う。

たらと思う。プロダクトの機能を超えた物質的な魅力
へ、好奇心を持って活動していきたい。

川原

僕は最初、
和紙のことを全く知らなかった。
畑から材料
が作られているということも。いま和紙はどこでも買

桐山

3人が活動する世界は、昔だったら枠にはまった世界

おうと思えば買えるが、土いじりから始めることはな

だった。けれどいま、枠はどんどん広がっていく。多様

かなかできない。こういう取り組みを、これからも変え

性を許容する時代がきている。美的な力はすごく強

ることなくやっていきたい。

い。言葉を超えている。自分の足で立ち、さらに美しい
ものを作り続けて欲しいと思う。

9 . 6 . SUN
テクノロジーとデザイン

平瀬 謙太朗

プランナー、
デザイナー、 クリエイティブ
エンジニア
ディレクター

松山

平瀬

VR体験

松山 真也

吉泉 聡
TAKT PROJECT Inc.代表、
デザイナー、
クリエイティブディレクター

すごい技術を使っていても面白くないものは面白く

吉泉

テクノロジーは理論として線形的なプロセスを踏まざ

ない。
エンジニアリングとデザインとプラン、
その総合力

るを得ないが、
デザインやアートは考え方にジャンプが

で面白いものを作る。
子供たちに伝えたいのは
「なんで

入る。
そのジャンプを理論と対等に扱えるか？デザイン

も作れるんだよ」
ということ。
ないものは作れば良い。
作

やアートをやりながらもテクノロジーを知っている人

るのが楽しいと伝えたい。

は、
両方の考え方を融合出来、
面白いと思う。

新しいこととか挑戦的なことをやりたいと思った時に

桐山

VR Experience

9 . 4 . FRI － 9 . 6 . SUN
2020年2月「Media Ambition Tokyo」で発表されたVR立体音響作品「Forest」。最先端のVR技術を使ったアート
作品の体験会を開催しました。

デザインの領域、フィールドが広がっている。デザイン

は、
前段のチーム作り、
仲間づくりからやらないといけ

の拡張。そこに向かう3人の意思を感じた。もっと大き

ない。試作はすごく大事。頭の中でわかった気になって

く広がって欲しいし、
国を超えて新たなスキームが生ま

いても、やってみると思ったものと全然違ったり。そこ

れるかもしれない。

にアイデアのタネがいっぱいあったりする。
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NIGHT FORUM

ナイトフォーラム

「かみの工作所」スタート

ナイトフォーラム

山田

福永紙工は1963年に創業した会社で、
印刷した紙を型抜

桐山 「かみの工作所」がスタートしてからもう14年になるん

きして箱を作る、そのような事業をやってきました。受注

［期日］2020年12月4日（金）
［会場］D＆DEPARTMENT TOYAMA

ですね。

生産型の下請け体質の会社でした。萩原さんと出会って
先ず始めたのが、
デザイナーたちに工場見学をしてもらい、

山田

グラフィックだけでなくプロダクトや建築などいろんな分

工場の設備や技術の中からデザインを発想してもらおう

野のデザイナーに参加してもらい、
「 うちの設備でやれ

という活動でした。

そうな、
今まで見たこともない紙の使い方を考えて」
と訴え
てきました。総勢35組以上のデザイナーと協働製作して

桐山

会社からすれば、
「 婿殿が何かとんでもないことを始め
たぞ」
という感じじゃなかったですか？

いる「かみの工作所」をはじめ、トラフ建築設計事務所の
「空気の器」、寺田尚樹さんの「TERADA MOKEI」、和田
恭侑さんの
「gu-pa」
、
鈴木康広さんの
「MABATAKI NOTE」

山田

まあ、そうですね（笑）抵抗はあるにはありました。けれど

などいくつもプロジェクトが生まれてきました。

デジタル化の影響を受け、
業界も徐々に冷え込み、
会社の
先輩方も危機感を持っていました。
しかしどうすればいい
のかの答えは見つからない。せいぜい「駆けずり回って
仕事を探してこい」
という状況でした。
そんな中で萩原さん
たちと始めたのが、止まっている会社の設備を実験的に
使いながら何ができるのかを考えることでした。新しい
設備や道具を購入することなく、今ある設備で何ができ
るか。
デザイナーと工場のノウハウを融合させようと
「ゆるい
クラブ活動」
のような感じで始め、
そして立ち上がっていっ

