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入賞作品の紹介

発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：浅葉克己、中村桃子（浅葉克己デザイン室）

制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

●審査講評
日本を代表するグラフィックデザイナー浅葉克己氏の60年に及ぶ
デザインの軌跡を、10のコラージュ作品として再構築した作品集。
一見してシンプルな造りでさり気ないのだが、中身は大違い。ト
レーシングペーパーを版下に見立てたコラージュは、まさに副題
にある「血肉化された紙片」として、立ち現われてくる。
タイポグラフィーの大家としてのもう一つの顔も所狭しと登場し
てきて、見る者を圧倒する。本来的な意味で図録とはかくあるべ
し、と言っているような作品だ。
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発行者名　アサヒビール㈱
ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン

出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱ライツアパートメント

●審査講評
テネシーにあるジャックダニエル蒸留所の「現在」を、一切の説
明を付けず写真だけで表現したブランドブック（最終頁にコメン
トはあるが）。バーボン好きには堪らない垂涎の作品である。
頁を繰っていくにつれ、昔と変わらずそこにある息づかいや空気
感、作り手の様が大判であるが故にまざまざと伝わってくる。
クオリティの高い上製本としても仕上がっており、「永久保存版」
「愛蔵本」として読者に愛されていくだろう。
そういう意味で印刷の特性を最大限に活かした、印刷にしか出来
ない素晴らしい販促物だと思う。
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発行者名　㈱羽鳥書店
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：澤田教一

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

●審査講評
本書は青森県立美術館において開催される、「生誕80周年　澤田教一：故郷と戦場」
展の公式図録として制作された。326点に及ぶ図版は、年代別で編集され、その時代
を追ってモノクロ・カラーを入り混じえた写真構成から、当時の臨場感がダイレクト
に読者に落とし込まれる。また、時代背景と連動した絶妙な色使いや、性質の異なる
多様な情報を掲載するうえでのタイポグラフィの扱いなど、細部にまで配慮されたデ
ザイン、当時のネガを高精細カメラで撮影して甦らせ、繊細な写真製版技術と大胆な
印刷があいまって、バライエティ豊かな写真表現に成功している。
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発行者名　ナイス㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　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

●審査講評
この作品の魅力は、なんと言ってもケースから取り出した表紙（本
紙）の圧倒的な質感の素晴らしさに尽きるだろう。表紙にあしらわ
れた、木目に添ったエンボス加工仕上げとリアルスキャンが、本物
と見まがうほどのインパクトを与えてくれる。さらに、ケース（木
表皮）と本紙（加工材）の関係ギミックも、ウイットに富んで見る
者を楽しませてくれる。また、ついつい表現加工に意識が行きがち
ではあるが、本体のレイアウトも設計が行き届いた表現になってい
て、シンプルで美しい。驚いた事に、元々表紙には「檜」の香りが
付いていたようで、そのこだわりと徹底ぶりに敬意を払いたい。

これぞ、ビジュアル言語の勝利だ。表紙に経木や樹皮が張り付けて
あるかのようなインパクトは、高精細な印刷である。長年、“木”
を扱ってきた会社が作った小さなプロフィールだが、全てが削ぎ落
とされ、こけ威しとは違う外連味のないシンプルなインパクトに驚
いた。作品そのものが、この会社のシンボルになっていて、まさに
「何もしないこと」を、素晴らしいアイデアと実力で表現して見せ
てくれたデザイナーのセンスに脱帽した。 （松永 真）
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発行者名　㈱資生堂
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱資生堂 宣伝・デザイン部、企業文化部

㈱新村デザイン事務所

●審査員の講評
一昨年の文部科学大臣賞、そして昨年の経済産業大臣賞に続き３年連続
での上位賞受賞となった。昨年まで78年間続いた月刊誌での刊行は終了。
今年の６月にリニューアルしたWebでの情報発信を中心に紙メディアと
しては季刊誌で刊行する予定とのこと。今回の作品は「タッチ（触覚）」
を編集テーマにした「新装刊０号」となる。新たな編集方針のもとで、
さまざまな試みに取り組まれるのだろうが、企業ＰＲ誌、企業文化誌と
して常に次代の最先端を伝え、本質を追い求めてきた「花椿」の遺伝子
は、確実に受け継がれていると感じた。次号以降がとても楽しみである。

発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：松永 真

表紙：スタンリー・ウォン
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

●審査員の講評
東京銀座に本拠地を構えるグラフィックアートギャラリーのアニュアル。
今は拠点も増え三か所にあるが、元々銀座発祥で今年30周年を迎えた節
目のアニュアルである。東京のど真ん中で産声をあげたギャラリーだと
いう事を意識して（おそらく）、歌舞伎や番付に使われる芝居文字（江戸
文字）を使った表紙がなんとも粋で、思わず手に取り頁を繰りたくなる。
それは日本人であっても外国人であっても同じだろう。まさにグラフィ
ックデザインの力だと断言できる作品だ。
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発行者名　㈱日本香堂
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱日本香堂

●審査員の講評
本作品が持つ独特な雰囲気に、まず
心奪われた。他の作品と異なり、サ
イズも小さく、ドキュメンタリー映
画の様なダイナミックさはないが、
御香の繊細な香りを感じられる様な
色彩とデザインは他を圧倒していた。
コンセプトに重点を置いた作り方と
して多くを学ぶことができた作品で
ある。

発行者名　㈱鎌倉現代
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：西村陽一郎

D：田森葉一（鎌倉現代）

●審査員の講評
本作品は多くの色彩で表現された図書とは異なり、青の濃淡のみを基調
として表現されたものである。シンプルでありながら、透き通るような
青色の花は、一瞬見ただけで強く脳裏に焼きついた。静かではあるが、
その美しさから、見る者に迫ってくる様な迫力を持った作品である。
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発行者名　経済産業省
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　The Wonder 500 運営事務局

●審査員の講評
本書は、クールジャパン政策のもと、世界にまだ知られていない日本が
誇るべき優れた地方産品を全国47都道府県から合計500種類発掘し、海
外に広く伝えていくプロジェクトの一環で発刊されたガイドである。本
書を通じて地方創生・地域活性化につながるほか、また、単なる特産品
のカタログではなく、日本が誇る「ものづくり」や「おもてなし」に関
する内容も収録されており、日本の文化や価値観の海外への発信にも一
役買っている。以上の点から、日本商工会議所会頭賞として選定した。

発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：矢萩喜從郎

制作：㈱DNPアートコミュニケー
ションズ

●審査員の講評
本書は、ギンザ・グラフィック・ギャラリー「ggg」の30周年記念展の図録であ
り、過去30年間の展覧会告知ポスター約360点を、各展覧会の解説とともにこの
一冊に収録している。これらの告知ポスターは、その当時の最高の印刷技術を駆
使して展覧会のコンセプトをビジュアル化したものであり、いわばグラフィック
デザインの進化の記録と言っても過言ではなく、デザイン技術や印刷技術のさら
なる向上に果たす役割はとても大きいと思われる。以上の点から、日本商工会議
所会頭賞として選定した。

世界のグラフィックデザイナーにとって今や「世界的なメッカ」となったggg
（ギンザ・グラフィック・ギャラリー）が、2016年開館30周年を迎えた。４月の
リニューアルに合わせて、その記念展が開催され、364展におよぶ歴代のＢ全告
知ポスターが矢萩喜從郎の見事な展示設計を通して紹介された。タイトルは「明
日に架ける橋 ggg展覧会ポスター1986～2016」、圧巻であった。当図録はその
軌跡を凝縮した総集編である。内容的にも重く、資料性の高い記念すべき図録中
の図録だ。無駄のない貫禄のデザインは、同じく矢萩喜從郎の手によるものであ
る。 （松永 真）
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発行者名　㈱一双
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

●審査員の講評
伝統技法を守りながらも時代
のニーズにマッチした箸を提
供し続ける株式会社一双の展
示会カタログである。
本書は、日本の食文化に彩り
を添える箸が高濃度印刷によ
りメリハリと立体感をもって
再現され、重厚であり高級感
のある深みのある色で上品に
仕上げられている。デザイン
豊かに塗箸の可能性を追求す
るブランドコンセプトが体現
されている。
また、展示会配布用のカタロ
グとのことで、軽量化された
縦長な体裁と相まって携帯性
に配慮されている点も評価し
たい。

発行者名　MIHO MUSEUM
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　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）

●審査員の講評
神仏に捧げた信仰のエネルギーと祭りのエネルギーが結晶した
「かざり」をテーマに企画されたMIHO MUSEUMの春季特別展
の図録である。アルミ蒸着とUV印刷により装飾効果が高めら
れた表紙は、豪華できらびやかな「かざり」の世界を表現して
いる。製本にはクータ・バインディングを採用。手を離しても
本が閉じず、開いたページも水平に保つことができるため、収
められている作品が見やすい。また、350ページを超えるペー
ジに膨大な情報を掲載しているにも関わらず、本文用紙を工夫
することで軽量に仕上げ携帯性にも配慮。随所に読み手のこと
を考えて制作されていることを評価したい。
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発行者名　イオンリテール㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

