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家具・その他

衣類・服飾品

株式会社Kitten Sound Atelier

衣類・服飾品

食品パッケージ

玄兎セット

食品パッケージ

生活雑貨

木まま工房

受賞名

生活雑貨

優秀賞

ページ

株式会社笠盛

賞 FACE DRESS

15

令和３年度 グッドデザインぐんま 選定商品カタログ

3

シルクメッシュ面で簡単に泡立てて洗顔し、
羽二重シルク面でやさしくなで洗い。
維「シルク」
で古い角質

創業46年高級婦人下着素材メーカーの感染

予防対策商品。銀イオン繊維チュールネッ

トはオシャレで抗菌効果が期待できます。

専用ライトユニット付 溢水
オーバーフロー式×円柱型×小型。デザイン
性と実用性を兼ね備えた水槽になります。

食品パッケージ

人のお肌に一番近い繊

銀イオンレース手袋

生活雑貨

silk wash puﬀ
MAYUBI

をやさしく取り除き、
シ
ルクの保湿力でお肌が

しっとりします。

■有限会社シャルマン

■株式会社ファスター

■PROMOFACTORY

■〒370-0126

■〒370-0128

■〒372-0122

■1,430円（税込）

伊勢崎市境下武士2255-4

■mayudama@amail.plala.or.jp
■0270-70-1558

■https://www.mayubisui.com
■デザイナー：馬場 早苗

ぐんまちゃんピースつき

GUNMA ミニパズル

群馬県を模ったインテリアにもなるお洒落

なミニパズルです。色とりどりなアクリル製

でピースに各市町村名が入っている為、
群
馬の地理を学ぶこと

が出来ます。ぐんま

ちゃんもパズルピー

■11,880円（税込）

伊勢崎市境保泉964

■info@ﬁrster.co.jp
■0270-74-2050

■http://www.ﬁrster.biz
■デザイナー：下田 真也

心通燈
暮らしの多様性により生じた住宅事情の変

化に対応でき、
どこにでも置けて扱いも楽な

■55,000円（税●）

前橋市小坂子町925-9

■promo@email.plala.or.jp
■027-288-0513

■https://promof.jp/

■デザイナー：野口 強志・澁澤 利裕

国産梅のしろっぷ
着色料や添加物などは一切使わず、
良質な

国産梅と糖分だけでお造りした自然派シ

小型でシンプルな線香立てです。灰を使わ

ロップです。梅の美味しさが伝わるよう素

ることがないので安全です。

だけるように落ち着きのあるデザインにし

ないので掃除が簡単で、
立てた線香は倒れ

材感を大切に、
かつ贈答用でもお使いいた

ました。

スになっています。

■PROMOFACTORY

■株式会社マール産業

■赤城フーズ株式会社

■〒372-0122

■〒373-0025

■〒379-2153

■2,750円（税●）

前橋市小坂子町925-9

■promo@email.plala.or.jp
■027-288-0513

■https://promof.jp/

■デザイナー：野口 強志・澁澤 利裕

■7,950円（税込）

太田市熊野町22-4

■info@marl-sangyo.co.jp
■0276-57-6006

■http://marl-sangyo.blogspot.com
■デザイナー：古越 直人

■1,300円（税込）

前橋市上大島町84

■info@akagi-foods.co.jp
■027-261-2341

■https://www.akagi-foods.co.jp
■デザイン：赤城フーズ株式会社
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赤城山 純米吟醸「山紫」
赤城山 純米酒 「花紫」
赤城山蔵元 麹米使用 限定 あまさけ