富山デザインウエーブ2020デザイン展の開催を記念し、デザインの再発見や、デザイナー・異業種間での交流促進を目的と

たのが
「かみの工作所」
プロジェクトだったのです。

する「ナイトフォーラム」が開催されました。今年は、企画展『紙の可能性、紙のデザイン』に作品を出展いただいた福永紙工
（株）
代表 山田明良氏と、
日本のインテリアシーンを牽引するスタイリスト 長山智美氏をゲストに招き、
福永紙工のデザイン
を核とする新しい事業展開、
紙の持つ可能性や魅力ある商品開発などについて語っていただきました。
POP UP SHOP「福永紙工×21_21」＠21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

【第一部】

Talk

山田 明良

Akiyoshi Yamada

× 桐山 登士樹

紙の可能性と世界観を伝える
山田

Toshiki Kiriyama

こうしてデザイナーと協働し自分たちで製品開発し販売し
ていく事業が始まったのです。製品は国内外の美術館の
ミュージアムショップなどで扱われ、福永紙工の名前は
徐々に知られるようになっていきました。
「とんがったこと

萩原 修氏との出会い
山田

をやる会社」
ということで、
クリエーターの中にもファンに
なって下さる方が出てきた。そんな中からイッセイミヤケ

山田 明良
福永紙工(株) 代表取締役
かみの工作所 代表

福永紙工は印刷と加工の会社。私は妻の実家である福永

クターの萩原修さんと出会ったのです。彼のやっている

やサカナクションのパッケージ製作といった新しい仕事

紙工を継ぐため、
それまで勤めていたアパレル会社を辞め、

文具屋さん
（つくし文具店）
が近所にあって、
そこをぷらっ

の機会も生まれてきました。

この業界に入りました。しかしどうにも水が合わず、10年

と訪ねたんです。
で、
話をしているうちに意気投合して。
桐山

ほど悶々と過ごしました。
その後、
デザインの世界に関りを

ゲスト

1962年愛知県生まれ。アパレル商社勤務を経
て、1993年福永紙工(株)へ入社。2008年同社
代表取締役に就任。2006年よりデザイナーと
の協働プロジェクト「かみの工作所」を発足さ
せ、それまでの製造ノウハウをベースに自由で
斬新なデザイナーの発想を融合させ工場発の
主体的な紙製品の開発、製造、販売を手がける。

14年にわたるデザイナーとの協働プロジェクトを通じて、
エッジの利いた存在になっていかれたのですね。
「作る」
こ

持つようになり、
今日に至っています。

桐山

当時彼はリビングデザインセンターOZONEを辞めて…

桐山

その10年間は、
どんな仕事をしていたのですか？

山田

地元の国分寺を拠点に地域をデザインで活性化する、そ

山田

昔からの取引先と昔ながらの取引をしていました。
営業接

工のものづくりの世界と、彼の持っているデザイナーの

待のためにゴルフの練習したり。
けれどそういうのは苦手

ネットワーク／コミュニティを融合させることで、
新しいこ

です。そのために重視しているのがこれまでのプロジェク

でした。
ゴルフも上手くありませんでしたし
（笑）

とができないか、
と。
それが転機でした。

トを「面的」に展示し販売もする「POP UP SHOP」です。

ともそうですが、
生まれた製品を
「売る」
ことも大事な課題
でしょう。
そこはどうなさっていますか？

長山 智美

のような活動を始めようとしていました。
だったら福永紙
山田

インテリアスタイリスト

多くの人たちに私たちの
「世界観」
を伝えていくことが重要

『Casa BRUTUS』などの雑誌でインテリアや
プロダクトページのスタイリングを中心に活躍。
企業ショールームやカタログ、ショップ、ホテル
の内装インテリアスタイリング等も行う。

美術館や書店、雑貨店などで、年間6～70回ほど開催して
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桐山

今日に至る転身のきっかけは何だったのですか？

山田

もともとデザインやアートは好きでした。なんとか仕事で
も接点を持てないかと思っていたところ、デザインディレ

桐山

萩原さんは300人ほどの若いデザイナーとのネットワーク

います。私たちの製品は万人うけする一般的なものでは

＝Dネットを組織していました。地域のために何かをした

ありません。99人が「？」と思っても、一人の人に大好きに

いという萩原さんの熱意と、山田さんの思いが上手く出

なってもらえば生きていけるんじゃないかなと思ってい

会ったのですね。

ます。そんなものづくりをしていきたいですね。

モデレーター

桐山 登士樹
富山県総合デザインセンター 所長
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【第二部】

