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GOOD DESIGN GUNMA

令和３年度　グッドデザインぐんま　選定商品カタログ

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　　FAX.027-223-7875

■お問い合わせ先 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」 インスタグラム紹介
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備蓄用栄養補給ライフスープ

SDGsリブマフラー

KSNGSNカサネガサネ.シルクレギンス

エコでポケット　エコポケ

とりこっとん®

焼きまんじゅうマフィン ４個セット

株式会社ベジタルアドバンス

株式会社松井ニット技研

ラヴェリテ株式会社

車の解体工場　株式会社ギヤ

とりこっとん by nunology

株式会社MOO－FACTORY
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シルクハンドジェル　75vol％

柿渋配合シルク石けん

玄兎セット

ふらっと　だるま（大）

株式会社アート

株式会社アート

イヅハラ産業株式会社

イヅハラ産業株式会社

イヅハラ産業株式会社

有限会社　関東工業開発

株式会社Kitten Sound Atelier

株式会社三美堂

株式会社三美堂
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ふらっとだるま重 ［身・蓋］

silk wash puff　MAYUBI

銀イオンレース手袋

専用ライトユニット付　溢水

ぐんまちゃんピースつきGUNMAミニパズル

心通燈

株式会社三美堂

株式会社　島田製作所

株式会社　島田製作所

有限会社シャルマン

株式会社ファスター

PROMOFACTORY

PROMOFACTORY

株式会社マール産業
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商品名 企業名 ページ 商品名 企業名 ページ

ウエーブ織　オーガニックコットン
ポケット付きウォーキングマフラー

上州地鶏レモン仕立ての
クリーミーご褒美カリー

富岡シルク　蒟蒻洗顔シルク石鹸
「シルク　デ　スマイル」

ちっちぇふらっとだるま
Fragrance Diffuser

漆蒔絵ボールペン（デザインマッチング）

抗菌ステンレスボールペン「カサロ」ノック式　

立体織　ふわっふわっ美マスク
（オーガニックコットン）

ウエーブ織　オーガニックコットン
ハンカチ

国産梅のしろっぷ

くりもと　高崎牛乳

手作り冷凍パスタソース

ホタルの里の黒ビール　オリジナルグラスセット

Princess March RONA　オリジナルグラスセット

夕陽の月夜野ピルスナー  オリジナルグラスセット

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

赤城フーズ株式会社

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

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
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B rusk（ビーラスク）

かみかみこんにゃく50ｇ

かみかみこんにゃく17ｇ

奇跡の野菜 ビーツの「ムードレ」

ぐんまちゃんコーヒー ドリップパック

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

株式会社北毛久呂保

株式会社北毛久呂保

株式会社MOO－FACTORY

株式会社大和屋
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b Gelato（ビージェラート）

水と緑のエール  オリジナルグラスセット

ハンカチドール

天然染料手染桐生織シルクストール

トリプル・オゥ　ワルツネックレス

株式会社ｉ４

織元　毒武織物

株式会社笠盛
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プラズマチタン羽毛

KSNGSN　カサネガサネ．シルク腹巻

株式会社シルクウェーブ産業

ラヴェリテ株式会社
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ぐんまちゃんやきそば

干支だるま

紙でつくれる生活雑貨
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バッグ・ポケットを濡らさないハンカチ

軸旋盤を使用したボールペン
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Sticking Partition

子どもの箱いすento

もりのしいたけ農園

ON-MAKE（オンマケ）

光工芸有限会社

星野家具製作

森産業株式会社

株式会社ループ
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株式会社 アートこうげつ

木まま工房

永田ダルマ

株式会社馬場家具

有限会社里見電気製作所
榛名山麓あかり工房里見

２人掛けワイドソファ
オーベル（AUBEL）

わらべ武者　海　桐箱収納セット

こいのぼり（大）（小）

半円形壁掛け灯（緑のボーダー）

和柄壁掛ダルマ

群馬県立女子大学　文学部　美学美術史学科
デザインゼミ／まるか食品株式会社

前橋工科大学　総合デザイン工学科
プロダクト研究室／株式会社千吉良
前橋工科大学　総合デザイン工学科
プロダクト研究室／加藤金属工業株式会社

群馬県立女子大学　文学部　美学美術史学科
デザインゼミ／大門屋物産株式会社
中央情報大学校　クリエイティブデザ
イン学科／株式会社一千乃

群馬県では、デザインに対する理解と関心を高め、地域の産業振興と個性的で豊かな県民生活を目指し、県内の優れた工
業製品等を選定･推奨する「グッドデザインぐんま商品選定事業」を平成５年度から実施しており、今回で27回目となり
ます。

