
 

 

             

（令和２年６月 12日発表） 

       三保の魅力を発信！首都圏大学生チームによる 

  「COFFEE CUP DESIGN CONTEST」を開催中です！ 
 

◆ アピールポイント 

■「三保 HAGOROMOプロジェクトチーム」が、みほしるべのミ

ュージアムショップ（運営：株式会社 Otono）で販売するカフェ

メニューのカップのデザインコンテストを始めました。 

優勝作品はカップのデザインに採用します。 

■「三保 HAGOROMOプロジェクトチーム」は、三保松原の魅力

を全国の若者に知ってもらい盛り上げるため 2020年 3月に首

都圏の大学生で組織されたチームです。今回のコンテストはチー

ムの活動の第一弾となります。 

◆ 応募期間 令和２年６月 30日（火） 23時 59分 まで 

 

◆ 応 募 先 
指定の Googleフォームまたは Twitter DM 

別紙資料の募集要項を御覧ください。 

◆ 内容など  

【目的】 

若者の視点から三保松原にしかない「価値」を感じるカップのデザ

インを作成してもらうことで、三保松原の魅力を若い世代に広める

こと。 

【概要】 

「松」・「富士山」・「天女」の三つのうち二つ以上をテーマにしたコ

ーヒーカップのデザインを全国の大学生・専門学生から募集しま

す。優勝作品を１つ選定し、みほしるべミュージアムショップで販

売するカップのデザインとして採用します。参加者にはみほしるべ

オリジナル商品をプレゼントします。 

◆ 応募資格 

・大学生、専門学生（またはそれに準ずる 18歳以上の方） 

・Googleアカウントまたは Twitterアカウントをお持ちの方 

・採用後９月頃（延びる可能性あり）まで web ミーティングに参

加可能な方 

・プロジェクトチームの活動に同意いただける方 

◆ 応募方法 詳しくは別紙資料の募集要項を御覧ください。 

別紙資料 有  
ぜひ告知・取材をお願いします  【問合せ】文化財課 三保松原文化創造センター 

                   静岡市清水区三保 1338-45 

        

電話 ０５４－３４０－２１００ 

報道資料 



2020年6月吉日 

首都圏大学生チームが三保松原の魅力を発信！ 

～第一弾にカップのデザインコンテストをSNSで開催、今夏商品化へ～ 

三保HAGOROMOプロジェクトチーム 

チーム代表 渡邉里菜子（フェリス女学院大学３年） 

【プロジェクト概要】 

初めまして、三保HAGOROMOプロジェクトチームと申します。私たちは世界遺産・三保松原の魅力を全国の若者

に知ってもらい、盛り上げるため、首都圏の大学生が集まって組織したチームです。静岡市文化財課さん、静岡市

で観光事業を展開する株式会社Otono（本社：静岡市）の協力のもと、今年3月より活動を始めました。 

 第一弾として、静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」で販売するカフェメニューに使われるカップのデ

ザインコンテスト「COFFEE CUP DESIGN CONTEST」を始めました。全国の大学生からデザインを公募し、優勝作品

をカップにデザインして今年8月の商品化を予定しています。ぜひ取材のほど、よろしくお願いいたします。 

  

＜チームメンバー写真（左）とコンテストポスター（中）、活動拠点となる「みほしるべ」（右）＞ 

 

【取り組みの経緯と狙い】 

私たちが三保に訪れたのは、今年2月に開催された静岡市・就職支援財団主催

の「地域活性化実践型ワークショップ」に参加し、株式会社Otonoの事業課題の解

決に取り組んだことがきっかけでした。（右の資料参照） 

 初めて三保松原に訪れた私たちは、素晴らしい歴史文化的価値を持つ一方でそ

の価値が伝わらず「もったいない」という感情が沸きました。訪れた人にとって「ここだ

けの価値」を感じられる場所にしたい、そのきっかけをこのプロジェクトで実現したい

と、ワークショップ終了後、「COFFEE CUP DESIGN CONTEST」を始めました。コンテ

ストを通じて三保松原を知ってもらい、1人でも多くの人にとって特別な場所にしたい

と考えています。 

 

 コンテストはすべてTwitterを通じて発信を行い、2カ月間で約10万人に向けたアプローチを行ってきました。三保

松原を知らなかったり、遠くに住んでいたりするからこそ気づく「ここだけが持つ魅力」を若者の視点から発信するこ

とを狙いとし、県外に住む“よそ者”で、大学生という“若者”である私たちの強みを生かしたいと考えています。 

 商品化されたデザインカップは、来訪者のみなさんに写真に撮ってもらい、SNSに投稿してもらうことで、カフェメニ

ュー販売増加のみならず、三保松原のSNSを通じた認知拡大を目指しています。 

 

＜プレスリリース＞静岡市政記者クラブのみなさま 



【「COFFEE CUP DESIGN CONTEST」応募概要】 

● 応募資格：大学生、専門学生、またはそれに準ずる１８歳以上の方 

● テーマ ：「松」、「富士山」、「天女」の中から二つ以上を選択 

● 応募用紙：指定のカップ展開図用紙または縦82mm×横62㎜の長方形内に表現 

● 作品形式：手書きまたはデジタルのイラスト、デザイン 

● 応募方法：指定のGoogleフォーム、またはTwitterのダイレクトメッセージにて 

● 応募締切：6月30日まで 

詳しい応募要項については、募集要項（右のQRコード）をご参照ください。 

      ＜募集要項の詳細はこちら＞ 

 

【選定の流れとカップ完成イメージ】 

応募いただいた作品をTwitterなどSNS上での投票とチーム内の審査で優勝作品

を１つ選定します。作品デザインと受賞者のお名前またはニックネームをカップに

印刷し、みほしるべミュージアムショップのカフェメニューとして提供いたします。作

品デザインはメニューPOPなどみほしるべの発信に広く活用させていただきます。 

受賞者・参加者のみなさまには、みほしるべコーヒーをはじめ、みほしるべオリジナ

ル商品をプレゼントします。 

 

【問い合わせ先】 

下記メールまたはTwitterよりダイレクトメッセージをお送りください。 

Mail：hagoromo.jr5@gmail.com （プロジェクトチー厶デザインコンテスト担当山田） 

Twitter: アカウント名 「三保HAGOROMOプロジェクトチーム」のダイレクトメール 

（後援企業・問い合わせ先） 

株式会社Otono 代表取締役社長 青木真咲 

携帯 080-4702-3132 Mail  masaki-a@otono.site 

本社住所 〒420-0035 静岡市葵区七間町7-8 セブンセンタービル 2F 

みほしるべミュージアムショップ 〒424-0901 静岡市清水区三保1338-45 

HP    https://www.otono.site/company 
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