Session

とやまデザインビジネススクール2020

山田 明良 × 長山 智美 × 桐山 登士樹
Akiyoshi Yamada

Tomomi Nagayama

Toshiki Kiriyama

日本の紙製品のクオリティとインディペンデント文具
桐山

長山さん、紙関連の製品で印象に残っているものはあり

長山

ますか？

海外に行って思うのは、
日本の紙製品のクオリティの高さ
です。特に文具。オーソドックスなものしかない海外に
比べ、日本には子供向けや大人向けのものがあったり。

長山

インテリアの仕事をしている立場から言えば、紙ってイン

近年では、私が「インディペンデント文具」と呼んでいる

テリアで使われるシーンは限られていて、
一番多いのは照

個性的な製品を作っている小さな会社がたくさん出てきて

明でしょうか。
そこではこれまでイサム・ノグチを超えるも

います。台湾などでも同じような動きはありますが、日本

のは無いと思います。
次いで上げるならフランク・ゲーリー

が先駆けでした。
ちょっとしたギフトやお土産になる紙製

の段ボール製の椅子や渡辺力さんの
「リキスツール」
など、

の文具が豊富にあります。

名作と呼ばれるものを思い出します。これからはインテリ
アや家具などの分野よりも、文房具やちょっと飾れる「小

山田

時代がデジタルになればなるほど、紙の存在感が増して

物」のほうに可能性があるように思えます。例えばマスキ

いるのかもしれません。それも大量生産とは違い、スペ

ングテープとか。

シャルなものを作るという方向で。

デザイン経営を学び、企業競争力の向上へ
新型コロナウイルスの影響で大きく変わった社会の在り方。またその収束後に到来するとされるニューノーマルの時代。大きく

桐山

かつてジェトロ（日本貿易振興機構）の依頼で日本製品の

長山

パリでの展示会をプロデュースしたことがあり、ある年の

小ロットで生産できる紙だから、特色のあるインディペン
デントなブランドも数多く生まれてこられたと思います。

テーマが
「紙」
でした。
その中の一社に選んだのがマスキン

変化する経営環境の中で、企業には今、ポストコロナに対応した新しいビジネスや社会的な価値の創出、企業競争力が求められ
ています。そのキーワードとして注目されているのが、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営
手法「デザイン経営」です。富山県総合デザインセンターでは、
「デザイン経営」を学ぶ“とやまデザインビジネススクール”を新

グテープのカモ井加工紙（株）でしたね。

たに開講し、県内企業の経営者、デザイン・商品開発・企画部門担当者などを対象に、
「 オープンセミナー（2回）」と「企業導入
ワークショップ（3回）」を実施しました。ここでは「オープンセミナー第1回」の概要をご紹介します。

わらしべ長者のイノベーション
桐山

山田さんを見ていると、
仕事を楽しんでいるのが伝わって

オープンセミナー【第１回】
山田

そんなふうに言ってもらえると嬉しいですね
（笑）

長山

思いがけずたまたま出会ったその人がイノベーションの

きます。
長山

楽しむ姿勢が新しい人との出会いを促しているように思

きっかけをもたらしてくれる。狙ってできることではない

えます。そんな姿勢に惹かれてデザイナーがやって来て、

ですね。

桐山

住田 孝之

福市 得雄

住友商事（株）顧問

デザインコンサルタント

とをやっている会社には、
そんな共通点があるようです。

東京大学法学部卒業後、通商産業省（現：経済産業省）に入省。
特許庁、環境庁（当時）などを経て内閣府知的財産戦略推進事
務局長に就任。
「クールジャパン」を含む知的財産に関する戦略
の責任者を務め「価値デザイン社会」や「経営デザインシート」
といった新しい概念の創出とそのツールを作成推進。啓蒙・ 普
及を自ら行う。2019年住友商事顧問就任。WICI（世界知的資本
イニシアティブ）会長。IIRC（国際統合報告評議会）カウンシルメ
ンバー。一般社団法人 FCAJ（Future Center Alliance Japan）
理事。

カーデザイナー。多摩美術大学を卒業後 1974 年にトヨタ自動
車に入社。2011年常務役員、デザイン本部長に就任。トヨタ／レ
クサスのデザイン開発に携わる一方、チーフブランディングオ
フィサーとして、トヨタのデザイン改革やレクサスのブランド確
立を牽引。2014年よりレクサスインターナショナル社長として
経営とデザインを担う。2016年先進技術開発カンパニー先行
デザイン担当。2018年エグゼクティブアドバイザーに就任。現
在は愛知工業大学客員教授を務める他、デザインコンサルタン
トとして産業界に貢献している。