令和３年７月８日～９月30日まで商品募集を行い、85商品（60社）の応募がありました。審査の結果、57商品（41社）が
選定され、特に優れた12商品に対して、大賞、優秀賞、奨励賞、審査委員特別賞を授与しました。

委 員 長 高橋　　綾 群馬県立女子大学文学部美学美術史学科　教授
副委員長 江本　聞夫 前橋工科大学工学部総合デザイン工学科　教授
  大竹　夏紀 ろうけつ染めアーティスト
  手島　　彰 テシマデザインスタジオ　代表
  戸塚　佳江 有限会社デザイン・ゲン　代表取締役
  柿原　希望 羽鳥国際特許商標事務所　弁理士
  瀬古　裕美 オフィスセコ／公益社団法人日本生産性本部経営コンサルタント
  田口　恭二 公益財団法人群馬県産業支援機構　事務局次長
  石井　富雄 特定非営利活動法人北関東産官学研究会
  高林　和彦 群馬県産業経済部地域企業支援課　課長

■「グッドデザインぐんま商品選定事業」趣旨

■審査概要

デザインコンセプトを重視するとともに、以下の審査基準から審査しました。
※産業財産権（特許、意匠等）からも審査。 
①ストーリー性　②市場性　③社会性　④独自性　⑤地域性　⑥外観　⑦機能性　⑧品質　⑨安全性　⑩経済性

■審査基準

令和３年度グッドデザインぐんま推進委員

　令和となって、２回目の審査となります。前回と最も違う点は新型コロナウイルス感染症（以
下COVID-19）の流行です。このCOVID-19により引き起こされた経済への悪影響は、現在も続
いています。 「モノ」 が溢れ、経済活動の自粛や停滞をしている時代に、改めて本当に必要な 「モ
ノ」 「コト」 とは何かを企業は提案しなくてはなりません。
　今年度の「グッドデザインぐんま」は、コロナ禍における 「ぐんまのコトのデザイン」 を重要視
し選定審査を行いました。審査員は申請書に書かれたコンセプトや商品に付随するプレゼン
ボードを丹念に読み解き、応募85点の中から、57点を選定し、このうち12点に賞を送りました。
　大賞のマスク 『FACE DRESS』 （笠盛）はCOVID-19対策の商品で、外見のスタイリッシュな
ファッション性とオーガンジーの生地によってフィルター効果を高めている機能性の両方が評
価されました。加えて創業143年の老舗企業が既存の技法だけにとらわれないレーザー加工技
術の導入や、クラウドファンディングを活用し多くの消費者の賛同が得られている点も評価さ
れました。
　そのほか、SDGsのコンセプトを取り入れた 『リサイクル糸だけで出来たボタン』 （チャーム
ファッションオオキ）、超高齢化社会のおける介護現場や通所サービス利用者の強い要望から生
まれたケープ 『GADGET CAPE』 （ひらやま）なども時代に寄り添った提案賞品だと言えます。
　今年度の選定商品57点は群馬県の企業がコロナ禍における「ぐんまのコトのデザイン」に正
面から向き合った優れた商品群だと言えます。今後も多くの群馬から発信するデザインの力に
より、新しい時代を切り開くことを期待しています。
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グッドデザインぐんま
推進委員長

高橋 綾

コロナ禍における「ぐんまのコトのデザイン」
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silk wash puff
MAYUBI

■有限会社シャルマン
■1,430円（税込）
■〒370-0126　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

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。

■株式会社ファスター
■11,880円（税込）
■〒370-0128　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

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。

専用ライトユニット付 溢水銀イオンレース手袋

■PROMOFACTORY
■55,000円（税●）
■〒372-0122　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

