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入賞作品の紹介

発行者名　朝日新聞社
テレビ朝日

出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　㈱D_CODE

●審査講評
約300年ぶりの興福寺中金堂の再建記念として運慶に焦点を当て、質量ともに過去最大規模
をうたう東京国立博物館で開催された特別展。本作品は運慶一派の独自の作風に至った軌跡
と、その後の継承をたどる展覧会図録である。特色ある造形と写実的で力強い作風の運慶を
象徴するように、導入には仏像の顔のアップをダブルトーンで入れ、図版頁は迫力や生き生
きとした表現力、細部の細やかな技術力を再現しつつ、メリハリをつけたレイアウト・トリ
ミングで構成。仏像とバックが自然に溶け込む細心の注意を払った画像処理が施されており、
黒バックではスミの濃度を強めにし、深みを出すことでダイナミックかつ重厚、繊細なディ
テールを両立。図録部門最高賞に相応しい風格。骨太で見応えある作品に出合えた。
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発行者名　㈱三宅本店
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　Executive Producer：三宅清嗣（㈱三宅本店）

Creative Director：永澤裕之（凸版印刷㈱）
Art Director：中村和人（㈲ペンギングラフィックス）
Design：中村和人（㈲ペンギングラフィックス）

ペンギングラフィックス
Copywriting：永澤裕之（凸版印刷㈱）

中村富子（㈲ペンギングラフィックス）
Photographer：村田 昇（㈱村田昇事務所）、長田朋子

●審査講評
三宅本店は創業160周年とメインブランド「千福」100周年
を同時に迎えた。カタログ部門最高賞はこの記念すべき歩み
と、ありのままの姿をとどめたブランドブック。瀬戸内海に
面したこの地で生まれ、はぐくまれ、地域に愛されてきたブ
ランドを視覚化したこの作品には、写真・デザイン・タイポ
グラフィ・コピー・印刷と、A3という大判サイズの中にその
歴史（順風満帆とは言い難い戦後の復興や傷跡さえも）が丁
寧に、繊細に、情緒感たっぷりに、なによりも美しく表現さ
れている。技や誇りからなる芯の強さと意地をも感じるこだ
わりと、柔らかさ、個性ある表現も交えた空気感ある一冊に
仕上がっている。三宅本店からのメッセージは、呉の街と
人々への感謝と愛にあふれている。
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発行者名　㈱毎日新聞社
NHK京都放送局
NHKプラネット近畿

出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：渡邊顕大（日本写真印刷

コミュニケーションズ㈱）

●審査講評
京都国立博物館開館と国宝の制定が、ともに120周年の節目を迎えて開催
された「国宝」展の図録である。表紙は尾形光琳の、燕子花

かきつばた

図
ず

屏風
びょうぶ

に、
堂々たる「国宝」の文字を配したオーソドックスなデザイン。金地屏風の
豪華さと年月を重ねた金箔の重厚な輝きを、銀蒸着紙にUV７度刷りで再
現している。国宝展は仏画、絵巻物から、金工、陶磁、考古に至る12の分
野にわたり、学芸員泣かせの展覧会なのだそうだ。400頁を超える本文に
は、すべてのジャンルから、国宝に指定される美術工芸品の約四分の一に
あたる210件の図版が掲載されている。
話題となった長谷川等伯、久蔵親子の競演は、両観音折の見開きで掲載し、
見せどころもしっかり作ってある。他にも、史上初めて雪舟の国宝６件が
一堂に会するなど、興味は尽きないが、会期中４度の展示替えがあり、す
べてを閲覧するためには、４度足を運ぶか、この図録を見るしかない。
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発行者名　野村不動産㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　野村不動産㈱ 住宅事業本部 オーダーメイド