会社の規模についてはどのように考えていますか？

桐山

自分たちの身の丈を超えてしまうと、
歩留まりや品質など

今は正社員が30人程度。一人一人の顔がわかる、
学校のひ

中国は量への対応で成功しましたが、
自分たちは何を守っ

とクラス分くらいが良いと思っています。

ていくのかを明確にしながら進んでいかないと。

私たちは長らく「需要＞供給」の社会に生きてきました。しかし

トヨタのデザイン改革で私が主張してきたのは
「欠点のなさ」
で

21世紀以降の社会は供給過多の「需要＜供給」の社会。次の価値

はなく
「長所を活かす」
モノづくり。
100人のうち10人に熱狂的に

を構想するためには、これまでとは違うアプローチが必要です。

支持されるデザインを開発すること。そこで掲げたのが3つの信

平均的な質の高さではなく、異才を見つけ伸ばす。個性や違いを

念です。オリジナリティの追求。新しい形へのチャレンジ。形には

尊重しブレークスルーを図っていく。そのために必要なのがデザ

必然性があること。
だから常日頃、
経営陣や組織のメンバーたちに

イン思考です。①ビッグピクチャーで考える、②感性や内発的な

「デザインには企（わけ）があり、スタイルには意味がある」
「マー

動機、③「ありたい未来」
「 出口」からいまなすべきことを考える

ケットリサーチでデザインするな」と言ってきました。また「形容

言葉がありますが、
大工場を作ってフル稼働で回していく

バックキャスティング、④試行錯誤、⑤他者との共感などがキー

詞」
の使い方にも注意が必要。
「エレガント」
や
「ハイテク」
という言

すね。
少ししかなくて、
なかなか手に入らなくて待っている

スタイルがいいのか。コロナによって人と人とのつながり

ワードとしてあげられます。そのツールとして考案したのが「経営

葉も世代や地域によってイメージが異なるからです。
最後に、
私が

人がいる。
そういうのが、
日本の目指すものづくりかもしれ

やライフスタイル、消費スタイルが変わらざるを得なく

デザインシート」。ネットでダウンロードできるのでぜひ活用して

ません。

なった今、
経営やものづくりの在り方も考え直すべき時を

いただきたいと思います。

迎えているように思います。

※講演終了後
「経営デザインシート」
を用いたワークショップも行われました。

仮に大量の注文が入ってきたとしたら、
どうします？

山田

企業には「右肩上がりで行かなくてはならない」という呪
縛がありましたが、
それから解放される必要があると思っ

山田

う～ん…自分たちのキャパを超えるような仕事はしない

ています。

ようにしています。
桐山 「いたずらに規模の大を追わず」
というソニーの創業者の
長山
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［会場］富山県産業高度化センター １F 展示室

しべ長者」
（笑）
のようにステップアップしていく。
面白いこ

で欠落するもの、想像もしなかったリスクが生まれます。
山田

［日時］2020年9月4日（金）

その人の紹介でまた新しい人に繋がっていく。
まるで
「わら

身の丈に合ったものづくり
桐山

企業の価値をデザインする
― 今 私達がやるべき経営のイノベーション

大量に作り出してしまうと、ありがたみが減る気がしま

大切にしてきた「より言葉」をお伝えします。
「万能より唯一無二」
「詳細より大局」
「満腹より満足」、そして頭で理解するよりも感性
で納得する
「理解より笑顔」
。
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TOYAMA PRODUCTS

富山プロダクツ選定事業

優れた富山ブランドとして今年度23点を選定
富山県総合デザインセンターでは、富山県内で企画または製造されている性能、品質及びデザイン性に優れた
工業製品を「富山プロダクツ」として認定する富山プロダクツ選定事業を毎年開催。
富山ブランドとして国内外に情報発信し、企業の販路開拓を支援しています。選定商品を生産・販売する企業
には、
商品の紹介パンフレット作成や、
各種展示会への出品について県が支援を行うほか、
共通シンボルマーク