ぐんまちゃんピースつき
GUNMAミニパズル

■PROMOFACTORY
■2,750円（税●）
■〒372-0122　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

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
小型でシンプルな線香立てです。灰を使わ
ないので掃除が簡単で、立てた線香は倒れ
ることがないので安全です。

心通燈

■株式会社マール産業
■7,950円（税込）
■〒373-0025　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

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。
人のお肌に一番近い繊
維「シルク」で古い角質
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。

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
スになっています。

漆や青磁などの伝統工芸と高度な技術の融
合による、高音質かつ極めて美しい製品で
す。長期の使用に耐え、経年変化が美につな
がります。オーディオマ
ニアだけでなく、家族全
員の心豊かな生活を彩
る道具です。

玄兎セット
玄兎　KSP-B（スピーカー）
兎足　KSP-S（スタンド）
盈月　KSI-S  （インシュレータ）

ちっちぇふらっとだるま
Fragrance Diffuser

（Mini Flat Daruma Fragrance Diffuser）

■株式会社Kitten Sound Atelier
■100.38万円（72＋25.3＋3.08）モノラル（税込）
■〒370-0884　高崎市八幡町976-15
■kom@kittensoundatelier.co.jp
■027-344-4824
■https://kittensoundatelier.co.jp
■デザイン：株式会社Kitten Sound Atelier

「型」を使って生地を成型する高崎のだるま
の製法に着目し、石膏型を使った磁器による
凹凸の表現で平らなだるまをデザインし、フ
レグランスディフューザーに仕上げました。
ほのかに広がる香りをお楽しみください。

■株式会社三美堂
■1,200円（税込）
■〒370-0801　高崎市上並榎町120
■sanbido@earth.ocn.ne.jp
■027-362-7167
■http://www.toool.info/
■デザイナー：吉村 聡・佐藤 正幸

「型」を使って生地を成型する高崎だるまの製
法に着目し、石膏型を使った凹凸の表現で平ら
なだるまをデザインしました。食器として使っ
ても良し。飾っても良し。あなたなりの新たな
ツールとしてお使いください。

ふらっと だるま（大）
FLAT DARUMA（Large）

■株式会社三美堂
■5,500円（税込）
■〒370-0801　高崎市上並榎町120
■sanbido@earth.ocn.ne.jp
■027-362-7167
■http://www.toool.info/
■デザイナー：吉村 聡・佐藤 正幸

平らなだるまをデザインした「ふらっとだる
ま」を蓋にし、立体的な身をつくることでだ
るま型の陶箱に仕上げました。蓋や身の組
み合わせで２段、３段、紅白など色々とお楽
しみいただけます。（※磁器製です）

ふらっとだるま重［身・蓋］
FLAT DARUMA Porcelain Box／Lid

■株式会社三美堂
■5,000円（税込）
■〒370-0801　高崎市上並榎町120
■sanbido@earth.ocn.ne.jp
■027-362-7167
■http://www.toool.info/
■デザイナー：吉村 聡・佐藤 正幸

カサロ ノック式は、食品関係など衛生面へ
の配慮が必要な業界向けに開発されました。
本体には抗菌性のあるステンレスを使用し、
ノック部分や、ペン先の部品には異物混入を
防止するための工夫がされています。

抗菌ステンレスボールペン
「カサロ」ノック式

漆蒔絵ボールペン
（デザインマッチング）

■株式会社　島田製作所
■1,980円（税込）
■〒370-0843　高崎市双葉町11-17
■info@k-shimada-ss.com
■027-322-5526
■https://k-shimada-ss.com/
■デザイナー：山崎 勇人（パッケージ・ロゴ）
（群馬県商品プロデュース事業)

本ボールペンは、群馬県デザインマッチン
グ事業で学生たちが美しいデザインを考案
し、高級筆記具製作を手掛ける島田製作所、
伝統的な漆塗りと蒔絵技法を手掛ける輪島
屋善仁が協力して作り上げた高級ボールペ
ンです。

■株式会社　島田製作所
■39,600円（税込）
■〒370-0843　高崎市双葉町11-17
■info@k-shimada-ss.com
■027-322-5526
■https://k-shimada-ss.com/
■デザイン：中央情報大学校（2019年のデザイン

