
平成22年12月27日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【カタログ部門】

賞　名 部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 〔E〕図録　 金賞 「BRASIL」Akihiko Nagumo／DreamLabo 5000出力集 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱トッパンアイデアセンター/  カメラマン：南雲暁彦
アートディレクション：山本剛久  デザイン：澤田翔平

文部科学大臣賞 〔E〕図録　 金賞 ＩＲＯＮ　ＳＴIＬＬＳ－アメリカ、鉄の遺構 ㈱ADP ㈱山田写真製版所 写真：半田也寸志/AD：葛西薫Ｄ：増田豊（㈱サン・アド）

〔E〕図録　 金賞 風姿花伝　須田一政 Akio Nagasawa Publishing ㈱東京印書館 写真：須田一政　デザイン：中島浩

〔Ｆ〕各種案内 金賞 2013会社案内 任天堂㈱ 日本写真印刷㈱ 任天堂㈱

国立印刷局理事長賞 〔Ｈ〕各種報告書 金賞 世界の織機と織物 国立民族学博物館 日本写真印刷㈱ 宮谷一款（ＮＣＰ）

日本商工会議所会頭賞 〔Ｂ〕高額商品 金賞 2013インターリーフ (FULL)(4EC)(2冊組) セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 ＣＤ：青山泰弘（千修企画室）

日本製紙連合会賞 〔Ａ〕一般商品 金賞 THANK YOU SO MUCH FOR 35 YEARS-TOMORROWLAND- ㈱トゥモローランド 図書印刷㈱ ㈱ダイアモンドヘッズ

日本マーケティング協会賞 〔Ｇ〕ＰＲ誌 金賞 花椿（11冊組） ㈱資生堂　企業文化部 共同印刷㈱
㈱資生堂　宣伝制作部/
㈱新村デザイン事務所

全国中小企業団体中央会会長賞 〔Ａ〕一般商品 - 仙臺箪笥コンセプトブック 﨔産業㈱ ㈱DNP東北
㈱DNP東北：坂田龍明／スタジオプラネッツ早坂登（コピーライト）／
SightDesignFactory今野和也（デザイン）／渡辺デザインラボ渡辺和志（エディット）／
原淵将嘉写真事務所（カメラマン）／ランズエンド古山拓（イラストレーション）

〔Ｃ〕製品 金賞 ビオトープGA-FS 特別見本帳「biotope box garden」 ㈱竹尾 竹尾紙工㈱ 総合企画:㈱竹尾　デザイン:DRILL DESIGN

〔Ｄ〕通販 金賞 １３年　通販生活秋冬号 ㈱カタログハウス 大日本印刷㈱ ㈱カタログハウス

審査員特別賞　　　　　　　　　勝井賞 〔E〕図録　 - 「タイポグラフィー　２つの潮流展」図録
武蔵野美術大学　美術館・図
書館/
造形研究センター

㈱山田写真製版所
冊子Ｄ：朴志勲（パクジフン）
年表Ｄ：正田智子、谷田幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永賞 〔Ｉ〕フリーペーパー 銀賞 アメリカン・ポップ・アート展プレスリリース ㈱ＴＢＳテレビ 光村印刷（株） 高岡一弥（㈱ＤＫ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏木賞 〔Ｃ〕製品 銀賞 「ＯＫミューズガリバーグロスＣｏＣ＆マット」見本帳 王子エフテックス㈱ 王子エフテックス（株）
アートディレクション：町口覚
印刷・製本：図書印刷（株）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左合賞 〔Ｆ〕各種案内 銀賞 SLEEP　WEAR　BOOK ㈱匠和不動産 ㈱山田写真製版所 KOTENHITS（HITSFAMILY）/特殊製本加工：(有)篠原紙工

日本印刷産業連合会会長賞

第55回　全国カタログ・ポスター展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

経済産業省
商務情報政策局長賞



平成22年12月27日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【ポスター部門】

賞　名 部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 〔Ａ〕商品 金賞 森の彫刻 サントリーホールディングス㈱ 大日本印刷㈱
㈱東急エージェンシー　　 AD:池澤樹　　C:中里智史　　彫刻：鞍
潤潤一（日本大学芸術学部教授）