らくチンお料理ボウル くるっと

の使用が認められます。

（株）リッチェル

【 選定委員 】
●委員長

桐山 登士樹

ファサードエクステリア
調理用ボウル

アルミス
1型・2型・3型
三協立山（株）

クッション

和紙クッション
（有）桂樹舎

食材の洗い、水切りがこれ一つででき、余分な洗い物を
増やさないボウル。

アルミ押出技術による繊細なデザイン性で、外構設計
者の思い描くプランの可能性を大きく広げた。

厚手の手すき和紙にこんにゃく糊を刷毛引きし、手も
みしてできる和紙は、風合いが布と違って特徴がある。

書類ケース

角座

自動車

富山県総合デザインセンター 所長

●委員

内田 和美
進藤 仁美
竹澤 敏光

富山大学芸術文化学部 教授
D&DEPARTMENT TOYAMA 店長
（公財）富山県新世紀産業機構
中小企業支援センター センター長

高岡市デザイン・工芸センター 所長
日野 利
茂木 新之助 （株）大和 商品企画本部商品部
マネージャー

岡 雄一郎

和紙書類ケース

富山県総合デザインセンター
デザインディレクター

（有）桂樹舎

令和2年度 富山プロダクツ選定商品（順不同）

【 スケジュール 】

部分的に染めた型染め模様と昔ながらの玉ひもの留
め具がポイント。

和紙角座
（有）桂樹舎

ミツオカ ロックスター
（株）光岡自動車

何とも言えない温かい手触りがあり、使い込むほどに
艶が出てきて革のような風合いになり味が出てくる。

コンセプト「やんちゃ×スタイリッシュ×楽しさ」
自由闊達な社風がつまった夢のある車として限定発売。

錫製品

コースター

5月20日～8月20日 集中募集期間
8月27日

選定委員会の開催

10月1日

富山プロダクツ選定証交付

10月下旬

富山プロダクツ2020
PRリーフレット発行

10月29日～1月11日 富山プロダクツ2020展
（D&DEPARTMENT TOYAMA）

選定商品はWEBサイトにて公開しています。

アイスクリームストロー

15.0% No.20 cream soda
富山プロダクツ
www.toyamadesign.jp/products

（株）タカタレムノス

時計

Edge Clock
（株）タカタレムノス

アイスクリームの楽しみ方の新しいバリエーションとし
て、クリームソーダに焦点を当てたプロダクト。

高岡の砂型鋳造の技術を用いた、シンプルで力強いデ
ザインのアルミニウムクロック。

おりん

ペット用キャリー

オフィス家具

木と人シリーズ
（ワークデスク・シェルフ・パーテーション・ミーティングテーブル）

（株）米三（ウッドリンク（株）との共同開発）
富山県産杉を使用し、杉の肌触りや効能などの特徴を
活かしたオフィス家具。

錫の紐（すずのひも） らせん・あじろ・ゆい
（株）古城製作所

knit

山天東リ（株）

花瓶に入れたり、一輪挿しを支えたり、ブレスレットに
したり髪飾りにしたり、自由な発想で使用できる。

壁紙の美しさや魅力を数多くの方達に伝えたいと願っ
たコースター。

hapia ソリッド調
リビングドア

トレイ

米びつ

大建工業（株）

colm design

美術木箱うらた

建材
時計

Birdhouse Clock
（株）タカタレムノス

（株）山口久乗

ラタンキャリー
（株）リッチェル

colm Leather Tray

RICE STOCKER

愛らしい鳴き声で時を告げるカッコー時計。さんかく
屋根のシンプルな巣箱の形状を組み立てて製作。

おりんが60°傾いており、様々な角度からバチをおろ
してもいい音が鳴り、卓上に置いて演奏しやすい。

ラタン風のナチュラルな表面パターンが特徴のペット
用キャリー。

コンクリートや鉄錆、漆喰などの様々なマテリアルを
再現し、新たな空間を創出するシリーズを開発。

革絞りという革の立体成型を活かしたレザートレイ。

四辺に職人による手作業で削り出した美しい曲面をも
たせ、
桐の持つ和のイメージを一新したキッチンツール。

幼児用歯ブラシ

浴室用椅子

浴室用椅子

木質ペレットストーブ

ルームディフューザー

脱臭・調湿アイテム

TLI歯ブラシシリーズ
（株）リッチェル
生後3ヶ月～1歳半まで5ステップで歯みがきのトレー
ニングができる。
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どれみアストロリン

リュクレ 腰かけ
（株）リッチェル
広くてフィットする座面形状と背もたれが安定感をアッ
プさせ、通気性もよく凹凸がない形状はお手入れ簡単。

アライス 腰かけ
（株）リッチェル
「洗いやすい」にこだわった浴室用椅子。裏側にも突起
が無いため、
さっと洗える。

コンコード・メイ
（有）シモタニ

コンパクトなボディから、燃焼から灰に至る炎の物語
が大きなガラスを通して美しく見ることができる。

AROMA SELECT
（株）プロジェクトデザイン
富山の四季をイメージした4種類の香りから選ぶこと
ができる。富山県産エッセンシャルオイル使用。

炭草花 スミバコ
アイオーティカーボン（株）
廃木材を再利用した木炭の高い脱臭・調湿性能で、内
側のニオイだけでなく外側の空気も快適に保つ。
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2020（令和2）年度