●審査員の講評
最近の「ふるさと納税」ブームにより、地域の特産物に消費者の
関心が高まっている。地域別のカタログを作成することにより、
地元の特産品・地域ブランド商品を親しい方へ贈る方々が増える
と「地方創生」にもつながると感じた。特産品と生産者を同時に
載せて、安心して購買につながるカタログである。また「からだ
想いギフト」も時流に乗った企画だと思った。

発行者名　㈱パルコ
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

●審査員の講評
最先端デザイン集団のTOMATO25周年の展示会をまとめた本である。
25年間にわたる作品が、グラフィック的に鮮やかに掲載されている。過
去の25年間マーケティングのテーマであったCI・ブランディングがクリ
エイティブに表現されていた。
海外のクリエーターの斬新な作品は、過去の作品でも、現在見ても新鮮
に見える。常に新しいファッション・トレンドを渋谷から発信している
パルコらしい作品である。
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発行者名　Bushitsu
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　D：橋本祐治

●審査員の講評
まずは読者に手にとって見てもらう事が求められるカタログ。この作品には、その工夫
を表紙の見せ方にこだわりデザインを演出した。しかし、手に取ると、見た目とは違い
手になじむ。ページも開きやすい。内容は……表紙とは対照的に明るい色調の写真が中
心。結局、あっという間に最終ページまで。今回の審査会は、例年に比べ中小企業の出
展作品が増えたと聞いたが、同社のカタログには、読者にさりげなくアピールする表紙
の仕掛けだけでなく、読者を飽きさせない工夫がある。オンリーワンの魅力が求められ
る中小企業等において、同社の底力と工夫に敬意を表したい。

発行者名　㈱求龍堂
出品者名　岡村印刷工業㈱
制作者名　企画：北村みどり

編集：国立新美術館
（公財）三宅一生デザイン文化財団
㈱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

●審査員の講評
日本を代表するファッションデザイナー三宅一生氏の仕事を紹介する初
めての展示会図録。クライアントやデザイナーのこだわりをあますこと
なく表現しており、その意図が十分くみとられていると感じさせる作品
である。
今回の審査会は、例年に比べ中小企業の出展作品が増えたと聞いている
が、その中でも同社の図録は、技術力もさることながら、“総合力”が格
段に高く、関係各位の意図を十分理解し、魅力と迫力のある作品に仕上
がっている。同社の中小企業としての潜在力、今までに培ったノウハウ、
さらにはチャレンジ精神に敬意を表したい。
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発行者名　任天堂㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　任天堂㈱

●審査員の講評
毎年発行されるごとに、サイズ・形状・デザインを刷新し続ける入社案
内。今年はＡ５横型サイズの小ぶりな冊子になった。
ビビッドな特色刷り表紙の窓から覗く新旧のキャラクターに誘われてペ
ージを開くと、その６割が、「創作に遊ぶ」ニンテンドーワールドのビ
ジュアルに費やされている。
最低限に抑えられた採用情報は、読みやすさに配慮されるわけでもなく
「他と違うこと」の価値を紙面に凝縮し、隅々までニンテンドーらしさ
を感じさせるツールとなっている。

発行者名　㈱能作
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　D：水野佳史

編集：猪飼尚司

●審査員の講評
本書は富山県高岡市の鋳物メーカの100周年記念プロジェクトで株式会
社能作と100名の職人が協働で制作した花器「そろり」の記念作品図録
である。造本は素材がむき出しになっており、チップボール６枚合紙表
紙のシャープな装丁。「そろり」に装飾される前の鋳物本来の物質感を
表現された空押し手法が施されている。
また、作品が持つ色彩鮮やかな作品はマット、グロス感等を高精細製版
と高濃度印刷を駆使して、絶妙な色調と風合いの表現に成功している所
が高く評価された作品である。
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発行者名　㈱三越伊勢丹ホールディングス
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　表紙・本文：㈱日本デザインセンター

本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

●審査員の講評
一見して伊勢丹の贈り物カタログと分かる（定番化）クリ
エイティブ表現は、既にブランディング化として成立して
いる。その象徴的な表紙クリエイティブは、モチーフ素材
が存分に活かされた大胆な構図で、見る者を引き付けるの
に十分な存在感を放ち、カタログをより魅力的な物にして
いる。また、頁を開き進めていく過程においても、安定し
たレイアウトとシズル写真が相まって、商品の香りまでも
届けてくれそうである。全体を通して、楽しみながら商品
選びが出来そうな、そんなカタログである。

発行者名　国立国際美術館
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　編集：植松由佳（国立国際美術館）、隈 千夏

AD・D：木下勝弘（デザイン倶楽部）
PD：川闢智徳

●審査員の講評
日本の現代美術を代表する森村泰昌氏が地元・大阪で初の大規模個展を
開催し、その際に制作されたのが本図録である。表裏印刷を施し両面で
使用できるカバーは、自画像を眼のラインで揃えることでセルフポート
レート作品の力強さをストレートに伝えている。本文は、個展に即して
第蠢、第蠡部と分けられているが、第蠢部の終わりには両観音ページが
加えられており、森村氏の後ろ姿を開くとその内面世界を覗き込むよう
なビジュアルが表れる。「自画像の美術史」というフレーズにふさわしい
森村作品を回顧的に振り返る構成となっている。製本はクータ・バイン
ディングを採用。開き心地が良く、作品の迫力を余す事無く伝えている。
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発行者名　㈱竹尾
出品者名　㈱竹尾
制作者名　制作：朝日印刷㈱

デザイン：小玉 文（BULLET Inc.）
書画：寺島響水
写真：吉川慎二郎

●審査員の講評
デザインに文字は見当たらないのだが、墨を落としただけに見えるこの
ジャクソン・ポロックのような線は、相当字を書き込んでいる人でない
と書けないものである。字はなくても力強い字の種を感じる。
当作品は、片面微塗工のパッケージ用紙の見本帳。紙自体の深みのある
白さだけでなく、銀の箔やパールなどの印刷適性も知らせている。シン
プルな表現の良き手本だ。デザイナーに「私も使いたい」と思わせるパ
ッケージに仕上がっている。 （浅葉克己）

発行者名　㈱パルコ
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

●審査員の講評
クリエイターが撮る写真はなかなかいいものだ。世界的デザイン集団
「TOMATO」の創立メンバーで、デザイナーのジョン・ワーウィッカー
はこの写真集の中に、世界を旅してとらえたたくさんの風景を切り取っ
て集めた。東京TDC賞の選考委員仲間である彼は日本が大好きで、日本
の風景もたくさん撮影している。当作品は、撮影、構成、アートワーク
まで自ら行って制作した。写真１点１点のトリミングには彼のセンスが
あふれている。同じ風景でも人によって見るところが全然違う。写真家
とは異なる彼の感覚が好きだ。 （浅葉克己）
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発行者名　㈱岡村製作所
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　大日本印刷㈱

㈱DNPコミュニケーションデザイン
井上庸子デザイン

●審査員の講評
手元に残しておきたくなるような家具のカタログにはなかなか巡り合えないが、
このカタログならメーカーの提案する世界にすっと入っていけて、見るのが楽し
い。例えば木製椅子のページでは、インテリアデザイナー五十嵐久枝氏のデザイ
ンの魅力を、余計なものを何も加えずに素直に表している。カタログの力が上質
なコミュニケーションを成立させている好例。オカムラがこれを機に何かを展開
しようとしているのか、このシリーズだけなのかは分からないが、いずれにして
もこの企業のブランディングはうまく確立されていくことだろう。カタログのデ
ザインはこんなふうに成熟してほしいものだ。 （左合ひとみ）

発行者名（公財）永青文庫
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　編集・執筆：（公財）永青文庫

AD：高岡一弥
D：齋藤佳樹

●審査員の講評
今回のカタログ展は全体的に豪華さを誇示する作品が少なく、小ぶりな
作品にいくつか光るものが見られた。中でも当作品には審査の早い段階
で心を奪われた。刀を中心とした武具の展覧会の図録を、高岡一弥氏が
気負うことなくていねいに編集し、デザインしている。刀を表現するの
に最適な判型が選ばれ、そこに刀を連想させるような装丁が施されてい
る。無駄なく計算された美しさでまとめられており、ちょうどいい塩梅
のたたずまいに仕上がっている。日本の伝統の良さを国際的にいかに伝
えていくかが重要になっている今、当作品はそれをしっかりと発信する
ことのできる存在と言える。 （左合ひとみ）
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部門賞 金賞

【図録部門】

ASABA'S COLLAGE
発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：浅葉克己、中村桃子（浅葉克己デザイン室）

制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

【図録部門】

青い花
発行者名　㈱鎌倉現代
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：西村陽一郎

D：田森葉一（鎌倉現代）

【図録部門】

澤田教一　故郷と戦場
発行者名　㈱羽鳥書店
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：澤田教一

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

【図録部門】

Graphic Art & Design Annual 15-16
発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：松永 真

表紙：スタンリー・ウォン
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ
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【カタログ部門】

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
発行者名　アサヒビール㈱

ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱ライツアパートメント

【カタログ部門】

日本香堂ブランド小冊子
発行者名　㈱日本香堂
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱日本香堂

【カタログ部門】

ORIGINAL BRAND ISSOU VOL.5
発行者名　一双
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【カタログ部門】

