
平成29年11月17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 興福寺中金堂再建記念 特別展運慶　図録 朝日新聞社・テレビ朝日 凸版印刷株式会社 株式会社D_CODE 5455

文部科学大臣賞 国宝展図録 毎日新聞社・ＮＨＫ京都放送局・ＮＨＫプラネット近畿 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 渡邊顕大 5728

経済産業省商務情報政策局長賞 神の宝の玉手箱　展図録 サントリー美術館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 高岡健太郎 5725

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

国立印刷局理事長賞 ジャコメッティ展図録 ＴＢＳテレビ 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 印象社　デザイン：林琢真デザイン事務所 5726

日本商工会議所会頭賞

gggBooks-121 ロマン・チェシレヴィチ/
ｇｇｇBooks-122　フィリップ・アペロワ/
gggBooks123　平野甲賀/
gggBooks-124 白井敬尚

公益財団法人 DNP文化振興財団 大日本印刷株式会社
編集・デザイン：矢萩喜從郎 / 編集・デザイン：フィリップ・アペロワ /
編集・デザイン：平野甲賀 / 編集・デザイン：白井敬尚、加藤雄一、江川拓未（白井敬尚形成事務所） / 制作：株式会
社DNPアートコミュニケーションズ

5111、5117、5118、5131

日本製紙連合会賞 諏訪敦絵画作品集　Blue 株式会社青幻舎 株式会社山田写真製版所 アートディレクション・デザイン：中島英樹　デザイン：松本千明　編集：鎌田恵理子（青幻舎）編集協力：成山昭光（成山画廊） 5850

日本マーケティング協会賞 デザインの解剖 株式会社平凡社 株式会社山田写真製版所 AD:佐藤卓（佐藤卓デザイン事務所）　BD:野間信吾・三上悠里（佐藤卓デザイン事務所）　PD:熊倉桂三 5824

全国中小企業団体中央会会長賞 菅 木志雄「志向する界景」 小山登美夫ギャラリー 株式会社山田写真製版所 デザイン：加藤賢策　大井香苗(LABORATORIES)　写真：高橋健治 5843

日本印刷産業連合会会長賞 「モダンリビングへの夢」　産業工芸試験所の活動から 武蔵野美術大学 美術館・図書館/造形研究センター 株式会社山田写真製版所 編集：敷田弘子（武蔵野美術大学 美術館・図書館）、AD：中野豪雄　D：保田卓也（中野デザイン事務所）、PD：高智之(山田写真製版所) 5813

フジサンケイビジネスアイ賞 Norito Shinmura Works 新村デザイン事務所 株式会社山田写真製版所 AD:新村則人・D:庭野広祐（新村デザイン事務所） 5825

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） 怖い絵　展図録 産経新聞社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 美術出版社　デザインセンター 5727

審査員特別賞（松永真賞） 花森安治装釘集成 みずのわ出版 株式会社山田写真製版所 装釘/エディトリアルデザイン：林哲夫　編集：唐澤平吉・南陀楼綾繁　　 PD:高智之・黒田典孝　　製本：?渋谷文泉閣 5817

第59回　全国カタログ展

上位賞／特別賞／審査員特別賞



平成29年11月17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 興福寺中金堂再建記念 特別展運慶　図録 朝日新聞社・テレビ朝日 凸版印刷株式会社 株式会社D_CODE 5455

金賞 神の宝の玉手箱　展図録 サントリー美術館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 高岡健太郎 5725

金賞 怖い絵　展図録 産経新聞社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 美術出版社　デザインセンター 5727

金賞 国宝展図録 毎日新聞社・ＮＨＫ京都放送局・ＮＨＫプラネット近畿 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 渡邊顕大 5728

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

銀賞

gggBooks-121 ロマン・チェシレヴィチ/
ｇｇｇBooks-122　フィリップ・アペロワ/
gggBooks123　平野甲賀/
gggBooks-124 白井敬尚

公益財団法人 DNP文化振興財団 大日本印刷株式会社
編集・デザイン：矢萩喜從郎 / 編集・デザイン：フィリップ・アペロワ /
編集・デザイン：平野甲賀 / 編集・デザイン：白井敬尚、加藤雄一、江川拓未（白井敬尚形成事務所） / 制作：株式会
社DNPアートコミュニケーションズ