文部科学大臣賞 〔Ｄ〕美術館・博物館 金賞 ギンザ・グラフィック・ギャラリー「松永真ポスター100展」 （公財）DNP文化振興財団
㈱ＤＮＰアートコ
ミュニケーションズ 松永真

〔Ｄ〕美術館・博物館 金賞 「虹の彼方－こことどこかをつなぐ、アーティストたちとの遊飛行－」展　ポスター 府中市美術館 ㈱山田写真製版所 circle-d：丸山晶崇

〔G〕その他グラフィック
アーツ 金賞 グラフィックトライアル２０１３　佐藤晃一  「かがやく少女」 凸版印刷㈱　印刷博物館 凸版印刷㈱

ＡＤ：佐藤晃一  ＰＤ：金子雅一　凸版印刷㈱  イラス
ト：蔦谷喜一　Ⓒきいち/小学館

国立印刷局理事長賞 〔Ｄ〕美術館・博物館 銀賞 「植田正治のつくりかた」展 東京ステーションギャラリー 岡村印刷工業㈱ デザイン：デコ・デザイン　林　琢真

日本商工会議所会頭賞 〔Ｄ〕美術館・博物館 銀賞
ギンザ･グラフィック･ギャラリー「テセウス・チャン・ヴェルク　NO.20　銀座」
THE EXIREMITIES OF THE PRINTED MATTER

（公財）DNP文化振興財団
㈱ＤＮＰアートコ
ミュニケーションズ テセウス・チャン

日本製紙連合会賞 〔Ａ〕商品 銀賞 ISSEY MIYAKE　陰翳(IN-EI) Ｂ倍ポスター ISSEY MIYAKE INC. ㈱ホクシン デザイン：浅葉克己　　写真：岩崎寛

日本マーケティング協会賞 〔Ｃ〕イベント 銀賞 第２３回　紙わざ大賞　作品募集ポスター 特種東海製紙㈱
㈱ＤＮＰアートコ
ミュニケーションズ

AD: 6D 木住野彰悟
D: 6D 木住野彰悟、田上望

全国中小企業団体中央会会長賞 〔Ａ〕商品 - オリジナルフォトアルバム『discami』販促用ポスター ㈱トキワ ㈱トーン・アップ
CD/C:上田哲郎（㈱電通テック）  ＡＤ：梅村泰史（㈱電通
テック）  写真：梅村昌哉   箔押し加工：㈱トキワ

〔Ｃ〕イベント 銀賞 点初（たてぞめ）ポスター 武者小路千家　富山官休会 ㈱山田写真製版所 宮田裕美詠

〔G〕その他グラフィック
アーツ 銀賞 FREAKS展 予告ポスター4種 ㈱松永真デザイン事務所 ミカ製版㈱ 松永真

審査員特別賞　　　　　　　　　勝井賞 〔Ｃ〕イベント 金賞 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ2012ﾎﾟｽﾀｰ 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ㈱山田写真製版所 横山真紀ﾃﾞｻﾞｲﾝ室/横山真紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永賞 〔Ａ〕商品 - 2013 Winter Coat Campaign「女A・女Ｂ・男Ａ・男Ｂ」 ㈱三陽商会 大洋印刷㈱ キギ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏木賞 〔Ｈ〕企業ＰＲ 銀賞 石巻赤十字病院で働く 石巻赤十字病院 ㈱DNP東北
㈱DNP東北 五十嵐 伸一（DR）／㈱月刊カフェラテ 早水建祥（CD）／
ミーデザイン㈱ 笹原 良友（D）／a presto 能登 直（P）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左合賞
〔G〕その他グラフィック
アーツ - ヒロシマ・アピールズ２０１３　「夏の陽のまぶしさ」