伊勢丹の贈り物　2016 SUMMER/WINTER
発行者名　㈱三越伊勢丹ホールディングス
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　表紙・本文：㈱日本デザインセンター

本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ
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【カタログ部門】

「木材新世紀」カタログ
発行者名　ナイス㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　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

【カタログ部門】

花椿　創刊0号（2冊組）
発行者名　㈱資生堂
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱資生堂 宣伝・デザイン部、企業文化部

㈱新村デザイン事務所

【カタログ部門】

Bushitsu WORKS
発行者名　Bushitsu
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　D：橋本祐治

部門賞 金賞
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部門賞 銀賞

【図録部門】

かざり
─信仰と祭りのエネルギー展 図録
発行者名　MIHO MUSEUM
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　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）

【図録部門】

森村泰昌：自画像の美術史
─「私」と「わたし」が出会うとき
発行者名　国立国際美術館
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　編集：植松由佳（国立国際美術

館）、隈 千夏
AD・D：木下勝弘（デザイン

倶楽部）
PD：川闢智徳

【図録部門】

MIYAKE ISSEY展 図録
発行者名　㈱求龍堂
出品者名　岡村印刷工業㈱
制作者名　企画：北村みどり

編集：国立新美術館、（公財）三
宅一生デザイン文化財団、
㈱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

【図録部門】

歌仙　兼定登場
発行者名（公財）永青文庫
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　編集・執筆：（公財）永青文庫

AD：高岡一弥
D：齋藤佳樹

【図録部門】

明日に架ける橋
ggg展覧会ポスター 1986-2016
発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　㈱大日本印刷㈱
制作者名　デザイン：矢萩喜從郎

制作：㈱DNPアートコミュニケ
ーションズ
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【カタログ部門】

おめでとセレクション
たいよう／かぜ／ほし／にじ/ゆめ
発行者名　㈱大和
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　Illustration：立本倫子

Plan&Direction：㈱大伸社

【カタログ部門】

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
発行者名　㈱ワコール
出品者名　㈱千修
制作者名　㈱コスモ・コミュニケーションズ

㈱memes
CD：堀田麻衣子
AD：永野綾子
撮影：桐島ローランド（SS）

本田晋一（AW）

【カタログ部門】

2016年 総合キッチンカタログ
発行者名　TOYO KITCHEN STYLE
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　デザイン：Axis

ディレクション：
TOYO KITCHEN STYLE

【カタログ部門】

「スノーブル-FS」特別見本帳
発行者名　㈱竹尾
出品者名　㈱竹尾
制作者名　制作：朝日印刷㈱

デザイン：小玉 文（BULLET
Inc.）

書画：寺島響水
写真：吉川慎二郎

【カタログ部門】

FLIP FLAP 製品カタログ
発行者名　㈱イトーキ
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　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

【カタログ部門】

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
発発行者名　㈱岡村製作所
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　大日本印刷㈱

㈱DNPコミュニケーションデザ
イン／井上庸子デザイン

部門賞 銀賞
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【カタログ部門】

エアラス見本帖／販促ツール
発行者名　特種東海製紙㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　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）

【カタログ部門】

16年 通販生活 冬号
発行者名　㈱カタログハウス
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱カタログハウス

【カタログ部門】

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）
発行者名　イオンリテール㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　トッパンアイデアセンター クリ

エイティブ本部＋㈱トッパングラ
フィックコミュニケーションズ

【カタログ部門】

会社案内 2016
発行者名　任天堂㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　任天堂㈱

【カタログ部門】

珈琲物語 vol.25/vol.26
発行者名　小川珈琲㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱

【カタログ部門】

The Wonder 500 STORYBOOK
発行者名　経済産業省
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　The Wonder 500 運営事務局

部門賞 銀賞
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【カタログ部門】

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（英語／
繁体語／韓国語／タイ語／簡体語）
発行者名　経済産業省
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　The Wonder of KYUSHU

実施コンソーシアム

【カタログ部門】

グラフィックトライアル2016
crossing
発行者名　凸版印刷㈱ 印刷博物館

凸版印刷㈱ 情報コミュニケーシ
ョン事業本部

出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　企画制作：トッパンアイデアセンター

クリエイティブ本部
表紙デザイン：新島 実
本文デザイン：中野豪雄

部門賞 銀賞
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実行委員会 奨励賞

【図録部門】

東京ストライプ
発行者名　ドルーク
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：横川辰之

D：加藤勝也

【図録部門】

echo
発行者名　㈱リブロアルテ
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：菊地和歌子

D：小熊千佳子

【図録部門】

うつくしいくらし、あたらしい響き
─クロード・モネ展 図録
発行者名　アサヒビール大山崎山荘美術館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　D：大向 務、坂本佳子

（大向デザイン事務所）

【図録部門】

伊藤晴雨幽霊 画集
発行者名　㈱スタジオジブリ

鈴木敏夫
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　城野誠治、安村敏信

小松季弘（博報堂）
藤原綾乃、畔蒜香菜子（スタジ
オジブリ）

【図録部門】

国芳国貞展 図録
発行者名　日本テレビ放送網㈱
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　制作：108UNITED

デザイン：吉村デザイン事務所

【図録部門】

水とみどりのまち　えどがわ
発行者名　江戸川区
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　丸善プラネット㈱

㈱DNPコミュニケーションデ
ザイン
撮影：野寺治孝

【図録部門】

第71回 春の院展 全作品集
再興第101回 院展 全作品集
（2冊組）
発行者名（公財）日本美術院
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　共同印刷㈱ SP＆ソリューショ

ンセンター

【図録部門】

原安三郎コレクション
広重ビビッド
発行者名　㈱TBSテレビ
出品者名　凸版印刷㈱
編集者：水越 弘
制作者名　AD：高岡一弥

D：齋藤佳樹
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実行委員会 奨励賞

【カタログ部門】高額商品

2016 SEIKO Brochure（Grand
Seiko/ASTRON/PRESAGE,
PROSPEX, Premier）
発行者名　セイコーウオッチ㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　千修企画室：ディレクター 橋口

敬輔、デザイナー 市川亮太

【カタログ部門】製品

産機軸受総合インデックスカタログ
発行者名　日本精工㈱
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　日本精工㈱

図書印刷㈱

【カタログ部門】各種案内

2017年度 リクルート冊子
発行者名　京都監査法人
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　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）

【カタログ部門】各種案内

CUCINA 40th ANNIVERSARY
BOOK
発行者名　㈱モーリコーポレーション
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　共同印刷㈱ SP＆ソリューショ

ンセンター

【カタログ部門】PR誌・フリーペーパー

パノラマ広告「山の日」
発行者名　㈱読売新聞東京本社
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　㈱アサツー ディ・ケイ

【カタログ部門】PR誌・フリーペーパー

ピース季刊誌DMツール
発行者名　日本たばこ産業㈱
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　博報堂DY

【カタログ部門】PR誌・フリーペーパー

お得意先様向け情報誌「ideanote」
発行者名　凸版印刷㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　企画：凸版印刷㈱

制作：トッパンエディトリアル
コミュニケーションズ㈱



【図録部門】

「ポンピドゥー・センター傑作展」
図録

朝日新聞社 大日本印刷㈱
美術出版社 デザインセンター
㈱DNPアートコミュニケーションズ

古代ギリシャ展 図録 朝日新聞社
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

D_CODE

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㈱

D：大向 務
坂本佳子（大向デザイン事務所）

歌仙　兼定登場 （公財）永青文庫 凸版印刷㈱
編集・執筆：（公財）永青文庫／
AD：高岡一弥／D：齋藤佳樹

デザインからデザインまで ADP ㈱山田写真製版所
D：廣村正彰、衛藤隆弘、関根早弥香、
長田淳美

うつわかたち ADP ㈱山田写真製版所
編集：隹見知生
D：橋詰冬樹

水とみどりのまち　えどがわ 江戸川区 大日本印刷㈱
丸善プラネット㈱／㈱DNPコミュニケー
ションデザイン／撮影：野寺治孝

「婦人之友社〈子供之友〉原画展」
図録

㈱NHKプラネット中部支社 光村印刷㈱
執筆・編集：松本育子（刈谷市美術館）、高木佳子（板
橋区立美術館）／デザイン：金武智子／PD：川崎智徳

「メアリー・カサット展」図録 NHKプロモーション 大日本印刷㈱
アイメックス・ファインアート
㈱DNPアートコミュニケーションズ

宮川香山展 図録 NHKプロモーション
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

高岡健太郎

真田丸展 図録 NHKプロモーション
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

高岡健太郎

YOICHI ONODA「SEE」写真集 小野田陽一 ㈱山田写真製版所
AD：宮田裕美詠／CD：小野田陽一／
PD：熊倉桂三

KANAZAWA ART DIRECTORS
CLUB ANNUAL 2015

金沢アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所
AD：木下芳夫
PD：熊倉桂三、黒田典孝

青い花 ㈱鎌倉現代 ㈱山田写真製版所
写真：西村陽一郎
D：田森葉一（鎌倉現代）

表紙の音楽史 ─楽譜の密林を拓く─ 近代フラ
ンス篇　1860─1909年生まれの作曲家たち

龜鳴屋 ㈱山田写真製版所
著編者：金澤 攝／AD：勝井隆則／
D：一二明子　PD：黒田典孝

9006531 PRODUCT：
CANON EOS KISS

川崎綾香 ㈱山田写真製版所
著者：川崎綾香
D：加藤亮介、加藤千洋

MIYAKE ISSEY展 図録 ㈱求龍堂 岡村印刷工業㈱
企画：北村みどり／編集：国立新美術館、（公財）三宅一生
デザイン文化財団、㈱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