マッチングにてマッチング。）

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
ロップです。梅の美味しさが伝わるよう素
材感を大切に、かつ贈答用でもお使いいた
だけるように落ち着きのあるデザインにし
ました。

国産梅のしろっぷ

■赤城フーズ株式会社
■1,300円（税込）
■〒379-2153　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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ホタルの里の黒ビール
オリジナルグラスセット

Princess March RONA
オリジナルグラスセット

夕陽の月夜野ピルスナー
オリジナルグラスセット

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■3,850円（税込）
■〒379-1305　みなかみ町後閑761-1
■info@tsukiyono-beer.com
■0278-20-2033
■http://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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

『美と健康』を意識したジェラートです。コ
ラーゲン／ソイプロテイン配合、アクセン
トとしてスーパーフードを加えました。体
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。

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
みは最小限に抑えてありま
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。

b Gelato
（ビージェラート）

水と緑のエール
オリジナルグラスセット

■株式会社Perfect B
■4,280円（6個入り）、5,480（8個入り）各税込・送料込み
■〒379-2313　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

贈られた人も贈った人も笑顔になれる
ハートの形をしたラスクです。食材選びの
プロが全国からパンを厳選、濃厚なバター
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。

Ｂ rusk
（ビーラスク）

■株式会社Perfect B
■2,980円（24枚入り）、Ａ／Ｂタイプ　税込・送料込み
■〒379-2313　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

黒ビール特有のロースト臭やコーヒーのよ
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
ホタルが光るイメージ
で造られたオリジナル
グラスです。

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
うな形と苺をイメージしたオリ
ジナルグラスのセットです。
ハートのマークまでビールを注
いで香りを楽しんでください。

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
トに造りました。ビールを注
いだ時に夕焼けのやまが浮か
び上がり味だけではなく視覚
でも楽しめるグラスです。

公立小学校、公立中学校などの学校給食で
提供している商品です。地域の皆様に喜ん
でいただけるような、安全で安心、美味し
い商品をお届けすべく、日々努力しており
ます。

くりもと　高崎牛乳 手作り冷凍パスタソース

■上毛食品工業株式会社
■70円（税抜）
■〒370-0016　高崎市矢島町160番地
■isoda@jyoumou.com
■027-353-1711
■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

ラベルはみどり市出身詩画作家「星野富
弘」さんの作品が刻み込まれています。「山
紫」はすっきりとした味わい。「花紫」はほ
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。

■近藤酒造株式会社
■1,482円（税別）／ 1,546円（税別）／ 454円（税抜）
■〒376-0101　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

群馬県認定エコファーマー野菜や厳選イ
タリア食材を中心に使用した親子caféマ
カロニで提供している安心安全なパスタ
ソースをご家庭で温めるだけで楽しめる
商品です。

■小さなパスタ屋マカロニ
■260円（税込）～
■〒370-3534　高崎市井出町628-3
■lurefishing1977@gmail.com
■027-372-5117
■https://macaroni.favy.jp/
■デザイナー：戸塚 佳江

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

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。

かみかみこんにゃく
50ｇ

かみかみこんにゃく
17ｇ

■株式会社北毛久呂保
■540円（税●）
■〒379-1206　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

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。

■株式会社北毛久呂保
■216円（税●）
■〒379-1206　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

「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。

奇跡の野菜
ビーツの「ムードレ」

■株式会社MOO－FACTORY
■540円（税込）
■〒371-0021　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

10 GOOD DESIGN GUNMA CATALOG 2021 令和３年度 グッドデザインぐんま 選定商品カタログ 11■企業名／価格／〒／住所／メール／電話番号／ HP ／デザイナー名



食
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

食
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ホタルの里の黒ビール
オリジナルグラスセット

Princess March RONA
オリジナルグラスセット

夕陽の月夜野ピルスナー
オリジナルグラスセット

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■3,850円（税込）
■〒379-1305　みなかみ町後閑761-1
■info@tsukiyono-beer.com
■0278-20-2033
■http://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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

■月夜野クラフトビール株式会社
■7,150円（税込）
■〒379-1305　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）

『美と健康』を意識したジェラートです。コ
ラーゲン／ソイプロテイン配合、アクセン
トとしてスーパーフードを加えました。体
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。