マンション事業部
日本女子大学大学院 篠原聡子研究室

●審査講評
オーダーメイドで実現できる生活シーンを、ただカタログで表現す
るのではなく、「かるた」風な体裁で、楽しみながら自然と内容が
理解できるという工夫が素晴らしい。
カードケースは、中のカードが簡単にとりだせるよう、十字に開く
ような仕様に。また、ばらばらにならないようにゴムひもでまとめ
る配慮など、さまざまな点で工夫がみられる。カードのデザイン・
内容に関しては、日本女子大の学生さん達がアイデアをだして形に
したという点も評価。
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発行者名　㈱イッセイミヤケ
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　AD・D：浅葉 球、飯高健人、石井 伶

P：長谷川健太
製本：㈲美篶堂
企画協力：㈱竹尾

●審査員の講評
豪華な装丁に圧倒されるカタログである。ジャバラ折を開くと100度の
発見を収めた美しい写真と大胆なデザインに圧倒される。発色の良い印
刷が更に追い討ちする。デザイン、印刷、製本と手作り感満載のカタロ
グである。

発行者名　サントリー美術館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印刷

コミュニケーションズ㈱）

●審査員の講評
玉手箱といえば、浦島伝説である。もともと平安時代には、身のまわりのもの
を入れる調度であった箱が、貴重な品々を収め贅を尽くし煌びやかに仕立てら
れて宝箱となり、神様への捧げものとして霊力を備えた玉手箱になったとか。
浦島太郎でなくとも、開けてはならぬと封じられたものなら開けたくなる。
表紙のデザインは、小口の折り返しを伸ばして、本体をくるむという何でもな
い加工を加えることで玉手箱となった。表紙は国宝『浮線綾螺鈿

ふせんりょうらでん

蒔
まき

絵
え

手
て

箱
ばこ

』の
金地文様の持つ質感を、アルミ蒸着＋７色UV印刷が見事に再現しており、つい
手に取って触れてみたくなる。ただし、この開くのにひと手間を要するデザイ
ンは、玉手箱の図録であるからこそ効果的なのだともいえる。
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発行者名　㈱アクタス
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　㈱大和／

アートディレクター：久住欣也（㈱Hd Lab）
デザイナー：櫻井真優（㈱Hd Lab）

●審査員の講評
表紙材質の質感に高級感があり、印刷も単色で白抜きによるデザインで
あり、洗練され、センスの良さが感じられた。商品ページも例えばガラ
ス食器の写真において透明感・質感が豊かであり、撮影・印刷技術の高
さが感じられた。

発行者名　㈱TBSテレビ
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　制作：㈱印象社

デザイン：林琢真デザイン事務所

●審査員の講評
写実的でない彫刻は美術専門家以外の者にはなじみにくいが、ジャコメ
ッティの歩んだ軌跡も丁寧に解説し、「空間と人体の関係」などのキー
ワードにより理解しやすかった。また、写真・印刷も彫刻の質感を豊か
に再現しておりレベルの高いものであった。
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発行者名　㈱ワイ・ヨット
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱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

●審査員の講評
円を重ね、花びらを描くような表紙のオブジェクトにまず驚く。ギフトカタログ
として人と人とを繋ぐ「縁」を、「円」になぞらえて多層に重ね力強いインパクト
を与えている。10数冊ものシリーズを、淡いパステルカラーから色も重ね次第に
黒へ近づけて行く色彩構成、および手触りを重視した印刷加工も見事であり、魅
力的な掲載商品群と相まって顧客の心に届く作品となっている。

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　gggBooks-121：矢萩喜從郎

gggBooks-122：フィリップ・アペロワ
gggBooks-123：平野甲賀
gggBooks-124：白井敬尚、加藤雄一、江川拓

未（白井敬尚形成事務所）
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

●審査員の講評
このgggBooksは、ギンザ・グラフィック・ギャラリー（ggg）の展覧会
活動のもう一つの柱として1992年に創刊。グラフィックデザインにお
ける日本と世界の新しい潮流や、時代を先駆ける試み、歴史を切り拓い
てきた先人たちの足跡を伝える作品集として、各氏の代表作が厳選して
収録されている。最新号の『白井敬尚』は、シリーズ124冊目となる。
B6判型、64ページというハンディなつくりながら、代表作約50点ととも
に、和・英の簡潔な評論と略歴によって、それぞれのデザイナーの輪郭
をつかむことができる。他に類を見ない世界のグラフィックデザイン・
シリーズであり、世界のグラフィックデザイナー辞典でもある。
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発行者名　三菱エンジニアリングプラスチックス㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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：㈲篠原紙工