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㈱
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

「見世物大博覧会」図録 国立民族学博物館 図書印刷㈱
編集・発行：国立民族学博物館／編集協力：（一財）
千里文化財団／デザイン：宮谷一款、堀 内彰

ジャック＝アンリ・ラルティーグ
幸せの瞬間をつかまえて

㈱コンタクト 光村印刷㈱
編集：埼玉県立近代美術館、コンタクト／デザ
イン：遠藤一成／PD：川崎智徳（光村印刷）

once and again SHE Inc. ㈱山田写真製版所
AD・D：小酒井祥悟／D：眞下拓人（Siun）／
photographs：小浪次郎

珠玉の湖東焼 滋賀県立陶芸の森
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

日本写真印刷コミュニケーションズ㈱：柴
原瞬悟
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作 品 名

Darkness and Light

発行者名 出品者名 制作者名

甄以樂・樂雅臣
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

AD・D：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニ
ケーションズ）

伊藤晴雨幽霊 画集
㈱スタジオジブリ
鈴木敏夫

図書印刷㈱
城野誠治、安村敏信
小松季弘（博報堂）
藤原綾乃、畔蒜香菜子（スタジオジブリ）

水辺にて By the Water STAIRS PRESS ㈱山田写真製版所
写真：宛 超凡／編集：宛 超凡、中野翔大
朗／D：矢崎 花

ゴッホとゴーギャン展 図録 中日新聞社
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

高岡健太郎

明日に架ける橋
ggg展覧会ポスター1986─2016

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：矢萩喜從郎
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

Graphic Art & Design Annual
15─16

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：松永 真、スタンリー・ウォン（表紙）
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

京都dddギャラリー第210回企画展 物質
性－非物質性 デザイン＆イノベーション

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：外山 央（softpad）
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

ASABA'S COLLAGE （公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：浅葉克己、中村桃子（浅葉克己デザイン
室）／制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

gggBooks-117 大日本タイポ組合 （公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：大日本タイポ組合
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

gggBooks119
ヘルムート・シュミット

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：ヘルムート・シュミット、ニコール・シュ
ミット／制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

gggBooks120 ノザイナー （公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：ノザイナー
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

原安三郎コレクション
広重ビビッド

㈱TBSテレビ 凸版印刷㈱
編集者：水越 弘／AD：高岡一弥／
D：齋藤佳樹

ライアンマッギンレー展 カタログ
（公財）東京オペラシティ文化財団 東
京オペラシティ アートギャラリー

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

東京オペラシティ アートギャラリー
デザイナー：高村佳典

木々との対話 再生をめぐる5つの風景
図録【特装版】

東京都美術館 ㈱山田写真製版所
D：三星安澄／バインディングディレクター：篠
原慶丞（㈲篠原紙工）／木板製作：滝澤ベニヤ㈱

浅井忠 全作品集 ㈱東京美術倶楽部 光村印刷㈱
製作：㈱求龍堂
監修：島田康寛、前川公秀

東京富士美術館 日本美術名品選集 （公財）東京富士美術館 光村印刷㈱
編集：東京富士美術館、光村印刷㈱
デザイン：山田デザイン事務所

TOYAMA ART DIRECTORS
CLUB 2016

富山アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所
AD：宮田裕美詠
PD：熊倉桂三、高 智之（㈱山田写真製版所）

富山県建築設計監理共同組合
設立50周年記念誌

富山県建築設計監理共同組合 ㈱山田写真製版所
編集：青山直人（プランネット）／AD：橋本利休デ
ザイン事務所／PD：高 智之（㈱山田写真製版所）

「イワタルリ　ＢＯＤＹ×硝子」展
図録

富山市ガラス美術館 ㈱山田写真製版所
AD：宮田裕美詠、編集：古澤かおり、
CD：彼谷雅光、PD：高 智之

IN THE HEIGHTSプログラム
（東京版）

トリビューン 凸版印刷㈱ 菊池智子

IN THE HEIGHTSプログラム
（横浜版）

トリビューン 凸版印刷㈱ 菊池智子

東京ストライプ ドルーク ㈱山田写真製版所
写真：横川辰之
D：加藤勝也

長野ADC年鑑
長野アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所 AD：永田 傑

ルノワールの時代
近代ヨーロッパの光と影展 図録

名古屋ボストン美術館
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

AD：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケー
ションズ）／D：津山 勇（ヤング荘）
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

五代　伊藤赤水展 図録 ㈱新潟三越伊勢丹 ㈱山田写真製版所
AD：近藤 裕
PD：高 智之

「ルノワール展」図録 日本経済新聞社 大日本印刷㈱
林琢真デザイン事務所
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

禅―心をかたちに展 図録 日本経済新聞社
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

D_CODE

国芳国貞展 図録 日本テレビ放送網㈱ 光村印刷㈱
制作：108UNITED
デザイン：吉村デザイン事務所

第71回 春の院展 全作品集（2冊組）
（1/2）

（公財）日本美術院 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

再興第101回 院展 全作品集（2冊組）
（2/2）

（公財）日本美術院 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ねむの木学園のこどもたちとまり子の
美術

（学）ねむの木学園 凸版印刷㈱ 宮城まり子

100のそろり ㈱能作 ㈱山田写真製版所
D：水野佳史
編集：猪飼尚司

ディズニープリンセスとアナと雪の女
王展 図録

㈱白泉社 図書印刷㈱ ㈱白泉社

四季のおと （公財）畠山記念館 光村印刷㈱
撮影：伊奈英次／デザイン：山田政彦（山田デザ
イン事務所）／編集：水田至摩子（畠山記念館）

澤田教一　故郷と戦場 ㈱羽鳥書店 ㈱山田写真製版所
写真：澤田教一
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

THE TOMATO PROJECT 25TH
ANNIVERSARY EXHIBITION“O”

㈱パルコ ㈱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

One Thousand Fathoms Deep
（千尋の深み）

㈱パルコ ㈱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

驚きの明治工藝
美術出版社
朝日新聞社

図書印刷㈱ 東京藝術大学／美術出版社／朝日新聞社

「黒田清輝展」図録 美術出版社 大日本印刷㈱
美術出版社
㈱DNPアートコミュニケーションズ

ある写真家の花見 ㈱フォトハウスオム ㈱山田写真製版所
著者：内藤忠行
D：吉野 純

俺は彼を死ぬほど愛してる
I Loved Him Madly

㈱フォトハウスオム ㈱山田写真製版所
著者：内藤忠行
D：吉野 純

デトロイト美術館展 図録
フジテレビジョン
サンケイ新聞社

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

高岡健太郎

ITOTOITO
プラス81
ディー・ディーウェーブ㈱

㈱山田写真製版所
著者：清川あさみ／AD・D：中島英樹／
写真：瀧本幹也

BOUNDLESS Whitestone Gallery ㈱山田写真製版所
著者：名坂有子
D：加藤大翼

黒田泰蔵　白磁　造本設計 光村印刷㈱ 光村印刷㈱
企画：木下勝弘（デザイン倶楽部）、光村印刷㈱
編集・構成・デザイン：木下勝弘（デザイン倶楽部）
PD：川崎智徳

クリストとジャンヌ＝クロード アンブレラ
日本＝アメリカ合衆国 1984─91展 図録

水戸芸術館現代美術センター 光村印刷㈱ 美術出版社

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㈱

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）

ムガール皇帝とマハラジャの宝石 カター
ル・アル サーニ・コレクション展 図録

MIHO MUSEUM
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

AD・D：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニ
ケーションズ）
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作 品 名

大頏清司　所蔵作品目録

発行者名 出品者名 制作者名

武蔵野美術大学 美術館・図書館 凸版印刷㈱ 佐藤篤司

「池田良二」─静虚と精神の息吹 武蔵野美術大学 美術館・図書館 ㈱山田写真製版所
編集：北澤智豊（武蔵野美術大学 美術館・図書館）
PD：高 智之（㈱山田写真製版所）、相馬丈晴、太田

レイラ、相馬貴子（グローブグラフィック）

ムサビのデザインⅥ
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
編集：敷田（武蔵野美術大学 美術館・図書館）
AD：中野豪雄（中野デザイン事務所）
PD：高 智之（㈱山田写真製版所）