事業報告

名称・日時

備考【場所】

富山県商品開発研究会
2020/9/4～6

とやまD’
DAYS2020参加

【県産業高度化センター 展示室】

2020/9/9

富山デザインコンペティション2020応募作品内覧会（1次審査）

【県総合デザインセンター バーチャルスタジオ】

2020/12/3

富山デザインコンペティション2020
最終審査・授賞式参加

【県民会館 会議室】

2021/2/27

とやまデザイン・トライアル成果発表会参加

4

とやまのお土産新ブランド創出事業

デザイン開発支援事業

1

内容

【県産業高度化センター 会議室】

名称・日時

内容

2020/4～6

企業ヒアリング

ブランド委員会

備考
【場所】

委員：梶川貴子（㈱ウェルネス・アリーナ 社長）
廣田尚子（デザインディレクター／女子美術大学 教授）
ナガオカケンメイ
（デザイナー／D&DEPARTMENT㈱ 社長）

2020/10/29

第1回ブランド委員会（オンライン）

【県総合デザインセンター クリエイティブ・サロン】

2020/12/15

第2回ブランド委員会「企業訪問」

【ヘルジアンウッド、
勝興寺、若鶴酒造、県産業高度化センター 会議室】

2021/2/3

第3回ブランド委員会（オンライン）

【県総合デザインセンター クリエイティブ・サロン】

2021/3/2

第4回ブランド委員会（オンライン）

【県総合デザインセンター プレゼンルーム】

2020/10～
2021/3

ロゴデザイン、
パッケージデザイン・試作及び新商品一次試作

新川・富山相談窓口の開設
企業の商品開発や、PR、各種情報にいたるまで、幅広くサポート。 〈新川地区〉相談日時：毎月第1金曜日 13：30～16：30
「商品開発についてアドバイスしてほしい」
「企業の魅力や商品を 【県魚津総合庁舎405会議室】
効果的にPRしたい」
「 商品開発の補助事業を知りたい」といった 〈富山地区〉相談日時：毎月第2・4金曜日 13：30～16：30
様々な要望をもつ県内企業、個人事業者の方を対象に個別相談に 【県民会館604会議室】
応じるデザイン相談会を開催

富山県内のデザイン開発支援策として、企業にデザイナーを派遣

派遣先企業①：㈲桂樹舎、
㈲佐野政製作所

2021/3

し、デザインを軸に魅力ある商品開発プロジェクトを発起させ、 派遣デザイナー：下尾さおり（Shimoo design）
県内のデザイン開発を推進する
派遣先企業②：㈲四津川製作所
派遣先企業③：富山県いきいき物産㈱
派遣企業：㈱MOAT
派遣先企業④：㈱中尾清月堂
派遣デザイナー：㈱ROLE

デザイン交流事業

2

5

台湾デザイン連携事業

デザインプロジェクト推進事業
2020/4～

展示会
2020/9/14～
10/30

美好器物・富山工藝

出品：技のこわけ等
【伊國屋書店 台北微風店
（台湾台北市）
】

2020/9/24～
26

Taiwan Innotech Expo 2020

県総合デザインセンターの活動紹介
㈱能作の錫製医療器具の開発事例
【Taipei World Trade Center
（台湾台北市）
】

デザイン講習会
2021/3/16

「デザイナーとつくりての心地よい関係づくり」

講師：種村清美（セイコーウオッチ㈱ 執行役員 企画開発本部 副本部長
デザイン部長）
野田雄一（富山ガラス工房 館長／ガラス造形作家）
小島有香子（ガラス造形作家）
桐山登士樹（県総合デザインセンター 所長）
【県総合デザインセンター バーチャルスタジオ】
2020/10/1～11 TAIWAN DESIGN EXPO 2020 IN HSINCHU

出品：技のこわけ等
【春室 The POOL
（台湾新竹市）
】

ナイトフォーラム
2020/12/4

「紙の可能性、紙のデザイン」

講師：山田明良
（福永紙工㈱ 代表取締役）
長山智美
（インテリアスタイリスト）
桐山登士樹（県総合デザインセンター 所長）
【D&DEPARTMENT TOYAMA】

クリエイティブ・デザイン・ハブプロジェクト推進事業

3
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デザイン交流拠点化推進事業

6

とやまD’DAYS 2020「Sensibility－感性の時代－」
2020/9/4

講師：藤井直敬
（医学博士／脳科学者／XRコンソーシアム 代表理事／
デジタルハリウッド大学大学院 教授／東北大学医学部特任教授）
クワクボリョウタ
（アーティスト／情報科学芸術大学院大学［IAMAS］
教授）
聞き手：桐山登士樹
（県総合デザインセンター 所長）
【県産業高度化センター 展示室】