手作り冷凍パスタソース

ラベルはみどり市出身詩画作家「星野富

公立小学校、公立中学校などの学校給食で

群馬県認定エコファーマー野菜や厳選イ

紫」はすっきりとした味わい。
「花紫」はほ

でいただけるような、安全で安心、美味し

カロニで提供している安心安全なパスタ

弘」さんの作品が刻み込まれています。
「山

食品パッケージ

んのり旨みのある味わい。
「あまさけ」は味

わいとラベルの美しさも追求した逸品で
す。

提供している商品です。地域の皆様に喜ん
い商品をお届けすべく、日々努力しており
ます。

タリア食材を中心に使用した親子caféマ

ソースをご家庭で温めるだけで楽しめる
商品です。

■近藤酒造株式会社

■上毛食品工業株式会社

■小さなパスタ屋マカロニ

■〒376-0101

■〒370-0016

■〒370-3534

■1,482円（税別）／ 1,546円（税別）／ 454円（税抜）
みどり市大間々町大間々 1002

■go-isida@akagisan.com
■0277-72-2221

■http://www.akagisan.com/
■デザイナー：星野 富弘

ホタルの里の黒ビール

オリジナルグラスセット

黒ビール特有のロースト臭やコーヒーのよ

■70円（税抜）

高崎市矢島町160番地

■isoda@jyoumou.com

■https://jyoumou.com
■デザイン：有限会社

デザイン・ゲン

代表取締役

戸塚 佳江

Princess March RONA
オリジナルグラスセット

やよいひめから採取した野生の酵母で仕込んだ

ビールで、
そのイチゴのような香りをため込むよ

ホタルが光るイメージ

ジナルグラスのセットです。

で造られたオリジナル

■260円（税込）～

高崎市井出町628-3

■lureﬁshing1977@gmail.com
■027-372-5117

■027-353-1711

うな苦みを抑えた飲みやすいビールと、
その
黒ビールを注いだ時に

■https://macaroni.favy.jp/
■デザイナー：戸塚 佳江

夕陽の月夜野ピルスナー
オリジナルグラスセット

山だらけの群馬ならではの、
どの町にもありそ

うな思い出のやまをコンセプ

うな形と苺をイメージしたオリ

トに造りました。ビールを注

ハートのマークまでビールを注

び上がり味だけではなく視覚

いだ時に夕焼けのやまが浮か

グラスです。

いで香りを楽しんでください。

■月夜野クラフトビール株式会社

■月夜野クラフトビール株式会社

■月夜野クラフトビール株式会社

■〒379-1305

■〒379-1305

■〒379-1305

■7,150円（税込）

みなかみ町後閑761-1

■info@tsukiyono-beer.com
■0278-20-2033

■http://tsukiyono-beer.com/

■デザイン：月夜野クラフトビール株式会社（ビー

ルラベル）、上越クリスタル硝子株式会社（グラス）
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くりもと 高崎牛乳
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でも楽しめるグラスです。