「秋水の美」森記念秋水美術館 図録 森記念秋水美術館 ㈱山田写真製版所
AD：伊藤久恵（クロス）
PD：高 智之（㈱山田写真製版所）

YOU ARE HERE 矢内絵奈 ㈱山田写真製版所
写真：矢内絵奈
AD：松谷一飛

Dramatic Yotsukaido
四街道市（シティセールス推
進課）

光村印刷㈱
企画：両見英世（両見英世デザイン事務所）／
デザイン：岡崎智弘（SWIMMING）／
写真：加藤晋平／PD：川崎智徳

鈴木其一展 図録 ㈱読売新聞東京本社 光村印刷㈱ ㈱美術出版社

echo ㈱リブロアルテ ㈱山田写真製版所
写真：菊地和歌子
D：小熊千佳子

HOUESCAPE ㈱リブロアルテ ㈱山田写真製版所
写真：染川 明
D：黒田益朗

「LOUVRE No.9展」図録 ルーヴルNo.9大実行委員会 大日本印刷㈱
デザイニングスタジオ・ジュニアロイド：小
林 満／㈱DNPアートコミュニケーションズ

あゝ新宿
─スペクタクルとしての都市

早稲田大学 演劇博物館 光村印刷㈱
企画・編集：岡室美奈子、中島史江
デザイン：菅渉宇

【カタログ部門】一般商品

DAHON 2017 COLLECTION
BOOK

㈱アキボウ 大日本印刷㈱
CD：㈱DNPコミュニケーション／デザイン：海田健
司／AD：㈱スパイラル／グラフィック：岩田佑樹／
Design：㈱スパイラル／グラフィック：丸井翔雲

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㈱／ブラウン・フォ
ーマン ビバレッジス ジャパン

大日本印刷㈱ ㈱ライツアパートメント

my JINO 9月号（マイジーノ9月号） 味の素㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

ライフスタイルブック Life style＋
Fashion（衣料）

イオンリテール㈱
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：梅澤 亮（Life style＋Fashion（衣料））
デザイン：㈲クリアボックス、㈱シンク

ライフスタイルブック Life style＋
Dining（食品）

イオンリテール㈱
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：虎見泰豊（Life style＋Dining（食品））
デザイン：㈲クリアボックス、㈱シンク

ライフスタイルブック Life style＋
Home（住余）

イオンリテール㈱
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：笠井良樹（Life style＋Home（住余））
デザイン：㈲クリアボックス、㈱シンク

Isetan Men's 春号 伊勢丹新宿店 図書印刷㈱ ハースト婦人画報社

Isetan Men's 夏号 伊勢丹新宿店 図書印刷㈱ ハースト婦人画報社

Isetan Men's 秋号 伊勢丹新宿店 図書印刷㈱ ハースト婦人画報社

Isetan Men's 冬号 伊勢丹新宿店 図書印刷㈱ ハースト婦人画報社

ホームシアターシステム カタログ オンキヨー＆パイオニア㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

オンワード商事「Raffiria vol.6」
カタログ

オンワード商事㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

FR100 & FR10 カタログ カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈲ブラックドッグ

LampFree Projector Brand Book カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈱ジオグラフィックス

神田屋鞄製作所ランドセルカタログ
2017［総合カタログ］

㈱神田屋鞄製作所
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：浜田哲男／デザイン：中村真衣子
（㈲梅田敏典デザイン事務所）

神田屋鞄製作所ランドセルカタログ
2017［ダイジェスト版］

㈱神田屋鞄製作所
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：浜田哲男／デザイン：中村真衣子
（㈲梅田敏典デザイン事務所）

2016上期 ASTRON リーフレット セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 千修企画室：デザイナー 市川亮太

2016下期 ASTRON リーフレット セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 千修企画室：デザイナー 市川亮太

ATELIER MOKUBA CATALOG
Vol.3

㈱関家具 凸版印刷㈱
ディレクター・撮影：トッパンアイデアセンター

西日本TIC本部
デザイン：㈱ライトブレイン　塩見 暁

ファッションウィッグ リジューヌ
ハンドブック

㈱ソシエ・ワールド 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ファッションウィッグ リジューヌ
スタイルブック

㈱ソシエ・ワールド 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

タキイ最前線 タキイ種苗㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

軽井澤ランドセルカタログ ㈱土屋鞄製造所 図書印刷㈱ ㈱土屋鞄製造所

ホールマーク春カタログ 2016
（4冊組）（1/4）

㈱日本ホールマーク 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ホールマーク夏カタログ 2016
（4冊組）（2/4）

㈱日本ホールマーク 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ホールマーク CHRISTMAS AND NEW
YEAR カタログ 2016（4冊組）（3/4）

㈱日本ホールマーク 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ホールマーク秋・冬カタログ 2016
（4冊組）（4/4）

㈱日本ホールマーク 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ドラマチックローズ パンフレット ㈱ノエビア ㈱千修 千修企画室

CHOCOLATE STORY 阪急百貨店
㈱阪急デザインシス
テムズ

丸岡浩子

クリスマス・おせち予約カタログ ㈱フジアート 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
藪 美郎

介護カタログ
プラス㈱ ジョインテックス
カンパニー

㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュ
ニケーションズ

JOINTEXカタログ 2016年版 プラス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

2016 SOBOKAI
オリジナルカタログ

マルミツ陶器合資会社 図書印刷㈱ マルミツポテリカタログ制作チーム

メリタジャパン「総合カタログ
2016─2017」

メリタジャパン㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

おめでとセレクション　たいよう ㈱大和 図書印刷㈱
Illustration：立本倫子
Plan&Direction：㈱大伸社
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作 品 名

おめでとセレクション　かぜ

発行者名 出品者名 制作者名

㈱大和 図書印刷㈱
Illustration：立本倫子
Plan&Direction：㈱大伸社

おめでとセレクション　ほし ㈱大和 図書印刷㈱
Illustration：立本倫子
Plan&Direction：㈱大伸社

おめでとセレクション　にじ ㈱大和 図書印刷㈱
Illustration：立本倫子
Plan&Direction：㈱大伸社

おめでとセレクション　ゆめ ㈱大和 図書印刷㈱
Illustration：立本倫子
Plan&Direction：㈱大伸社

ユニキャリア フォーゼ カタログ ユニキャリア㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

楽天イーグルス年間シート パンフ 楽天野球団 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター 東日本TIC部

無印良品 2016年 秋冬カタログ ㈱良品計画 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

収納リーフレット ㈱良品計画 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

Compact Life Vol.3 ㈱良品計画 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　ベージュ

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　パウダーピンク

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　ウォーター

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　グレープ

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　ライム

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　スノー

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

「リンベル ザ・プレミアムカタログ」
リンベル ザ・プレミアム　シルバー

リンベル㈱ 大日本印刷㈱ ㈱博報堂デザイン

2016 SS トレフルカタログ ㈱ワコール ㈱千修
㈱コスモ・コミュニケーションズ／㈱memes
CD：堀田麻衣子／AD：荻野智成／撮影：本田晋一

2016 AW トレフルカタログ ㈱ワコール ㈱千修
㈱コスモ・コミュニケーションズ／㈱memes
CD：堀田麻衣子／AD：荻野智成／撮影：シバサキフミト

2016 SS スタディオファイブ
カタログ

㈱ワコール ㈱千修
㈱コスモ・コミュニケーションズ／㈱memes
CD：堀田麻衣子／AD：永野綾子／撮影：桐島ローランド

2016 AW スタディオファイブ
カタログ

㈱ワコール ㈱千修
㈱コスモ・コミュニケーションズ／㈱memes
CD：堀田麻衣子／AD：永野綾子／撮影：本田晋一

【カタログ部門】高額商品

HARA KOUSHU Collection
2016

五色㈱ 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016 SEIKO Brochure
（Grand Seiko）

セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室：ディレクター 橋口敬輔、
デザイナー 市川亮太
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

2016 SEIKO Brichure
（ASTRON）

セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室：ディレクター 橋口敬輔、
デザイナー 市川亮太

2016 SEIKO Brochure
（PRESAGE, PROSPEX, Premier）

セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室：ディレクター 橋口敬輔、
デザイナー 市川亮太

CREDORカタログ 2016 セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 千修企画室：アートディレクター 秋國和美

デコール・エムブレムカタログ
2016

セイコークロック㈱ ㈱千修 ㈱アドキャッツ

ミルクリーク　テクニカルガイド ㈱東急ホームズ ㈱千修 ㈲ソレックス

2016年 総合キッチンカタログ TOYO KITCHEN STYLE 図書印刷㈱
デザイン：Axis
ディレクション：TOYO KITCHEN STYLE

プリウス 本カタログ トヨタ自動車㈱ 大日本印刷㈱
㈱日本デザインセンター
㈱電通

エスティマ 本カタログ トヨタ自動車㈱ 大日本印刷㈱ ㈱日本デザインセンター

日本香堂ブランド小冊子 ㈱日本香堂 大日本印刷㈱ ㈱日本香堂

プラウド鷺ノ宮ディアージュ
コンセプトブック

野村不動産㈱ ㈱千修 千修企画室：ディレクター 笹川 厚

レガシィ B4カタログ フェロールーム㈱ 光村印刷㈱
クリエイティブディレクター：佐々木一之／アート
ディレクター：滝沢英典／デザイナー：滝沢英典／
カメラマン：中井喜久、柏木善郎

レガシィ OBKカタログ フェロールーム㈱ 光村印刷㈱
クリエイティブディレクター：佐々木一之／アート
ディレクター：滝沢英典／デザイナー：滝沢英典／
カメラマン：中井喜久、柏木善郎