5111、5117、5118、5131

銀賞 ジャコメッティ展図録 ＴＢＳテレビ 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 印象社　デザイン：林琢真デザイン事務所 5726

銀賞 「モダンリビングへの夢」　産業工芸試験所の活動から 武蔵野美術大学 美術館・図書館/造形研究センター 株式会社山田写真製版所 編集：敷田弘子（武蔵野美術大学 美術館・図書館）、AD：中野豪雄　D：保田卓也（中野デザイン事務所）、PD：高智之(山田写真製版所) 5813

銀賞 花森安治装釘集成 みずのわ出版 株式会社山田写真製版所 "装釘/エディトリアルデザイン：林哲夫　編集：唐澤平吉・南陀楼綾繁　　 PD:高智之・黒田典孝　　製本：株式会社渋谷文泉閣 5817

銀賞 デザインの解剖 株式会社平凡社 株式会社山田写真製版所 AD:佐藤卓（佐藤卓デザイン事務所）　BD:野間信吾・三上悠里（佐藤卓デザイン事務所）　PD:熊倉桂三 5824

銀賞 Norito Shinmura Works 新村デザイン事務所 株式会社山田写真製版所 AD:新村則人・D:庭野広祐（新村デザイン事務所） 5825

銀賞 菅 木志雄「志向する界景」 小山登美夫ギャラリー 株式会社山田写真製版所 デザイン：加藤賢策　大井香苗(LABORATORIES)　写真：高橋健治 5843

銀賞 諏訪敦絵画作品集　Blue 株式会社青幻舎 株式会社山田写真製版所 アートディレクション・デザイン：中島英樹　デザイン：松本千明　編集：鎌田恵理子（青幻舎）編集協力：成山昭光（成山画廊） 5850

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

実行委員会奨励賞   キンダーブックの90年―童画と童謡でたどる子どもたちの世界 凸版印刷株式会社 印刷博物館 凸版印刷株式会社
AD：川島力（株式会社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）　Ｄ：今泉正治、淺野有子（株式
会社トッパングラフィックコミュニケーションズ ＣＴＳ本部）、内山篤史（株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ
ＣＴＳ本部）

5427

実行委員会奨励賞   The Museum of MOTION トヨタ博物館 株式会社山田写真製版所 企画編集：布垣直昭（トヨタ博物館）スーパーバイザー：天木直司（トヨタ博物館）P:小森洋一(セントラルプロフィックス）AD*田久保彬　P:田村孝介　PD:熊倉桂三 5820

実行委員会奨励賞   『ミロコマチコいきものたちの音がきこえる展』図録 毎日新聞社 図書印刷株式会社 デザイン：大島依提亜 5868

実行委員会奨励賞   大英自然史博物館展　図録 株式会社読売新聞東京本社 光村印刷株式会社 デザイン・制作：垣本正哉（株式会社Ｄ_ＣＯＤＥ） 5871

実行委員会奨励賞   エリック・カール展　公式図録 読売新聞東京本社 大日本印刷株式会社 垣本正哉（株式会社D_CODE） 5147

第59回　全国カタログ展

金賞／銀賞／実行委員会奨励賞



平成29年11月17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 三宅本店創業160周年ビジュアルブランドブック 株式会社三宅本店 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター広島、有限会社ペンギングラフィックス 5411

文部科学大臣賞 オーダーメイドかるた 野村不動産株式会社 株式会社 千修 野村不動産株式会社 住宅事業本部 オーダーメイドマンション事業部 5889

経済産業省商務情報政策局長賞 100 GRAPHICS by HOMME PLISSÉ  ISSEY MIYAKE 株式会社イッセイミヤケ 株式会社山田写真製版所 AD＆D：浅葉球、飯高健人、石井伶　P:長谷川健太　製本：有限会社美篶堂　企画協力：株式会社竹尾 5839

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

国立印刷局理事長賞 ＡＣＴＵＳ　Ｇｉｆｔ　Ｃａｔａｌｏｇ　ダークブラウン/ミッドナイトブルー 株式会社アクタス 図書印刷株式会社 株式会社大和 5866

日本商工会議所会頭賞

ハートフルセレクション ｷﾞﾌﾄカタログ 【ライフグッズ】DSコース/　【グルメ】
DSコース/【グルメ】ESコース/【グルメ】FSコース/【グルメ】HSコース/【ライ
フグッズ】 GSコース/【ライフグッズ】 MSコース/【ライフグッズ】 KSコース/
【エンジョイチケット】　KSコース/　【エンジョイチケット】　LSコース/【エン
ジョイチケット】　MSコース