●審査員の講評
本書は、世界トップレベルの開発力と技術力を誇るエンジニアリングプ
ラスチックの総合メーカーである三菱エンジニアリングプラスチックス
の製品「高意匠性ポリカーボネート樹脂」を紹介した樹脂の初めての写
真集である。紙の特性を利用した固いブロック調の装丁は手に取った時
の質感で樹脂を連想させ面白い。無駄を省いたことで本製品の特徴であ
る美麗な色彩が一層引き立ち、原着技術の可能性を広めるべく、デザイ
ナーへメッセージを込めた意欲作となっている。

発行者名　㈱青幻舎
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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：成山明光（成山画廊）

●審査員の講評
本書は、西日本で開催された初の本格的な個展「諏訪敦2011年以降／未
完」で発表された諏訪敦氏の作品集である。ヌードをメインに約70作品
が自作解説付で収められている。
画家の意図を汲み取るべく時間と労力を十分にかけて丁寧に作られたこ
とが感じられる本書は、卓越した描写力で超緻密に描かれた人物画で知
られる諏訪敦氏の魅力を余すことなく伝えている。内面を浮き彫りする
と称される繊細で美しいリアリズムの絵が、どこか幻想的な空気をまと
って訴えかけてくる作品集となっている。
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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
家庭用レジャー機器製造・販売会社らしく楽しい会社案内だ。各所にゲー
ムキャラクターがアイコンとして登場している。そして、月面や砂漠など
スケール大きなグラフィックとゲーム機器の写真の融合が、会社の世界感
の広がりを感じさせる。
会社で働く方々のカットも、毎回クリエイティブな商品を開発している会
社の生き生きした姿を描いており、リクルート効果も高いと思われる。

発行者名　㈱平凡社
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

●審査員の講評
デザイナーの佐藤卓氏が、明治のロングセラー商品を原料から
製造工程、製品パッケージまでわかりやすく図解とグラフィッ
クで表している。
この図録は、マーケターの視点では、明治のロングセラー商品
のマーケティング戦略について学ぶことができる。また、一般
消費者からの視点では、商品のつくり方やヒット商品へのメー
カー側のこだわりを理解でき、商品への愛着も深まると感じた。
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発行者名　㈱アイコットリョーワ
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱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

●審査員の講評
本書は、美濃焼きの産地である多治見市に本社を構える総合タイルメーカーであ
る株式会社アイコットリョーワが作成した、中国の店舗設計士・デザイナー向け
に中国語で作成された販促カタログである。特に、中国市場向けの設計の参考に
なるよう、中国と日本の店舗のタイル工事例を施工場所、タイル種類等を含め、
わかりやすく編集している。また、掲載された工事例は、内壁、外壁問わず興味
を引く写真が掲載され、実際に見に行きたいと感じさせるものであり、本書が思
わず手に取ってしまう魅力あるものとなっていることを評価した。

発行者名　小山登美夫ギャラリー
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　デザイン：加藤賢策、大井香苗（LABORATORIES）

写真：高橋健治

●審査員の講評
本書は、小山登美夫ギャラリーにて開催した、菅木志雄展「志
向する界景」の展覧会目録として後日作成されたものである。
内容は大小の壁掛け作品、床置き作品で構成されており、作品
の配置、空間の取り方が美しく表現され、展覧会の臨場感と作
品のディティールを余すところなくダイナミックに再現してい
る。また、表紙、裏表紙も出展された作品の写真が用いられて
いるが、作品そのものを切り取って貼り付けたかような臨場感
があるものとなっている。ページをめくるたび、題名にもある
「志向」する楽しさを感じるものとして評価した。
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発行者名　㈱思文閣
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　デザイン：菊地敦己