SUBARU XV tsカタログ 富士重工業㈱ 大日本印刷㈱
フェロールーム㈱
㈱シャフト

2SDブランドブック 本田技研㈱ 光村印刷㈱ ㈱ホンダコムテック

ルノー ラインアップ カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

ルノー トゥインゴ カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

ルノー カングー カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

ルノー ルーテシア カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

ルノー キャプチャー カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

【カタログ部門】製品

2016─2017 総合カタログ 朝日ウッドテック㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
井上晃宏

ORIGINAL BRAND ISSOU VOL.5 ㈱一双 ㈱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

FLIP FLAP 製品カタログ ㈱イトーキ 凸版印刷㈱
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
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作 品 名

toiro 製品カタログ

発行者名 出品者名 制作者名

㈱イトーキ 凸版印刷㈱
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

イトーキ総合カタログ 2016─2017 ㈱イトーキ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン／
㈱ダイアグラム／㈱Clover／㈱プリズム／
㈱I.C.B.M.／㈱アレックス

サイン広告照明カタログ 岩崎電気㈱ 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

LEDioc カタログ Ver.7 岩崎電気㈱ 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

スポーツ施設照明カタログ 岩崎電気㈱ 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

HABITATION＋STRUCTURAL
LIGHTING 2016─2017

オーデリック㈱ 大日本印刷㈱ ㈱アイ・シー・ビー・エム

ODELIC SELECTION 05 オーデリック㈱ 大日本印刷㈱ ㈱アイ・シー・ビー・エム

ODELIC SELECTION WORLD
WIDE MODEL 2016

オーデリック㈱ 大日本印刷㈱ ㈱アイ・シー・ビー・エム

2017 オカムラスタディデスクカタロ
グ KID'S STYLE BOOK 2017

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
小口哲也

2017 オカムラスタディデスクカタロ
グ STUDY DESK 2017

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
小口哲也

オカムラシェアードスペースカタログ
2016 SharedSpace Style Book

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
小口哲也

オカムラシェアードスペースカタログ
2016 SharedSpace Price List 2015

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
小口哲也

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

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

岡村製作所 オフィス製品単品カタログ
Moistカタログ

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱／㈱DNPコミュニケーション
デザイン／井上庸子デザイン

岡村製作所 オフィス製品単品カタログ
トラヴァース単品カタログ

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

ダイニング＆デザイン
カタログVol.2

㈱オリバー 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：宮田
康臣／㈱広告制作所：服部光伸

KARIMOKU 60 STYLE
MAGAZINE 1

カリモク家具㈱ ㈱山田写真製版所
企画・構成・CD：ナガオカケンメイ／編集：田邊直子（D＆DEPARTMENT
PROJECT）／D：村田英恵・高橋恵子（D＆DEPARTMENT PROJECT
D＆DESIGN）／PD：高 智之（㈱山田写真製版所）

！’ｍ オーダーカーテン見本帳 ㈱川島織物セルコン 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター 関西TIC本部

シモンズベッド総合カタログ シモンズ㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
小口哲也

an joie カタログ ㈱ジョア 凸版印刷㈱ ルート＆アソシエイツ

DAM-G100XⅡ ㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

DK ELDER SYSTEM FREE DAM ㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LightingZero for Professional
2015─2016 施設照明カタログﾞ

大光電機㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター 関西TIC本部

LIFE＋DESIGN LIGHTING for HOUSE &
SHOP 2016─2017 住宅用・店舗照明カタログ

大光電機㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター 関西TIC本部
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

Tiara パンフレット ㈱タカゾノ
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

編集：山中良太郎
デザイン：岸野剛久

「スノーブル-FS」特別見本帳 ㈱竹尾 ㈱竹尾
制作：朝日印刷㈱／デザイン：小玉 文（BULLET
Inc.）／書画：寺島響水／写真：吉川慎二郎

U-FACTORY 2016 SPRING &
SUMMER vol.33

㈱チクマ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

U-FACTORY 2016─17
AUTUMN & WINTER vol.34

㈱チクマ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

システムキッチン　ザ・クラッソ TOTO㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：澤井憲之、森
田 淳／マリアッチ：高橋和也／カズグラフィック：
野本かずなり

エアラス見本帖 特種東海製紙㈱ 凸版印刷㈱
D：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）

エアラス販促ツール 特種東海製紙㈱ 凸版印刷㈱
D：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）

㈱日本香堂 ESTEBAN
サマーギフトカタログ（1/3）

㈱日本香堂 ESTEBAN営業部 大日本印刷㈱
吹田デザイン事務所
photographer：宮濱祐美子

㈱日本香堂 ESTEBAN
商品カタログ（2/3）

㈱日本香堂 ESTEBAN営業部 大日本印刷㈱
吹田デザイン事務所
photographer：宮濱祐美子

㈱日本香堂 ESTEBAN
リーフ（3/3）

㈱日本香堂 ESTEBAN営業部 大日本印刷㈱
吹田デザイン事務所
photographer：宮濱祐美子

産機軸受 総合インデックスカタログ 日本精工㈱ 図書印刷㈱
日本精工㈱
図書印刷㈱

DEEP MAT 70kg 見本帳 平和紙業㈱ 平和紙業㈱
デザイン：シーナリーオブデザイン
印刷加工：㈱マルトク紙芸

エアラス 増連量 見本帳 平和紙業㈱ 平和紙業㈱
デザイン：UMA/Design farm
印刷：㈱山田写真製版所

アクティブムーブメントカタログ ㈱ボーネルンド 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Honda 二輪アクセサリー総合カタロ
グ 2016年

㈱ホンダモーターサイクルジ
ャパン

光村印刷㈱
ディレクター：飯島圭二、石本裕史（光村

印刷㈱）

GENERAL LIGHTING CATALOG
2016─2017

山田照明㈱ 図書印刷㈱
山田照明㈱
図書印刷㈱

ハイメルター RE-E1000 カタログ 山本製作所 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター 東日本TIC部

TERRA TILE COLLECTION VOL.2 リビエラ㈱ 凸版印刷㈱
㈱LAMRON
凸版印刷㈱

【カタログ部門】通販

CONFIAGE 2016 夏号 VOL.10
（2冊組）（1/2）

㈱アテニア 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

CONFIAGE 2016 秋号 VOL.11
（2冊組）（2/2）

㈱アテニア 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（東北版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（関東版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ
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作 品 名

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（北陸甲信越版）

発行者名 出品者名 制作者名

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（東海版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（近畿版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（山陰山陽版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016年 イオン冬ギフトカタログ
（四国版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ地区
版（東北版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ地区
版（関東版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ地区
版（東海版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ地区
版（近畿版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2017年 イオンおせちカタログ地区
版（中四国版）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋
㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

みのはん寺院向け通販カタログG18 イワトー㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン
Assona desiggn

ねじプライスリスト帳 ㈱ウィルコ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

珈琲物語 vol.25 小川珈琲㈱
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

日本写真印刷コミュニケーションズ㈱

珈琲物語 vol.26 小川珈琲㈱
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

日本写真印刷コミュニケーションズ㈱

Otto 2016年 秋号カタログ オットージャパン㈱ 凸版印刷㈱ オットージャパン㈱

Happy Dish 2016春 創刊号 オットージャパン㈱ 凸版印刷㈱ オットージャパン㈱

ORBIS Body 2016年3月号
（7冊組）（1/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年4月号
（7冊組）（2/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年5月号
（7冊組）（3/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年6月号
（7冊組）（4/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年7月号
（7冊組）（5/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年10月号
（7冊組）（6/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ORBIS Body 2016年11月号
（7冊組）（7/7）

オルビス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

2016─17年度 ピカイチ事典 ㈱カタログハウス 凸版印刷㈱ ㈱カタログハウス 通販生活事業部

16年 通販生活 冬号 ㈱カタログハウス 大日本印刷㈱ ㈱カタログハウス

通販生活別冊「綵」 ㈱カタログハウス 大日本印刷㈱ ㈱SNATCH

鐘崎　中元・歳暮通販カタログ ㈱鐘崎 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター 東日本TIC部
㈱ティーツー：諸越史郎、村田智子

シャディのお歳暮 シャディ㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

さん燦 2016年 冬号 ㈱スクロール 大日本印刷㈱ ㈱篠田デザイン事務所：篠田晃嘉

CUPOP 2016 VOL.3（キューポッ
プ2016 VOL.3）

㈱ディノス・セシール 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

CUPOP 2016 VOL.4（キューポッ
プ2016 VOL.4）

㈱ディノス・セシール 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

IMAGE 2016 Vol.98（イマージュ
2016 Vol.98）

㈱ディノス・セシール 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

RULE VOL.44 ㈱ディノス・セシール 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
岡野貴文

DINOS PREMIUM VOL.6 ㈱ディノス・セシール 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：佐藤
節子／vivografx 他

dinos comfort ㈱ディノス・セシール 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：佐藤節子／
チェリーアンドコー：久保田ミオ／Jupe Desigh

dinos comfort PLUS ON ㈱ディノス・セシール 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：佐藤節子／チ
ェリーアンドコー：久保田ミオ／㈱スタジオゲット