2020/9/5

プロジェクト会議
【素材】9回「アルミ押出技術の新たな魅力探求」

Opening Talk「私たちが感じる、新しい世界」

Conference
Part1：Keynote Speech

講師：山口周
（独立研究者／著作家／パブリックスピーカー）

「経営におけるアートとサイエンスのリバランス」
Part2：Talk Session「アートとデザイン」

登壇者：ミヤケマイ（美術家）
川原隆邦
（和紙作家）
吉田真也（プロダクトデザイナー）

Part3：Talk Session「テクノロジーとデザイン」
Part4：Talk Session「Toyama Creative Meetup」

登壇者：松山真也（プランナー／デザイナー／エンジニア）

【県総合デザインセンター クリエイティブ・サロン】

【移動】4回「とやま型パーソナルモビリティ」
2020/9/6
【生体】5回「心電図解析による感情センシング」

平瀬謙太朗（クリエイティブディレクター）
吉泉聡（TAKT PROJECT Inc.代表／デザイナー／クリエイティブ
ディレクター）
【県産業高度化センター 展示室】

2020/9/4～6

体験イベント「Forest」

アーティスト：Naotaka Fujii＋GRINDER-MAN＋evala
【県総合デザインセンター バーチャルスタジオ】

2020/9/4

とやまD’DAYSツアー

【視察先：㈱能作、県総合デザインセンター】
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名称・日時

備考【場所】

とやまデザイン・トライアルワークショップ
2020/8/4～5、 アルミ材から削り出すジュエリーから机上のオーナメント
8/28

2020/6/26～

アパレルブランドの新展開

8/18

企業：㈱ウィン・ディー
大学：金沢美術工芸大学 工芸科
【金沢美術工芸大学】

名称・日時
11

富山プロダクツ選定事業

大学連携デザイン人材マッチング事業

7

内容

内容

備考
【場所】

募集
2020/5/22～ 県内で企画、製造される品質やデザイン性に優れた工業製品の
8/20
（集中募集）認定制度
「富山プロダクツ」
の公募

選定委員会
2020/8/27

応募28社43点（うち再申請3点）された商品の中から16社23点
（うち再申請2点）
を「富山プロダクツ」として選定

企業：IAAZAJホールディングス㈱
大学：富山大学芸術文化学部
【IAAZAJホールディングス㈱】
【富山大学芸術文化学部】

委員長：桐山登士樹
（県総合デザインセンター 所長）
選定委員：内田和美（富山大学芸術文化学部 教授）、日野利（高岡市デザ
イン・工芸センター 所長）、竹澤敏光（（公財）富山県新世紀産業機構 中
小企業支援センター長）、進藤仁美（D&DEPARTMENT TOYAMA 店
長）、茂木新之助（㈱大和 商品企画本部 マネージャー）、岡雄一郎（県総合
デザインセンター デザインディレクター）
【県総合デザインセンター クリエイティブ・サロン】

選定証交付
2020/10/1

2020/9/6～
2021/1/26

産業シーズを発展させたプロダクトとブランド開発

選定企業名：アイオーティカーボン㈱、
ウッドリンク㈱、
㈲桂樹舎、
㈱古城
製作所、
㈱米三、
colm design、
三協立山㈱、
山天東リ㈱、
㈲シモタニ、
大建
工業㈱、
㈱タカタレムノス、
美術木箱うらた、
㈱プロジェクトデザイン、
㈱光
岡自動車、
㈱山口久乗、
㈱リッチェル

企業：新光硝子工業㈱
大学：法政大学 デザイン工学部

展示会
2020/10/29～ 「富山プロダクツ2020展」
2021/1/11

【D&DEPARTMENT TOYAMA】

2021/2/19～
3/26

【県産業高度化センター 展示室】

富山プロダクツ常設展

成果展示
TOYAMA DESIGN TRIAL 2020展

【県産業高度化センター 展示室】
12

成果発表会
2021/2/27

とやまデザイン・トライアルワークショップ成果発表会

【県産業高度化センター 会議室】

報告書発行
TOYAMA DESIGN TRIAL 2020 ANNUAL REPORT

2020/6～11

伝統工芸技術デジタルアーカイブ検討事業

林暁（富山大学芸術文化学部 教授）

デジタルデータを活用した伝統産業の新しい支援のあり方を検討

久保田晃弘
（多摩美術大学アートアーカイヴセンター 所長）
加茂竜一
（凸版印刷㈱ 文化事業推進本部 担当部長）

工芸アーカイブ化
事前調査・データ
ベース作成事業

8

2021/3/26

とやまデザインビジネススクール

9

富山デザインウエーブ2020

2021/2/19～
3/26

作品募集「テーマ」
応募登録・作品シート受付

2020/9/11

1次審査
256作品からファイナリスト作品9点、
入選12点を決定

2020/8～10

デザインメンタリング
テーマ企業の視察とファイナリストの個別メンタリングを実施

審査員：秋山かおり（デザイナー／STUDIO BYCOLOR 代表）
吉泉聡（デザイナー／TAKT PROJECT Inc. 代表）
桐山登士樹（県総合デザインセンター 所長）
【県総合デザインセンター バーチャルスタジオ】