株式会社ワイ・ヨット 大日本印刷株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン　中部企画制作本部　企画部 5169

日本製紙連合会賞 高意匠性ポリカーボネート樹脂写真集　First book 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 株式会社山田写真製版所 AD/D:岡崎智弘 P:長谷川健太　協力：マテリアルコネクション東京　製本：有限会社篠原紙工 5826

日本マーケティング協会賞 会社案内2017 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 任天堂株式会社 5734

全国中小企業団体中央会会長賞 +1 株式会社アイコットリョーワ 大日本印刷株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン　中部企画制作本部　企画部 5116

日本印刷産業連合会会長賞 和の美　思文閣墨蹟資料図録　2017夏 株式会社思文閣 株式会社山田写真製版所 デザイン：菊地敦己　写真：渞 忠之 5840

フジサンケイビジネスアイ賞 帝国ホテルブロッシャー 株式会社帝国ホテル 凸版印刷株式会社 Art Direction & Design:澤田翔平 Photo Direction:木下悠 Photography:結城剛太 5438

第59回　全国カタログ展
上位賞／特別賞／審査員特別賞



平成29年11月17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

金賞 100 GRAPHICS by HOMME PLISSÉ  ISSEY MIYAKE 株式会社イッセイミヤケ 株式会社山田写真製版所 AD＆D：浅葉球、飯高健人、石井伶　P:長谷川健太　製本：有限会社美篶堂　企画協力：株式会社竹尾 5839

金賞 +1 株式会社アイコットリョーワ 大日本印刷株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン　中部企画制作本部　企画部 5116

金賞 ＡＵＴＵＳ　Ｇｉｆｔ　Ｃａｔａｌｏｇ　ダークブラウン/ミッドナイトブルー 株式会社アクタス 図書印刷株式会社 株式会社大和 5866

金賞 三宅本店創業160周年ビジュアルブランドブック 株式会社三宅本店 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター広島、有限会社ペンギングラフィックス 5411

金賞 オーダーメイドかるた 野村不動産株式会社 株式会社千修 野村不動産株式会社 住宅事業本部 オーダーメイドマンション事業部 5889

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

銀賞 TOTO　NEW MATERIAL2017/2018 TOTO株式会社 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社／株式会社DNPコミュニケーションデザイン 5104

銀賞 ミュージアム総合カタログ 株式会社岡村製作所 大日本印刷株式会社 株式会社ＤＮＰコミュニケーションデザイン：小口哲也 5166

銀賞

ハートフルセレクション ｷﾞﾌﾄカタログ 【ライフグッズ】DSコース/　【グルメ】DSコー
ス/【グルメ】ESコース/【グルメ】FSコース/【グルメ】HSコース/【ライフグッズ】 GS
コース/【ライフグッズ】 MSコース/【ライフグッズ】 KSコース/【エンジョイチケット】
KSコース/　【エンジョイチケット】　LSコース/【エンジョイチケット】　MSコース

株式会社ワイ・ヨット 大日本印刷株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン　中部企画制作本部　企画部 5169

銀賞 伊勢丹の贈り物　2017 SUMMER/WINTER 株式会社三越伊勢丹 凸版印刷株式会社

表紙、本文：株式会社日本デザインセンター、本文：凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデア
センター、株式会社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 5425、5426

銀賞 帝国ホテルブロッシャー 株式会社帝国ホテル 凸版印刷株式会社 Art Direction & Design:澤田翔平 Photo Direction:木下悠 Photography:結城剛太 5438

銀賞 ジャンフェルト特別見本帳 株式会社竹尾 株式会社竹尾 デザイン：松田行正（株式会社マツダオフィス）、制作：三永印刷株式会社 5703

銀賞 LOGOS 2017 SELECTION CATALOG 株式会社ロゴスコーポレーション 株式会社ロゴスコーポレーション

アートディレクション：中村　圭介（ナカムラグラフ）
デザイン：樋口　万里、和田　彩、青木　美香（ナカムラグラフ）
撮影：大志摩　徹、平野　太呂、関　暁、松尾　修、佐伯　慎亮、衛藤　キヨコ、株式会社東京アドデザイナーズ
編集：安部しのぶ
編集長：唐澤　和也（Punch Line Production)
プロデューサー：利本　季隆（ロゴスコーポレーション）