■3,850円（税込）

みなかみ町後閑761-1

■info@tsukiyono-beer.com

■デザイナー：佐藤 正幸（ビールラベル）、上越クリ
スタル硝子株式会社（グラス）

みなかみ町後閑761-1

■info@tsukiyono-beer.com
■0278-20-2033

■0278-20-2033

■http://tsukiyono-beer.com/

■7,150円（税込）

■http://tsukiyono-beer.com/

■デザイン：月夜野クラフトビール株式会社
（ビール
ラベル）
、
上越クリスタル硝子株式会社
（グラス）

■企業名／価格／〒／住所／メール／電話番号／ HP ／デザイナー名

水と緑のエール

オリジナルグラスセット
ブラウンエールというスタイルで麦の味を
しっかりと感じれる様に苦

す。気泡を入れ湧水が湧き
出ているところを表現した

グラスでお楽しみください。

（ビージェラート）

Ｂ rusk

（ビーラスク）

『美と健康』を意識したジェラートです。コ

贈られた人も贈った人も笑顔になれる

トとしてスーパーフードを加えました。体

プロが全国からパンを厳選、濃厚なバター

ラーゲン／ソイプロテイン配合、アクセン

系維持やダイエット中の方でも罪悪感無
く楽しんで頂けるスイーツです。

ハートの形をしたラスクです。食材選びの
風味を６種類のフレーバーで包みました。
ハートがこもったハートが皆様に届きま
す様に。

■月夜野クラフトビール株式会社

■株式会社Perfect B

■株式会社Perfect B

■〒379-1305

■〒379-2313

■〒379-2313

■7,150円（税込）

■4,280円（6個入り）、5,480（8個入り）各税込・送料込み

■info@tsukiyono-beer.com

■y_p-04070527@hb.tp1.jp

■http://tsukiyono-beer.com/

■http://www.perfect-b.net

みなかみ町後閑761-1

■0278-20-2033

■デザイン：月夜野クラフトビール株式会社（ビー

ルラベル）、上越クリスタル硝子株式会社（グラス）

かみかみこんにゃく
50ｇ

こんにゃくに味を付けて乾燥した商品。食
物繊維をたくさん含む健康的な珍味。

みどり市笠懸町鹿3973-1

■0277-51-5310

https://www.rakuten.ne.jp/gold/perfectb/

■デザイン：株式会社Perfect B

かみかみこんにゃく

17ｇ

こんにゃくに味を付けて乾燥した商品。食
物繊維をたくさん含む健康的な珍味。

食品パッケージ

みは最小限に抑えてありま

b Gelato

■2,980円（24枚入り）、Ａ／Ｂタイプ 税込・送料込み
みどり市笠懸町鹿3973-1

■y_p-04070527@hb.tp1.jp
■0277-51-5310

■http://www.perfect-b.net

https://www.rakuten.ne.jp/gold/perfectb/

■デザイン：株式会社Perfect B

奇跡の野菜
ビーツの「ムードレ」
「ムードレ」
は群馬県産の奇跡の野菜ビーツ
を使ったピンクの可愛らしいドレッシング

で、
女性はもとよりアスリート、
育ちざかり

のお子様などあらゆる方にお勧めできるド

レッシングです。

■株式会社北毛久呂保

■株式会社北毛久呂保

■株式会社MOO－FACTORY

■〒379-1206

■〒379-1206

■〒371-0021

■540円（税●）

昭和村橡久保588

■info@kuroho.com
■0278-24-1101

■https://www.kuroho.com/
■デザイナー：戸塚 佳江

■216円（税●）

昭和村橡久保588

■info@kuroho.com
■0278-24-1101

■https://www.kuroho.com/
■デザイナー：青木 まさあき

■540円（税込）

前橋市住吉町1-13-24

■moocafe.maebashi@gmail.com
■027-288-0348

■http://moo-factory.com
■デザイナー：手島 彰
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ぐんまちゃんコーヒー

ドリップパック

食品パッケージ

「おとなかわいいぐんまちゃん」
をイメージ
した、
ほんわかやさしい香りのドリップパッ
クコーヒーです。パッケージは環境に配慮
しPETではなくレーヨン紙を使用し手触り
もやさしい印象に仕上げています。

人にフェミニンな風とともにお届けしま

にも優しい工程でていねいに作り上げた桐

ハンカチーフとしていつまでもそっと寄り

本物です。

す。思いをお届けしたあとは、オシャレな

■株式会社ｉ４

■〒370-0075

■〒376-0031

高崎市筑縄町382-2

衣類・服飾品

■s.sakurai@yamato-ya.jp
■027-370-2700

■https://www.yamato-ya.jp/

■Maniackers Design：佐藤 正幸
（イラスト：中嶋

史子）

トリプル・オゥ ワルツネックレス

桐生市本町2丁目5-6

■ishibashi.susumu@i4-inc.jp
■0277-46-8402

■16,500円（税込）
■〒376-0005

桐生市三吉町1-3-3

プラズマチタン羽毛
足を招いた。循環資源としての羽毛の真価。

タン加工技術。羽毛加工作業所は2019年
カーボンニュートラル100％達成し国連登
録。

■株式会社シルクウェーブ産業

■〔プラズマチタン羽毛〕冬用・羽毛掛ふとん
価格38,000円～ 88,000円（税●）

■contact@000-triple.com

■〒376-0123

■https://www.000-triple.com/

■0277-47-7455

■0277-44-3358

■デザイナー：片倉 洋一

GOOD DESIGN GUNMA CATALOG 2021

桐生市新里町武井477-3

■ozawa@aiminnet.jp

■http://www.silkwave-s.com
■デザイン：オザワデザイン

■〒376-0013

桐生市広沢町5-1793

■orimoto-busutake@e-mail.jp

■デザイナー：毒島 和恵

羽毛のアップサイクルを支えるプラズマチ

■株式会社笠盛

毒武織物

■15,800円（税込）

■なし

■デザイン：株式会社ｉ４

方にもやさしく、
糸ならではの軽やかさが魅
感が、
エレガントに胸元を飾ります。

生織のシルクストールでメイドイン桐生の

■0277-52-8787

■https://rosepoodle.jp/

気候変動、
効率優先の経済が良質な羽毛不

力。２つの異なる糸が織りなす光沢感とツヤ

物染料を手染で手間暇かけて、
人にも環境

■織元

■7,700円（税込）

刺繍による、
チェーンネックレスが誕生しまし

た。
“すべて糸”にこだわり、
金属アレルギーの

シルクストール
自家農園や桐生の野山に自生する天然の植

ハンカチドールがあなたの思いを、
大切な

■株式会社大和屋

151円（税込）

天然染料手染桐生織

ハンカチドールが運ぶ、
素敵な贈りもの♡

添います。

■１枚

12

ハンカチドール

KSNGSN カサネガサネ．

シルク腹巻

和の色彩様式を取り入れた高品質な腹巻で

す。内側シルク・外側ウールでストレスのな

い最高の暖かさに包まれます。お腹周りだ

けでなく下にずらし腰を暖めるなど、
男女問
わず毎日ご着用いただけます。

■ラヴェリテ株式会社
■7,500円（税抜）
■〒370-0046

高崎市江木町1696

■hbtencho@gmail.com
■027-345-6262

■http://ksngsn.jp/

■デザイナー：宮原 さゆり、STUDIO BYCOLOR

■企業名／価格／〒／住所／メール／電話番号／ HP ／デザイナー名

「Fashionable Gunma」インスタグラム紹介

■お問い合わせ先
群馬県産業デザイン振興協議会

繊維、木工、食品、地酒、伝統工芸品など、県内の地場

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
FAX.027-223-7875

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。

