
平成28年11月18日

一般社団法人 日本印刷産業連合会／フジサンケイビジネスアイ

【図録部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 ASABA'S COLLAGE 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：浅葉克己・中村桃子（浅葉克己デザイン室）、制作：(株)DNPアートコミュニケーションズ

文部科学大臣賞 澤田教一　故郷と戦場 株式会社羽鳥書店 株式会社山田写真製版所 企画・構成：青森県立美術館・IZU　PHOTO　MUSEUM　／　ブックデザイン：小川順子  

経済産業省商務情報政策局長賞 Graphic Art & Design Annual 15-16 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：松永真／スタンリー・ウォン（表紙）

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

国立印刷局理事長賞 青い花 株式会社鎌倉現代 株式会社山田写真製版所 写真：西村陽一郎　D：田森葉一(鎌倉現代)

日本商工会議所会頭賞 明日に架ける橋 ggg展覧会ポスター1986-2016 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：矢萩喜從郎

日本製紙連合会賞 かざり ─信仰と祭りのエネルギー展図録 MIHO MUSEUM 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 Di：浜野浩成／D：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケーションズ）

日本マーケティング協会賞 THE　TOMATO　PROJECT　25TH　ANNIVERSARY　EXHIBITION　“O” 株式会社パルコ 株式会社山田写真製版所 D：TOMATO　／プロジェクトディレクション：梶原毅　／　翻訳・日本語レイアウト：吉川徹

全国中小企業団体中央会会長賞 MIYAKE　ISSEY展図録 株式会社　求龍堂 岡村印刷工業株式会社 企画：北村みどり    編集：国立新美術館、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社求龍堂 アートディレクション：佐藤卓 撮影：岩崎寛  グリッド・ボディ：吉岡徳仁

日本印刷産業連合会会長賞 100のそろり 株式会社能作 株式会社山田写真製版所 D:水野佳史 編集：猪飼尚司

フジサンケイビジネスアイ賞 森村泰昌:自画像の美術史 －「私」と「わたし」が出会うとき 国立国際美術館 光村印刷会社 編集：植松由佳（国立国際美術館）、隈千夏　／　デザイン：木下勝弘（デザイン倶楽部）　／　PD：川崎智徳

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

審査員特別賞（浅葉克己賞） One Thousand Fathoms Deep（千尋の深み） 株式会社パルコ 株式会社山田写真製版所 写真・AD・D：ジョンワーウィッカー　／　プロジェクトディレクション：梶原毅　／　翻訳・日本語レイアウト：吉川徹

審査員特別賞（松永真賞） 明日に架ける橋 ggg展覧会ポスター1986-2016 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：矢萩喜從郎

審査員特別賞（佐合ひとみ賞） 歌仙　兼定登場 公益財団法人永青文庫 凸版印刷株式会社 編集・執筆：公益財団法人永青文庫　アートディレクション：高岡一弥　デザイン：齊藤佳樹

第58回　全国カタログ展

上位賞／特別賞／審査員特別賞



平成28年11月18日

一般社団法人 日本印刷産業連合会／フジサンケイビジネスアイ

【図録部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 ASABA'S COLLAGE 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：浅葉克己・中村桃子（浅葉克己デザイン室）、制作：(株)DNPアートコミュニケーションズ

金賞 青い花 株式会社鎌倉現代 株式会社山田写真製版所 写真：西村陽一郎　D：田森葉一(鎌倉現代)

金賞 澤田教一　故郷と戦場 株式会社羽鳥書店 株式会社山田写真製版所 写真:澤田教一　D：小川順子

金賞 Graphic Art & Design Annual 15-16 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：松永真／スタンリー・ウォン（表紙）

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

銀賞 かざり ─信仰と祭りのエネルギー展図録 MIHO MUSEUM 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 Di：浜野浩成／D：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケーションズ）

銀賞 森村泰昌:自画像の美術史 －「私」と「わたし」が出会うとき 国立国際美術館 光村印刷株式会社 編集：植松由佳（国立国際美術館）、隈千夏　／　デザイン：木下勝弘（デザイン倶楽部）　／　PD：川崎智徳

銀賞 MIYAKE　ISSEY展図録 株式会社求龍堂 岡村印刷工業株式会社 企画：北村みどり    編集：国立新美術館、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団、株式会社求龍堂 アートディレクション：佐藤卓 撮影：岩崎寛  グリッド・ボディ：吉岡徳仁

銀賞 歌仙　兼定登場 公益財団法人永青文庫 凸版印刷株式会社 編集・執筆：公益財団法人永青文庫　アートディレクション：高岡一弥　デザイン：齊藤佳樹

銀賞 明日に架ける橋 ggg展覧会ポスター1986-2016 公益財団法人DNP文化振興財団 株式会社DNPアートコミュニケーションズ デザイン：矢萩喜從郎

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

実行委員会奨励賞   東京ストライプ ドルーク 株式会社山田写真製版所 写真：横川辰之　D：加藤勝也

実行委員会奨励賞   echo 株式会社リブロアルテ 株式会社山田写真製版所 写真：菊地和歌子　D：小熊千佳子

実行委員会奨励賞   うつくしいくらし、あたらしい響き ─クロード・モネ展図録 アサヒビール大山崎山荘美術館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 D：大向務／坂本佳子（大向デザイン事務所）