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
みは最小限に抑えてありま
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。

b Gelato
（ビージェラート）

水と緑のエール
オリジナルグラスセット

■株式会社Perfect B
■4,280円（6個入り）、5,480（8個入り）各税込・送料込み
■〒379-2313　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

贈られた人も贈った人も笑顔になれる
ハートの形をしたラスクです。食材選びの
プロが全国からパンを厳選、濃厚なバター
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。

Ｂ rusk
（ビーラスク）

■株式会社Perfect B
■2,980円（24枚入り）、Ａ／Ｂタイプ　税込・送料込み
■〒379-2313　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

黒ビール特有のロースト臭やコーヒーのよ
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
ホタルが光るイメージ
で造られたオリジナル
グラスです。

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
うな形と苺をイメージしたオリ
ジナルグラスのセットです。
ハートのマークまでビールを注
いで香りを楽しんでください。

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
トに造りました。ビールを注
いだ時に夕焼けのやまが浮か
び上がり味だけではなく視覚
でも楽しめるグラスです。

公立小学校、公立中学校などの学校給食で
提供している商品です。地域の皆様に喜ん
でいただけるような、安全で安心、美味し
い商品をお届けすべく、日々努力しており
ます。

くりもと　高崎牛乳 手作り冷凍パスタソース

■上毛食品工業株式会社
■70円（税抜）
■〒370-0016　高崎市矢島町160番地
■isoda@jyoumou.com
■027-353-1711
■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

ラベルはみどり市出身詩画作家「星野富
弘」さんの作品が刻み込まれています。「山
紫」はすっきりとした味わい。「花紫」はほ
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。

■近藤酒造株式会社
■1,482円（税別）／ 1,546円（税別）／ 454円（税抜）
■〒376-0101　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

群馬県認定エコファーマー野菜や厳選イ
タリア食材を中心に使用した親子caféマ
カロニで提供している安心安全なパスタ
ソースをご家庭で温めるだけで楽しめる
商品です。

■小さなパスタ屋マカロニ
■260円（税込）～
■〒370-3534　高崎市井出町628-3
■lurefishing1977@gmail.com
■027-372-5117
■https://macaroni.favy.jp/
■デザイナー：戸塚 佳江

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

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。

かみかみこんにゃく
50ｇ

かみかみこんにゃく
17ｇ

■株式会社北毛久呂保
■540円（税●）
■〒379-1206　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

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。

■株式会社北毛久呂保
■216円（税●）
■〒379-1206　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

「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。

奇跡の野菜
ビーツの「ムードレ」

■株式会社MOO－FACTORY
■540円（税込）
■〒371-0021　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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ハンカチドール 天然染料手染桐生織
シルクストール

ぐんまちゃんコーヒー
ドリップパック

■株式会社ｉ４
■7,700円（税込）
■〒376-0031　桐生市本町2丁目5-6
■ishibashi.susumu@i4-inc.jp
■0277-46-8402
■https://rosepoodle.jp/
■デザイン：株式会社ｉ４

■織元　毒武織物
■15,800円（税込）
■〒376-0013　桐生市広沢町5-1793
■orimoto-busutake@e-mail.jp
■0277-52-8787
■なし
■デザイナー：毒島 和恵

■株式会社笠盛
■16,500円（税込）
■〒376-0005　桐生市三吉町1-3-3
■contact@000-triple.com
■0277-44-3358
■https://www.000-triple.com/
■デザイナー：片倉 洋一

プラズマチタン羽毛

■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●）
■〒376-0123　桐生市新里町武井477-3
■ozawa@aiminnet.jp
■0277-47-7455
■http://www.silkwave-s.com
■デザイン：オザワデザイン

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。

気候変動、効率優先の経済が良質な羽毛不
足を招いた。循環資源としての羽毛の真価。
羽毛のアップサイクルを支えるプラズマチ
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。

木と漆喰で造られたこだわりの日本の住
宅に合うデザインに仕上げました。白いガ
ラスは、和紙のような質感があります。
ボーダーのガラスは、白、黄色、緑が混在し
た複雑で美しいガラスです。全体的に和モ
ダンです。