デザインメンター：有田行男（富山大学芸術文化学部）、河崎圭吾（金沢美
術工芸大学）、岡雄一郎（県総合デザインセンター デザインディレクター）
【三芝硝材㈱、㈱タカタレムノス、高岡テクノドーム、県総合デザインセンター】

最終審査・授賞式

【県民会館】

1次審査を通過した9点の作品のデザイナーによるプレゼンテー
ション・公開審査・授賞式

オープンセミナー
2020/9/4

2020/9/16

第1回「企業の価値をデザインする－今私達がやるべき経営の
イノベーション」

第2回「デザイン経営と未来価値創造ツール“経営デザイン
シート”の実践」

デザイン展

講師：住田孝之
（住友商事㈱ 顧問）
福市得雄（デザインコンサルタント）

2020/12/4～ 「富山デザインコンペティション2020作品展」

【県産業高度化センター 展示室】

10

講師：角谷豊（東洋ステンレス研磨工業㈱ 代表取締役社長）
宇津木達郎（元内閣府知的財産戦略推進事務局 バリューデザイナー）
【県産業高度化センター 展示室】

関連イベント
2020/10/9～
11/22

【県民会館】

企画展「紙の可能性、
紙のデザイン」

工芸都市高岡2020クラフト展
高岡クラフト市場街

【富山市中心市街地、
オンライン配信】

第60回富山県デザイン展

デザイン経営メソッド・企業導入ワークショップ
2020/11/12

第3回「デザインの経営を知り・企業の強みとその未来を考える」

ワークショップ・ファシリテーター：

報告書発行
2021/3/12

第4回「新しい価値を生みだすデザイン思考（基礎編）
」

湯浅保有美（㈱トリニティ 代表取締役社長）
兵頭武信（㈱トリニティ ディレクター）

商品流通支援活動

【県産業高度化センター 会議室、県総合デザインセンター】
2021/3/3、3/18 第5回「新しい価値を生みだすデザイン思考（応用編）
」

2020/8/11

第20回技のこわけプロジェクト委員会

2020/9/8

第21回技のこわけプロジェクト委員会

2020/3/18

第22回技のこわけプロジェクト委員会

2020/6～

オンラインストア、公式Youtube開設

2021/1～3

委員：下尾さおり（Shimoo design／木工作家）
能作幾代（nousaku 店主／チーズソムリエ）
【県総合デザインセンター クリエイティブ・サロン】

13

情報発信事業

デザイン普及指導事業

富山デザインブランド販路開拓事業
プロジェクト委員会

富山デザインコンペティション2020入賞作品のブラッシュアップ
とともに、提出作品の商品化に向けて県内企業との開発を支援

機関誌の発行
2021/3/29

oﬀer48 令和2年度事業報告

デザイン雑誌情報
日経デザイン、AXIS、confort、ELLE DECOR、Casa BRUTUSな
どのデザイン誌を整備、
閲覧するなどの情報提供を行う

【オンライン】
【オンライン】

（ホテルニューオータニ高岡）】
「伝統と革新の晩餐」
開催 【トップレストラン フォーシーズン
2020/10/27、28 ホテルニューオータニ高岡×技のこわけ
【オンライン】

2021/2/5～14 テーブルウェアフェスティバル2020 Online～暮らしを彩る器展～

【オンライン】

15

その他

出店
2020/11/11～12/12 「日本のいいものづくりと出会う オンライン大日本市」

14

デザイン産業
観光PR強 化
事業

2020/7～2021/3 とやまいきいきmarket、ウェルカム富山県キャンペーン出品

26

2020/6/8～
8/31

2020/12/3

2020/12/16

10

富山デザインコンペティション2020

2020/4/1～
2021/3/31

県総合デザインセンター及び高岡市デザイン・工芸センター、㈱
能作が連携し、展示室のPR強化に向けた企画・工法・展示室への
誘客を図り、県内企業のデザインの取り組みに関する情報発信を
強化し、
産業観光の振興を図る

インターンシップ
2020/7/1～3

県立高岡工芸高等学校 デザイン・絵画課 生徒4名 受入

【県総合デザインセンター】
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