実行委員会奨励賞   伊藤晴雨幽霊画集 株式会社スタジオジブリ 図書印刷株式会社 城野誠治/安村敏信/小松季弘（博報堂）/スタジオジブリ　藤原綾乃、畔蒜香菜子

実行委員会奨励賞   国芳国貞展図録 日本テレビ放送網株式会社 光村印刷株式会社 制作：108UNITED　／　デザイン：吉村デザイン事務所

実行委員会奨励賞   水とみどりのまち　えどがわ 江戸川区 大日本印刷株式会社 制作者：丸善プラネット（株）/（株）DNPコミュニケーションデザイン 撮影：野寺治孝

実行委員会奨励賞   第71回春の院展全作品集/第101回再興院展全作品集（2冊組） 公益財団法人日本美術院 共同印刷株式会社 共同印刷（株）SP&ソリューションセンター

実行委員会奨励賞   原安三郎コレクション広重ビビッド 株式会社ＴＢＳテレビ 凸版印刷株式会社 編集者：水越弘　アートディレクション：高岡一弥　デザイン：齊藤佳樹

第58回　全国カタログ展

金賞／銀賞／実行委員会奨励賞



平成28年11月18日

一般社団法人 日本印刷産業連合会／フジサンケイビジネスアイ

【カタログ部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 ジャック ダニエル蒸溜所創業１５０周年記念ブランドブック アサヒビール(株)／ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン 大日本印刷株式会社 (株)ライツアパートメント

文部科学大臣賞 「木材新世紀」カタログ ナイス株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部　CD＋AD：折尾大輔

経済産業省商務情報政策局長賞 花椿　創刊0号（2冊組） （株）資生堂 共同印刷株式会社 （株）資生堂宣伝・デザイン部/企業文化部/ （株）新村デザイン事務所

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

国立印刷局理事長賞 日本香堂ブランド小冊子 (株)日本香堂 大日本印刷株式会社 (株)日本香堂

日本商工会議所会頭賞 The Wonder500 STORYBOOK 経済産業省 凸版印刷株式会社 The Wonder500運営事務局

日本製紙連合会賞 一双カタログ 一双 株式会社山田写真製版所 デザイン・編集：　林　純子　BJデザインワークス　　ＰＤ：熊倉　桂三、黒田　典孝

日本マーケティング協会賞 2016年イオン冬ギフトカタログ(東北版/関東版/北陸・甲信越版/東海版/近畿版/山陰・山陽版/四国版) イオンリテール株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部＋（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ

全国中小企業団体中央会会長賞 BUSHITSU WORKS BUSHITSU 株式会社山田写真製版所 D:橋本祐治

日本印刷産業連合会会長賞 会社案内2016 任天堂株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 任天堂(株)

フジサンケイビジネスアイ賞 伊勢丹の贈り物　2016 SUMMER/WINTER 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷株式会社 表紙・本文：㈱日本デザインセンター CD／丸尾一郎　AD、D／松田洋和　C／大川高志、深澤冠　本文：トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部＋（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

審査員特別賞（浅葉克己賞） 「スノーブル-FS」特別見本帳 株式会社竹尾 株式会社竹尾 制作：朝日印刷(株)、デザイン：小玉文（BULLET Inc.）、書画：寺島響水、写真：吉川慎二郎

審査員特別賞（松永真賞） 「木材新世紀」カタログ ナイス株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部　CD＋AD：折尾大輔

審査員特別賞（佐合ひとみ賞） 岡村製作所　オフィス製品単品カタログ　ロビーラウンジTLシリーズ/Moistカタログ/トラヴァース単品カタログ 株式会社岡村製作所 大日本印刷株式会社 大日本印刷／ＤＮＰコミュニケーションデザイン

第58回　全国カタログ展

上位賞／特別賞／審査員特別賞
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一般社団法人 日本印刷産業連合会／フジサンケイビジネスアイ

【カタログ部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 ジャック ダニエル蒸溜所創業150周年記念ブランドブック アサヒビール株式会社／ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン 大日本印刷株式会社 (株)ライツアパートメント

金賞 日本香堂ブランド小冊子 株式会社日本香堂 大日本印刷株式会社 (株)日本香堂

金賞 一双カタログ 一双 株式会社山田写真製版所 　デザイン・編集：　林　純子　BJデザインワークス　　PD：熊倉　桂三、黒田　典孝

金賞 伊勢丹の贈り物　2016 SUMMER/WINTER 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷株式会社 表紙・本文：㈱日本デザインセンター CD／丸尾一郎　AD、D／松田洋和　C／大川高志、深澤冠　本文：トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部＋（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ

金賞 「木材新世紀」カタログ ナイス株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部　CD＋AD：折尾大輔

金賞 花椿　創刊0号（2冊組） 株式会社資生堂 共同印刷株式会社 （株）資生堂宣伝・デザイン部/企業文化部/ （株）新村デザイン事務所

金賞 BUSHITSU WORKS BUSHITSU 株式会社山田写真製版所 D:橋本祐治

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

銀賞 おめでとセレクション　たいよう/かぜ/ほし/にじ/ゆめ 株式会社 大和 図書印刷株式会社 Illustration:立本 倫子　Plan&Direction:(株) 大伸社

銀賞 2016 SS スタディオファイブカタログ/2016 AW スタディオファイブカタログ 株式会社ワコール 株式会社千修 (株)コスモ・コミュニケーションズ / (株) memes　CD:堀田 麻衣子 / AD:永野 綾子 / 撮影:桐島ローランド

銀賞 2016年総合キッチンカタログ TOYO KITCHEN STYLE 図書印刷株式会社 デザイン：Axis　ディレクション：TOYO KITCHEN STYLE

銀賞 岡村製作所　オフィス製品単品カタログ　ロビーラウンジTLシリーズ/Moistカタログ/トラヴァース単品カタログ 株式会社岡村製作所 大日本印刷株式会社 大日本印刷／DNPコミュニケーションデザイン

銀賞 「スノーブル-FS」特別見本帳 株式会社竹尾 株式会社竹尾 制作：朝日印刷(株)、デザイン：小玉文（BULLET Inc.）、書画：寺島響水、写真：吉川慎二郎

銀賞 FLIP FLAP 製品カタログ 株式会社イトーキ 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部　CD：折尾大輔　コピーライター：刈川直紀

銀賞 エアラス見本帖/販促ツール 特種東海製紙株式会社 凸版印刷株式会社 デザイン：廣村正彰&廣村デザイン事務所　　コピーライター：松木圭三（松木圭三広告）

銀賞 16年通販生活冬号 株式会社カタログハウス 大日本印刷株式会社 (株)カタログハウス

銀賞 2016年イオン冬ギフトカタログ(東北版/関東版/北陸・甲信越版/東海版/近畿版/山陰・山陽版/四国版) イオンリテール株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部＋（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ

銀賞 珈琲物語vol.25/vol.26 小川珈琲株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ(株)

銀賞 会社案内2016 任天堂株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 任天堂(株)

銀賞 The Wonder500 STORYBOOK 経済産業省 凸版印刷株式会社 The Wonder500運営事務局

銀賞 The Wonder of KYUSHU STORYBOOK　5冊セット（英語/（繁体語/韓国語/タイ語/簡体語） 経済産業省 凸版印刷株式会社 The Wonder of KYUSHU 実施コンソーシアム

銀賞 グラフィックトライアル2016　crossing 凸版印刷株式会社　印刷博物館／凸版印刷株式会社　情報コミュニケーション事業本部 凸版印刷株式会社 企画制作：凸版印刷(株)　トッパンアイデアセンター　表紙ﾃﾞｻﾞｲﾝ：新島実　本文ﾃﾞｻﾞｲﾝ：中野豪雄

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

実行委員会奨励賞   2016 SEIKO Brochure(Grand Seiko/ASTRON/PRESAGE,PROSPEX,Premier) セイコーウオッチ株式会社 株式会社千修 千修企画室　Dir:橋口 敬輔、des:市川 亮太

実行委員会奨励賞   産機軸受総合インデックスカタログ 日本精工株式会社 図書印刷株式会社 日本精工(株)、図書印刷(株)

実行委員会奨励賞   2017年度リクルート冊子 京都監査法人 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 AD：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケーションズ）／D：柏実（柏デザイン）

実行委員会奨励賞   CUCINA 40th ANNIVERSARY BOOK 株式会社モーリコーポレーション 共同印刷株式会社 共同印刷（株）SP&ソリューションセンター

実行委員会奨励賞   パノラマ広告「山の日」 株式会社読売新聞東京本社 光村印刷株式会社 (株)アサツー ディ・ケイ

実行委員会奨励賞   ピース季刊誌DMツール 日本たばこ産業株式会社 大日本印刷株式会社 博報堂DY

実行委員会奨励賞   お得意先様向け情報誌「ideanote」 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社 企画：凸版印刷（株）、制作：トッパンエディトリアルコミュニケーションズ(株)

第58回　全国カタログ展

金賞／銀賞／実行委員会奨励賞


	【確定版】58th全国カタログ展受賞作品一覧①
	【確定版】58th全国カタログ展受賞作品一覧②
	【確定版】58th全国カタログ展受賞作品一覧③
	【確定版】58th全国カタログ展受賞作品一覧④