ハウススタイリング 16春夏
（vol.44）

㈱ディノス・セシール 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハウススタイリング 16─17秋冬
（vol.45）

㈱ディノス・セシール 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty & Health
2016 VOL.1（5冊組）（1/5）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty & Health
2016 VOL.2［夏 特別号］（5冊組）（2/5）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty & Health
2016［盛夏 特別号］（5冊組）（3/5）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty & Health
2016 VOL.3（5冊組）（4/5）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty & Health
2016 VOL.4［冬 特別号］（5冊組）（5/5）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty&Health 2016
VOL.1【リピートカタログ】（2冊組）（1/2）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

美・健康のエッセンス Beauty&Health 2016
VOL.3【リピートカタログ】（2冊組）（2/2）

㈱ディノス・セシール セシー
ル事業ディビジョン

共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハピカラカタログ vol.8 トヨタ自動車㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

2016 まいにち着る服 冊子 冬号 日本生活協同組合連合会 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 生協企画部
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作 品 名

2016 ホームファッション 冊子 冬号

発行者名 出品者名 制作者名

日本生活協同組合連合会 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ 生協企画部

BIRD SHOP 2016年 春夏号
（2冊組）（1/2）

（公財）日本野鳥の会 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

BIRD SHOP 2016年 秋冬号
（2冊組）（2/2）

（公財）日本野鳥の会 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年6月号
（7冊組）（1/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年7月号
（7冊組）（2/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年8月号
（7冊組）（3/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年9月号
（7冊組）（4/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年10月号
（7冊組）（5/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年11月号
（7冊組）（6/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ハーバーの美容手帖 2016年12月号
（7冊組）（7/7）

㈱ハーバー研究所 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

青いギフトカタログ（2冊組）（1/2） 阪急百貨店
㈱阪急デザインシス
テムズ

秋田武規

青いギフトカタログ（2冊組）（2/2） 阪急百貨店
㈱阪急デザインシス
テムズ

秋田武規3

Pieroth's WinterGift 2015/2016
（2冊組）（1/2）

ピーロート・ジャパン㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Pieroth's SummerGift 2016
（2冊組）（2/2）

ピーロート・ジャパン㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Pieroth's Spring Collection
2016（2冊組）（1/2）

ピーロート・ジャパン㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Pieroth's Autumn Collection
2016（2冊組）（2/2）

ピーロート・ジャパン㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

三越のお中元 2016 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：コミュニケーションデザイン研究所
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越のお歳暮 2016 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：コミュニケーションデザイン研究所
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

伊勢丹の贈り物 2016 SUMMER ㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙・本文：㈱日本デザインセンター
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

伊勢丹の贈り物 2016 WINTER ㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙・本文：㈱日本デザインセンター
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越伊勢丹グループ
日本のお中元 2016

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：N.G.inc.
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越伊勢丹グループ
日本のお歳暮 2016

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：N.G.inc.
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越ギフトカタログ
2016 SPRING AND SUMMER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：N.G.inc.
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越ギフトカタログ 2016─2017
AUTUMN AND WINTER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：N.G.inc.
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

伊勢丹のご贈答品
2016 SPRING AND SUMMER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

伊勢丹のご贈答品
2016─2017 FALL AND WINTER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越　ご返礼品カタログ
2016 SPRING AND SUMMER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

三越　ご返礼品カタログ
2016─2017 FALL AND WINTER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

MEMORIAL GIFT 伊勢丹 ご返礼品カタログ
2016 SPRING AND SUMMER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

MEMORIAL GIFT 伊勢丹 ご返礼品カタログ
2016-2017 FALL AND WINTER

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱
表紙：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部
本文：トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部＋

㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

2016 SUMMER
伊勢丹新宿店 香りギフト

㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

三越　お中元の太鼓判100 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

熊本・大分　応援カタログ ㈱郵便局物販サービス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

2016年度 ふるさと小包 全国版
春夏号（2冊組）（1/2）

㈱郵便局物販サービス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

2016年度 ふるさと小包 全国版
秋冬号（2冊組）（2/2）

㈱郵便局物販サービス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

売れ筋商品大集合！ 2016年 春号 ㈱郵便局物販サービス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

売れ筋商品大集合！ 2016年 秋号 ㈱郵便局物販サービス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

【カタログ部門】各種案内

愛知大学 2017 大学案内 愛知大学 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

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㈱

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）

KOO-KI DEMOREEL 2016 空気㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン 九州企画制作本
部：坊 貴至／㈲ライフルック：調 祐子／
MohriDesign：毛利清隆

石川高専五十年史／本編・資料編 国立石川工業高等専門学校 ㈱山田写真製版所
編集：五十年史編纂委員／デザイン・編集協
力：斉藤慶デザイン事務所／PD：黒田典考

地方創生事業パンフレット ㈱七十七銀行 大日本印刷㈱
angelpasser：杉山昌己
㈱月刊カフェラテ：笹原良友

台湾文化センター
イベントスケジュール

台北駐日経済文化代表処
台湾文化センター

小笠原由浩 中谷健一郎

tonATELIER vol.11 （学）多摩美術大学 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：東谷奈美／
デザイン：CAN DO CREATION／写真：小林佐孝

tonATELIER vol.12 （学）多摩美術大学 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：東谷奈美／
デザイン：CAN DO CREATION／写真：小林佐孝

tonATELIER vol.13 （学）多摩美術大学 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：東谷奈美／
デザイン：CAN DO CREATION／写真：小林佐孝
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作 品 名

丹青社70年史

発行者名 出品者名 制作者名

㈱丹青社 凸版印刷㈱
編集・執筆：古川俊弘（㈱丹青社 演出技術部 キュレ
ーション課）／制作：トッパンアイデアセンター クリ
エイティブ本部 年史センター、㈱エトレ

帝人グループ　会社案内 2016 帝人㈱ 大日本印刷㈱ ㈱ブレーンセンター

㈱赤原製作所　会社案内 東京広告㈱ 大洋印刷㈱
CD：栗原 勲、AD：加藤 剛、D：山ノ内祐子（大洋
印刷㈱）、フォトグラファー：舩田 聖（㈱SUGOI）

TOTOグループ
コーポレートレポート 2016

TOTO㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター マーケティング本部
クロスインサイト㈱：菊池 享

TOTOのご案内 TOTO㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター マーケティング本部
クロスインサイト㈱：菊池 享

系統別技術系採用リーフレット
その1 機械系／電気・電子・通信系

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

系統別技術系採用リーフレット　その2 物
理・数理系／化学・材料系／バイオ・環境系

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

系統別技術系採用リーフレット
その3 情報・画像系

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

トランコム㈱　会社案内 トランコム㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

「木材新世紀」カタログ ナイス㈱ 凸版印刷㈱
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

会社案内 2016 任天堂㈱
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

任天堂㈱

環境活動報告書　2016年版 平和紙業㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：月舘顕介／
酒井田デザイン事務所：酒井田成之／
木彫：和田治男／コピー：甲斐みのり

専門学校ヒコみづのジュエリーカレッジ
学校案内2017 ジュエリーコース案内

（学）水野学園 大日本印刷㈱ ㈱スロウ

専門学校ヒコみづのジュエリーカレッジ学校案
内2017 シューズコース・バッグコース案内

（学）水野学園 大日本印刷㈱ ㈱スロウ

CUCINA 40th ANNIVERSARY
BOOK

㈱モーリコーポレーション 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

㈱リビタ　会社案内 ㈱リビタ ㈱千修 タシリンゴ合同会社

【カタログ部門】PR誌・フリーペーパー

うるおい生活 立秋号 味の素㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

休暇村ガイドブック 2015─2016 （一財）休暇村協会
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

凸版印刷㈱／㈱トッパングラフィックコミ
ュニケーションズ

倶楽部Ｑ（季刊） （一財）休暇村協会
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

凸版印刷㈱／㈱トッパングラフィックコミ
ュニケーションズ

The Wonder500 STORYBOOK 経済産業省 凸版印刷㈱ The Wonder 500 運営事務局

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（英語）

経済産業省 凸版印刷㈱
The Wonder of KYUSHU
実施コンソーシアム

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（繁体語）

経済産業省 凸版印刷㈱
The Wonder of KYUSHU
実施コンソーシアム
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（韓国語）

経済産業省 凸版印刷㈱
The Wonder of KYUSHU
実施コンソーシアム

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（タイ語）

経済産業省 凸版印刷㈱
The Wonder of KYUSHU
実施コンソーシアム

The Wonder of KYUSHU
STORYBOOK 5冊セット（簡体語）

経済産業省 凸版印刷㈱
The Wonder of KYUSHU
実施コンソーシアム

The Wonder of KYUSHU for
Thailand

経済産業省 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター 西日本TIC本部／
HIQU-DESIGN：野呂英俊／宮脇写真事務所