■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

ハンカチドールが運ぶ、素敵な贈りもの♡
ハンカチドールがあなたの思いを、大切な
人にフェミニンな風とともにお届けしま
す。思いをお届けしたあとは、オシャレな
ハンカチーフとしていつまでもそっと寄り
添います。

自家農園や桐生の野山に自生する天然の植
物染料を手染で手間暇かけて、人にも環境
にも優しい工程でていねいに作り上げた桐
生織のシルクストールでメイドイン桐生の
本物です。

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
方にもやさしく、糸ならではの軽やかさが魅
力。２つの異なる糸が織りなす光沢感とツヤ
感が、エレガントに胸元を飾ります。

「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。

■株式会社大和屋
■１枚　151円（税込）
■〒370-0075　高崎市筑縄町382-2
■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）

KSNGSN　カサネガサネ．
シルク腹巻トリプル・オゥ ワルツネックレス

こいのぼり
（大）（小）

半円形壁掛け灯
（緑のボーダー）

わらべ武者　海
桐箱収納セット
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■株式会社 アートこうげつ
■158,000円（税込）
■〒370-1213　高崎市山名町1512
■art-info@art-kougetsu.co.jp
■027-381-6233
■https://art-kougetsu.co.jp
■デザイナー：渡邊 泉二

（大）（小）パズルで遊んで飾って収納でき
るこいのぼり（大）は魚の色は着色ではな
く、木のもつ色で表現しました。（カツラ
材、ホウ材、イチョウ材）

可愛さと凛々しさが表現できた、わらべ武
者の収納セットです。飾り台が桐製の収納
箱になっているので、フロアーにも飾れま
す。コンパクトながらも高級感のある五月
人形です。

■木まま工房
■（大）15,400円（税込）
　（小）8,800円（税込）
■〒370-1611　上野村新羽1365-1
■ueno2904@uenomura.ne.jp
■0274-59-2964
■https://e-kimama.com/
■デザイナー：大野 修志

■有限会社里見電気製作所　榛名山麓あかり工房里見
■57,200円（税込）
■〒370-3345　高崎市上里見町482-3
■satomids3@arrow.ocn.ne.jp
■027-374-0260
■https://akarikb-satomi.com
■デザイナー：清水 初江・(有)里見電気製作所里

見電気製作所

高崎だるまの壁掛タイプになります。従来
置いて飾るだるまさんを壁に掛けられるよ
うデザインしました。本来のだるまさんとし
ての役割もあり、
インテリアとし
ても飾れます。

和柄壁掛ダルマ
２人掛けワイドソファ
オーベル（AUBEL）
2SW20SOSO（Ｏ布）

■永田ダルマ
■3,300円（税込）
■〒370-0087　高崎市楽間町348
■nagatadaruma@gmail.com
■027-343-8103
■https://nagatadaruma.amebaownd.com
■デザイナー：永田 祐衣

住環境の変化に伴って「寛ぐには背が高い
方が楽だが、部屋の中央に置きたいので背
が高いと圧迫感が気になる。」といった矛盾
する要望が増えました。背の高さを片手で
切り替えられる機能を実現しました。

■株式会社馬場家具
■メーカー上代　330,900円（税抜）
■〒370-0801　高崎市上並榎町483番地
■office@babakagu.co.jp（代表メールアドレス）
■027-361-0711
■https://www.babakagu.co.jp/
■デザイナー：春日 和幸

空間を仕切る新しい形のパーテーションで
す。お客様を万全の準備でお出迎えして下
さる旅館・ホテルで働く方々に、使いやすく・
簡単に、そしてスタイリッシュに設置頂ける
パーテーションになっております。

Sticking Partition

■光工芸有限会社
■29,000円（税抜）～
■〒378-0001　沼田市戸神町200
■info@hikarikougei.jp
■0278-23-3100
■https://www.hikarikougei.jp
■デザイナー：今井 恵美

■企業名／価格／〒／住所／メール／電話番号／ HP ／デザイナー名



GOOD DESIGN
GUNMA  CATALOG 2021

GOOD DESIGN GUNMA

令和３年度　グッドデザインぐんま　選定商品カタログ

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　　FAX.027-223-7875

■お問い合わせ先 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」 インスタグラム紹介