（公財）ヒロシマ平和創造基金、（財）広島
国際文化財団、（公社）日本グラフィックデ
ザイナー協会 広島地区

凸版印刷㈱
ＡＤ：葛西　薫　㈱サン・アド
ＰＤ：田中一也　凸版印刷㈱

第55回　全国カタログ・ポスター展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

経済産業省
商務情報政策局長賞

日本印刷産業連合会会長賞



平成22年12月27日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【カタログ部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

〔Ａ〕　一般商品 金賞 THANK YOU SO MUCH FOR 35 YEARS-TOMORROWLAND- ㈱トゥモローランド 図書印刷㈱ ㈱ダイアモンドヘッズ

銀賞 2013 unico FURNITURE CATALOGUE ㈱ミサワ 図書印刷㈱

銀賞 & BAG 2013 March ㈱三越伊勢丹ホールディングス 光村印刷㈱ ㈱日本デザインセンター

〔Ｂ〕　高額商品 金賞 2013インターリーフ (FULL)(4EC)(2冊組) セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 ＣＤ:青山泰弘（千修企画室）

銀賞 COROLLA HYBRID JEANS ㈱読売新聞東京本社 光村印刷㈱ ㈱電通

〔Ｃ〕　製品 金賞 ビオトープGA-FS 特別見本帳「biotope box garden」 ㈱竹尾 竹尾紙工㈱ 総合企画:㈱竹尾　デザイン:DRILL DESIGN

銀賞 「かぐや」見本帳 平和紙業㈱ 平和紙業㈱ 印刷加工　株式会社マルトク紙芸 / デザイン　酒井田成之

銀賞 NTスフール 特別見本帳 ㈱竹尾 竹尾紙工㈱ 総合企画:㈱竹尾　デザイン:6D　木住野彰悟

銀賞 「ＯＫミューズガリバーグロスＣｏＣ＆マット」見本帳 王子エフテックス㈱ 王子エフテックス㈱ アートディレクション：町口覚　　印刷・製本：図書印刷（株）

〔Ｄ〕　通販 金賞 １３年　通販生活秋冬号 ㈱カタログハウス 大日本印刷㈱ ㈱カタログハウス

銀賞 fuku & co. ブランドブック イオンダイレクト㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱トッパンアイデアセンター

銀賞 ねじプライスリスト帳 ㈱ウィルコ 大日本印刷㈱ ㈱DNPメディアクリエイト

〔Ｅ〕　図録 金賞 「BRASIL」Akihiko Nagumo／DreamLabo 5000出力集 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱トッパンアイデアセンター/  カメラマン：南雲暁彦
アートディレクション：山本剛久  デザイン：澤田翔平

金賞 ＩＲＯＮ　ＳＴIＬＬＳ－アメリカ、鉄の遺構 ㈱ADP ㈱山田写真製版所 写真：半田也寸志/AD：葛西薫Ｄ：増田豊（㈱サン・アド）

金賞 風姿花伝　須田一政 Akio Nagasawa Publishing ㈱東京印書館 写真：須田一政　デザイン：中島浩

銀賞 わが東京100 禅フォトギャラリー 岡村印刷工業㈱ 写真：須田一政　デザイン：宗利淳一

銀賞 印刷博物館企画展 「印刷都市東京と近代日本」図録 凸版印刷㈱ 印刷博物館 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ  デザイン企画制作本部

銀賞 「平野甲賀の仕事　1964-2013展」図録 武蔵野美術大学　美術館・図書館 ㈱山田写真製版所 ＡＤ：平野甲賀　Ｄ：鈴木壮一

銀賞 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ年鑑2012 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ㈱山田写真製版所 横山真紀、斉藤慶、山田隼人、米田未旨

銀賞 Early Works 1970-1975 Akio Nagasawa Publishing ㈱東京印書館 写真：須田一政　デザイン：中島浩

〔Ｆ〕　各種案内 金賞 2013会社案内 任天堂㈱ 日本写真印刷㈱ 任天堂㈱

銀賞 株式会社 市兵衛　会社案内 ㈱市兵衛 C'est la vie［セラヴィ］ C'est la vie［セラヴィ］ 宮田 聡
CD：辻ゆりか　 AD/D：宮田聡　 C：岡本真美