グラフィックデザインの華
田中一光ポスター展

国立国際美術館 光村印刷㈱ デザイン倶楽部：木下勝弘

えらべる倶楽部会報誌 2015年 冬号 ㈱JTBベネフィット ㈱千修 千修企画室

えらべる倶楽部会報誌 2016年 春号 ㈱JTBベネフィット ㈱千修 千修企画室

えらべる倶楽部会報誌 2016年 夏号 ㈱JTBベネフィット ㈱千修 千修企画室

えらべる倶楽部会報誌 2016年 秋号 ㈱JTBベネフィット ㈱千修 千修企画室

花椿　新装刊0号（2冊組）（1/2） ㈱資生堂 共同印刷㈱
㈱資生堂 宣伝・デザイン部、企業文化部
㈱新村デザイン事務所

花椿　新装刊0号（2冊組）（2/2） ㈱資生堂 共同印刷㈱
㈱資生堂 宣伝・デザイン部、企業文化部
㈱新村デザイン事務所

ジャパーナ セールスシート ㈱ジャパーナ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：竹嶋
由樹／㈱フロム：奥村

情報誌「首都高」VOL.23 （一財）首都高速道路協会 光村印刷㈱
編集：㈱ケイオフィス
デザイン：㈱ゴート

情報誌「首都高」VOL.24 （一財）首都高速道路協会 光村印刷㈱
編集：㈱ケイオフィス
デザイン：㈱ゴート

情報誌「首都高」VOL.25 （一財）首都高速道路協会 光村印刷㈱
編集：㈱ケイオフィス
デザイン：㈱ゴート

情報誌「首都高」VOL.26 （一財）首都高速道路協会 光村印刷㈱
編集：㈱ケイオフィス
デザイン：㈱ゴート

DAM CHANNEL for Biz（夏）
（2冊組）（1/2）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

DAM CHANNEL for Biz（秋）
（2冊組）（2/2）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（5月号）（6冊組）（1/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（6月号）（6冊組）（2/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（7月号）（6冊組）（3/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（8月号）（6冊組）（4/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（9月号）（6冊組）（5/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

LIVE DAM STADIUM EXPRESS
（10月号）（6冊組）（6/6）

㈱第一興商 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター
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作 品 名

サラリーマン川柳コンクール傑作
300選 冊子

発行者名 出品者名 制作者名

第一生命保険㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：相沢吉人
㈱クリエイティブ・アート・テクニクス：岸

「honto＋」6月号 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ ㈱コルク

「honto＋」9月号 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ ㈱コルク

「honto＋」10月号 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱ ㈱コルク

都市間連携共同パンフ（4種 1/4） 東京観光財団 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

都市間連携共同パンフ（4種 2/4） 東京観光財団 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

都市間連携共同パンフ（4種 3/4） 東京観光財団 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

都市間連携共同パンフ（4種 4/4） 東京観光財団 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部

キュートーン
東京メトロポリタンテレビジ
ョン㈱

東京メトロポリタン
テレビジョン㈱

東京メトロポリタンテレビジョン㈱
編成局 編成部：佐藤政亨、鈴木雅光

お得意先様向け情報誌「ideanote」 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱
企画：凸版印刷㈱／制作：トッパンエディ
トリアルコミュニケーションズ㈱

「TOYAMA HERE WE ARE !!」 富山市 ㈱山田写真製版所
デザイン：上田楠菜子（富山市主事）／PD：
熊倉桂三、高 智之（㈱山田写真製版所）

ピース季刊誌DMツール 日本たばこ産業㈱ 大日本印刷㈱ 博報堂DY

ｍ　2016. 創刊号 日本ホテル㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：清水
健祐、菊地幸子、小村俊雄

MFJライディングリミテッド2016
（一財）日本モーターサイクル
スポーツ協会

河和田屋印刷 クレタパブリッシング

「野鳥」8月号 （公財）日本野鳥の会 光村印刷㈱
編集：日本野鳥の会（柵さち子、阿部加寿世、小島弥生）／
表紙デザイン：マツダオフィス／本文デザイン：富澤祐次、
yd（阿部克昭、大滝 洋）、米原誉哲、冨高和哉

「野鳥」9・10月号 （公財）日本野鳥の会 光村印刷㈱
編集：日本野鳥の会（柵さち子、阿部加寿世、小島弥生）／
表紙デザイン：マツダオフィス／本文デザイン：富澤祐次、
yd（阿部克昭、大滝 洋）、米原誉哲、冨高和哉

BALMUDA The Toaster バルミューダ ㈱山田写真製版所 バルミューダ

BROWN SUGAR 1ST
TOKYO ORGANIC

㈱ブラウンシュガーファースト ㈱山田写真製版所
D：柴田ユウスケ（㈱ソーダ）
写真：濱田英明

FOLE 8月号 みずほ総合研究所㈱ 光村印刷㈱
編集発行人：住田直伸
アートデレクション：奥村靫正（TSTJ）
デザイン：小川弘道、佐藤正明、須原花梨（TSTJ）

FOLE 9月号 みずほ総合研究所㈱ 光村印刷㈱
編集発行人：住田直伸
アートデレクション：奥村靫正（TSTJ）
デザイン：小川弘道、佐藤正明、須原花梨（TSTJ）

FOLE 10月号 みずほ総合研究所㈱ 光村印刷㈱
編集発行人：住田直伸
アートデレクション：奥村靫正（TSTJ）
デザイン：小川弘道、佐藤正明、須原花梨（TSTJ）

partner 3月号（6冊組）（1/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ

partner 4─5月号（6冊組）（2/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ

partner 6月号（6冊組）（3/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

partner 7─8月号（6冊組）（4/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ

partner 9月号（6冊組）（5/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ

partner 10─11月号（6冊組）（6/6） 三菱UFJニコス㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱／㈱プランテーション／
㈱ジェイ・アイ

もじにぎり展 光村印刷㈱ 光村印刷㈱
デザイン：小杉幸一
コピーライト：渡辺潤平

Ma patisserie favori 武庫川学院（武庫川女子大学） 図書印刷㈱
武庫川女子大学 生活環境学部 情報メディ
ア学科 松野ゼミ

パノラマ広告
「47都道府県の一番搾り」

㈱読売新聞東京本社 光村印刷㈱ ㈱博報堂

パノラマ広告「山の日」 ㈱読売新聞東京本社 光村印刷㈱ ㈱アサツー ディ・ケイ

RESOL PRESS 2016年春号
（3冊組）（1/3）

リソルホールディングス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

RESOL PRESS 2016年夏号
（3冊組）（2/3）

リソルホールディングス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

RESOL PRESS 2016年秋号
（3冊組）（3/3）

リソルホールディングス㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

土用の丑の日『うなぎ』リーフレット ㈱ローソン 凸版印刷㈱ ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ

PAPER LOGOS ㈱ロゴスコーポレーション ㈱山田写真製版所
AD：中村圭介（ナカムラグラフ）／D：伊
藤永祐、井本菜津子（ナカムラグラフ）

【カタログ部門】各種報告書

アーカスプロジェクト2015
いばらぎ

アーカスプロジェクト実行委員
会 茨城県南芸術の門創造会議

㈱山田写真製版所 D：木村稔将

㈱アドウェイズ　株主通信 ㈱アドウェイズ ㈱千修 千修企画室

KAJIMA 2016 CORPORATE
REPORT

鹿島建設㈱ ㈱千修
鹿島建設㈱ 広報室
千修企画室：ディレクター 是木義加

すがもの通信簿 2016年版 巣鴨信用金庫 ㈱千修 ㈱スリーエーコーポレーション

DNPアニュアルレポート 2016 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱
表紙：グルーヴィジョンズ
本文：㈱インターラックス

DNPグループCSR報告書 2016 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱：河野良介
グルーヴィジョンズ：伊藤 弘
㈱クリエイティブ・アート・テクニクス：菅原康史

Ka040 TIT建築設計教育研究会 ㈱山田写真製版所 D：刈谷悠三、岡崎真理子（neucitora）

帝人グループ　統合報告書 2016 帝人㈱ 大日本印刷㈱ ㈱フィスコIR

JR東海 2016 アニュアルレポート
JR東海アニュアルレポート 和文版

東海旅客鉄道㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

JR東海 2016 アニュアルレポート
JR東海アニュアルレポート 英文版

東海旅客鉄道㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン
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東京工業大学建築学科 1902─2015

発行者名 出品者名 制作者名

東京工業大学建築学科 ㈱山田写真製版所 D：刈谷悠三、角田奈央（neucitora）

グラフィックトライアル2016
crossing

凸版印刷㈱ 印刷博物館／凸版印刷㈱
情報コミュニケーション事業本部

凸版印刷㈱
企画制作：トッパンアイデアセンター クリエイティ
ブ本部／表紙デザイン：新島 実／
本文デザイン：中野豪雄

ノリタケカンパニー社会・環境報告書 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

JR東日本グループ
CSR報告書 2016

東日本旅客鉄道㈱ 大日本印刷㈱
ジェイアール東日本企画／大日本印刷／
フィフティ

ファンケルレポート 2016 ㈱ファンケル 共同印刷㈱
共同印刷㈱
㈱フィスコIR

Bushitsu WORKS Bushitsu ㈱山田写真製版所 D：橋本祐治

へきしんディスクロージャー 碧海信用金庫 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン 中部
企画制作本部 企画部第3課：仲井明子

環境レポート 2016 ユニー㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

COMPLETE WORKS LIXIL出版 ㈱山田写真製版所
ブックデザイン：菊地敦己
写真：鈴木 心、阿野太一
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