5710

銀賞 会社案内2017 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 任天堂株式会社 5734

銀賞 花椿　創刊夏号/秋号/冬号 株式会社資生堂 共同印刷株式会社 株式会社資生堂宣伝・デザイン部/企業文化部/株式会社新村デザイン事務所 5805、5806、5807

銀賞 高意匠性ポリカーボネート樹脂写真集　First book 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 株式会社山田写真製版所 AD/D:岡崎智弘 P:長谷川健太　協力：マテリアルコネクション東京　製本：有限会社篠原紙工 5826

銀賞 WHOLE MCUBSR CATALOG Produced by MCUBSR 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 株式会社山田写真製版所 アートディレクション：加藤賢策(LABORATORIES) デザイン：北岡誠吾 和田真季(LABORATORIES)　編集：東京ピストル 5832

銀賞 KOTT 株式会社日本の森と家 株式会社山田写真製版所 AD/D：古平正義　写真：松江泰治、瀧本幹也、辻佐織、石塚元太良、石川直樹、藤原江理奈 5833

銀賞 和の美　思文閣墨蹟資料図録　2017夏 株式会社思文閣 株式会社山田写真製版所 デザイン：菊地敦己　写真：渞 忠之 5840

銀賞 防災用品カタログ　ソナエルＶＯＬ．１１ コクヨ株式会社 図書印刷株式会社 株式会社アイドマ 5858

銀賞 エキジビジョンレポート 東京新聞　中日新聞 光村印刷株式会社 印象社 5916

賞　名 作品名 発行者 出品者 制作者

実行委員会奨励賞   教育施設　総合カタログ アイリスチトセ株式会社 大日本印刷株式会社 株式会社DNPコミュニケーションデザイン：西田光利制作プロダクション：株式会社モノリス（アートディレクション：大松敬和、水江隆コピー：増田隆一） 5120

実行委員会奨励賞   産直レポート　２０１７ コープデリ生活協同組合連合会 大日本印刷株式会社 有限会社草谷デザイン／株式会社ＤＮＰコミュニケーションデザイン 5121

実行委員会奨励賞   OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II　作品集 オリンパス株式会社 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター 5446

実行委員会奨励賞   開館40周年展示案内 国立民族学博物館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社
国立民族学博物館　乃一俊之／千里文化財団　小山茂樹／特定非営利活動法人 Knit-K　西岡圭司／日本写真印刷
コミュニケーションズ株式会社　宮谷一款／ダイドーとフォト　大道雪代

5732

実行委員会奨励賞   ボンマックス サービスユニフォームカタログ「FACEMIX」 ボンマックス 共同印刷株式会社 共同印刷株式会社SP&ソリューションセンター 5743

実行委員会奨励賞   ORBIS キレイのレシピ30 オルビス株式会社 共同印刷株式会社 共同印刷株式会社SP&ソリューションセンター 5759

実行委員会奨励賞   Sample Bottle Catlog 日精エー・エス・ビー機械株式会社 株式会社山田写真製版所 ＡＤ：橋詰冬樹(TOR)　Ｄ：橋詰冬樹(TOR) 渡邊譲児(YPP)　編集：日精エー・エス・ビー機械株式会社 5847

実行委員会奨励賞   総合カタログ(2017)『ALL PRODUCTS PRESENTATION 2017』 株式会社ワーク 図書印刷株式会社 株式会社ケシオン　河津純平 5863

実行委員会奨励賞   SEIKO Brochure 2017 セイコーウオッチ株式会社 株式会社 千　修 千修企画室　P:橋口 敬輔、CD:青山 泰弘、AD:市川 亮太 5874

実行委員会奨励賞   GI 中東向けカタログ 新日鐵住金株式会社 株式会社 千　修 千修企画室　P:橋口 敬輔 5883

実行委員会奨励賞   光村グラフィック・ギャラリー 「7年目のアオバマステル展」パノラマ 光村印刷株式会社 光村印刷株式会社 光村印刷株式会社、CD.AD.D：大迫修三 5917

第59回　全国カタログ展
金賞／銀賞／実行委員会奨励賞
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