銀賞 SLEEP　WEAR　BOOK ㈱匠和不動産 ㈱山田写真製版所 KOTENHITS（HITSFAMILY）/特殊製本加工：(有)篠原紙工

〔Ｇ〕　ＰＲ誌 金賞 花椿　（11冊組） ㈱資生堂　企業文化部 共同印刷㈱ ㈱資生堂　宣伝制作部 / ㈱新村デザイン事務所

銀賞 ヤンマー ビジュアルブック ヤンマー㈱ 大洋印刷㈱ SAMURAI

〔Ｈ〕　各種報告書 金賞 世界の織機と織物 国立民族学博物館 日本写真印刷(株) 宮谷一款（ＮＣＰ）

銀賞 横浜ハーバーシティ・スタディズ2012 関東学院大学 ㈱山田写真製版所 中野豪雄（中野デザイン事務所）

銀賞 Graphic Art & Design Annual 12-13 （公財）DNP文化振興財団
㈱ＤＮＰアートコミュニ
ケーションズ 松永真、松永真次郎、清川萌未  表紙：ジヤンピン・ヘ  

〔Ｉ〕　フリーペーパー 銀賞 アメリカン・ポップ・アート展プレスリリース ㈱ＴＢＳテレビ 光村印刷㈱ 高岡一弥（㈱ＤＫ）

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

〔A〕　一般商品 奨励賞 休暇村ガイドブック2013-2014 （一財）休暇村協会 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ  デザイン企画制作本部

奨励賞 SOBOKAIカタログ マルミツ陶器合資会社 図書印刷㈱ スタジオM

〔Ｃ〕　製品 奨励賞 海外版カタログ オーデリック㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPメディアクリエイト：秋田治（企画D）／阿部仁郎（制作D）㈱ICBM：池田正宏（グランドデ
ザイン制作）㈱コミュニケーション・エンジニアーズ：新美弘恵（表紙制作）

〔Ｄ〕　通販 奨励賞 ANA SKY SHOP 全日本空輸㈱ 日本写真印刷㈱ 全日空商事㈱+ＮＣＰ

〔Ｅ〕　図録 奨励賞 パリ+（パリプラス） ㈲月曜社 ㈱東京印書館 写真：森山大道　デザイン：町口 覚

奨励賞 特別展「京都-洛中洛外図と障壁画の美」図録 日本テレビ放送網㈱ 光村印刷㈱ 美術出版社　デザインセンター

〔Ｆ〕　各種案内 奨励賞 蔵春閣　写真集 大成建設㈱ ㈱千修 AD:大坪仁（千修企画室）

奨励賞 アッシュ・セー・クレアシオン
入社案内 (株)シュゼット ㈱山田写真製版所 パラドックス・クリエイティブ、UMA/design farm：原田祐馬、山副佳祐

奨励賞 日立化成50年の軌跡（和文版 英文版 中文版） 日立化成㈱ ㈱日立ドキュメントソ
リューションズ

㈱日立ドキュメントソリューションズ　企画事業部

〔Ｇ〕　ＰＲ誌 奨励賞 遊ぶことは生きること ㈱ボーネルンド 共同印刷㈱ ㈱ボーネルンド

第55回　全国カタログ・ポスター展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　　



平成22年12月27日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【ポスター部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

〔Ａ〕　商品 金賞 森の彫刻 サントリーホールディングス㈱ 大日本印刷㈱ ㈱東急エージェンシー　　 AD:池澤樹　　C:中里智史　　彫刻：鞍潤潤一（日本大学
芸術学部教授）

銀賞 ISSEY MIYAKE 陰翳（土竜）Ｂ倍ポスター ISSEY MIYAKE INC. ㈱ホクシン デザイン：浅葉克己　　写真：岩崎寛

〔Ｃ〕　イベント 金賞 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ2012ﾎﾟｽﾀｰ 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ ㈱山田写真製版所 横山真紀ﾃﾞｻﾞｲﾝ室/横山真紀

銀賞 点初（たてぞめ）ポスター 武者小路千家　富山官休会 ㈱山田写真製版所 宮田裕美詠

銀賞 第２３回　紙わざ大賞　作品募集ポスター 特種東海製紙㈱ ㈱ＤＮＰアートコミュニケー
ションズ AD: 6D 木住野彰悟 D: 6D 木住野彰悟、田上望

〔Ｄ〕　美術館・博物館 金賞 「虹の彼方－こことどこかをつなぐ、アーティストたちとの遊飛行－」展　ポスター 府中市美術館 ㈱山田写真製版所 circle-d：丸山晶崇

金賞 ギンザ・グラフィック・ギャラリー「松永真ポスター100展」 （公財）DNP文化振興財団 ㈱ＤＮＰアートコミュニケー
ションズ 松永真

銀賞 「植田正治のつくりかた」展 東京ステーションギャラリー 岡村印刷工業㈱ デザイン：デコ・デザイン　林琢真

銀賞
ギンザ･グラフィック･ギャラリー「テセウス・チャン・ヴェルク　NO.20　銀座」
THE EXIREMITIES OF THE PRINTED MATTER

（公財）DNP文化振興財団 ㈱ＤＮＰアートコミュニケー
ションズ テセウス・チャン

〔G〕その他グラフィック
アーツ 金賞 グラフィックトライアル２０１３　佐藤晃一  「かがやく少女」 凸版印刷㈱　印刷博物館 凸版印刷㈱ ＡＤ：佐藤晃一  ＰＤ：金子雅一　凸版印刷㈱  イラスト：蔦谷喜一　Ⓒきいち/小学

館

　　　 銀賞 FREAKS展 予告ポスター4種 ㈱松永真デザイン事務所 ミカ製版㈱ 松永真

〔Ｈ〕企業ＰＲ 銀賞 石巻赤十字病院で働く 石巻赤十字病院 ㈱DNP東北
㈱DNP東北 五十嵐 伸一（DR）／㈱月刊カフェラテ 早水建祥（CD）／ミーデザイン㈱ 笹原 良
友（D）／a presto 能登 直（P）

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

〔Ａ〕　商品 奨励賞 ＢＡＲがある。 サントリーホールディングス㈱ 大日本印刷㈱ ㈱東急エージェンシー　　 AD:渡コウキ　　C:高木葉介　　

奨励賞 ふわだてプリン　触れるふわふわ巨大ポスター 森永乳業㈱ 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱／デザインバーコード㈱

〔Ｂ〕　流通 奨励賞 LOVE HUMAN PARCO 大洋印刷㈱ キギ

〔Ｄ〕　美術館・博物館 奨励賞 北斎×すみだ　B1ポスター（夏・秋） オリック不動産株式会社 すみだ水族館 日本写真印刷㈱ 廣村デザイン事務所

奨励賞 「特別展和様の書」B1ポスター ㈱エヌエイチケイプロモーション 光村印刷㈱ クリ・ラボ：栗原幸治

奨励賞 「メイド・イン・ジャパン南部鉄器展」Ｂ全ポスター パナソニック㈱ 光村印刷㈱ スリープウオーク：山下雅士

〔G〕その他グラフィック
アーツ 奨励賞 研声舎ポスター 研声舎 ㈱山田写真製版所 デザケン/橋本謙次郎

〔Ｈ〕企業ＰＲ 奨励賞 企業広告ポスター2013 ㈱千修 ㈱千修 P:富田義弘、近藤響　D:鈴木智之、野﨑丈弘（千修企画室）

　　　 奨励賞 企業広告「印刷テクノロジーで、世界を変える。TOPPAN」B2ポスター6種 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱／㈱電通

第55回　全国カタログ・ポスター展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　