写真： 忠之

●審査員の講評
美術品販売を主とした目的として発行されている目録だが、古美術の魅力
が細部にわたって渋く撮影されている。編集デザインから印刷への落とし
込みまで繊細に表現されているカタログである。

発行者名　武蔵野美術大学 美術館・図書館
造形研究センター

出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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）

●審査員の講評
装丁デザインが素晴らしく表紙にドイツ装、展示会名ロゴを空
押しで表現されている。また、戦後復興期から高度成長期のモ
ダンリビングを冊子全体で表現。印刷もファンシー紙に高濃度
印刷でとても美しい図録に仕上がっている。
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発行者名　㈱帝国ホテル
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　Art Direction & Design：澤田翔平

Photo Direction：木下 悠
Photography：結城剛太

発行者名　新村デザイン事務所
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　AD：新村則人

D：庭野広祐（新村デザイン事務所）

●審査員の講評
展覧会に向けて制作された図録だが、ガンダレ表紙デザインに思わず目が
引かれる。本文を開くと近年の新村氏の作品が忠実に再現されていて、用
紙、特殊インキ等きめ細かな制作工程に魅了される図録として仕上がって
いる。

●審査員の講評
海外富裕層上顧客にむけた帝国ホテルの紹介ブック。帝国ホテルのサービスを情
緒的に伝え、日本の美を連想させるアイデアと工夫が随所に施されている。両表
紙経本仕様の装丁は、建築の特徴である「水平・垂直」をイメージしたデザイン
（建築設計はフランク・ロイド・ライト氏）からなる「帝国ホテル編」と、現代
と昔の借景（現在の新宿と北斎の富嶽三十六景の対比）と名所で伝える「東京編」
から構成され、表紙と連動したカバーデザインは切り絵とフランク・ロイド・ラ
イト氏の建築を彷彿させるデザインを繊細なレーザーカットで再現するなど、贅

沢な仕上がりとなっている。「日本らしさ」と「おもてなしの心」をデザ
インで視覚化した、リスペクトに満ちあふれた由緒正しい作品である。
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発行者名　みずのわ出版
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

●審査員の講評
アイデアを描きとめる鉛筆の先には、筆力とか行間からこぼれ落ちるよう
な魅力というものがある。指に力を込め過ぎれば折れ、脳はそれを直に感
じ取る。そんな超アナログな感覚で、対象に思いを巡らす力が「実感力」
だ。それがデザインの素地となるのだと思う。花森さんといえば仕事に厳
しく向き合った生きざまが知られているが、自ら筆を執った作品には、こ
つこつと煮物を煮る母のような安心感としみじみとしたあたたかさに満ち
ている。生活そのものに対する実感力にあふれた人だったのだろう。デジ
タル漬けの現代のデザイナーにはこの感覚を何としても取り戻してほしい。
この図録は、そんなぬくもりを感じる宝箱だ。 （松永 真）

発行者名　産経新聞社
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：美術出版社 デザインセンター

●審査員の講評
オディロン・ルドンの「蜘蛛」。毛むくじゃらの人面蜘蛛が何かを
見つめ微笑んでいる。この恐怖は初めて見た時からずっと心に残っ
ている。私はアナログ時代に生まれ、デジタルの効用も享受した世
代だが、朝の臨書は今も日課だ。コンピューターでは深いものや新
しいことはできないし、手を動かさないとどうも駄目なのだ。そこ
にクリエートの謎が隠れている。この図録でアナログの虚構の強さ
を感じてほしい。若いクリエーターたちへ。「ルドンに負けないよ
うに、とんがれ！ とんがれ！」。 （浅葉克己）
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部門賞 金賞

【図録部門】

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」図録
発行者名　朝日新聞社

テレビ朝日
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　㈱D_CODE

【図録部門】

神の宝の玉手箱展　図録
発行者名　サントリー美術館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印刷コミュニ

ケーションズ㈱）

【図録部門】

「怖い絵」展　図録
発行者名　産経新聞社
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：美術出版社 デザインセンター

【図録部門】

京都国立博物館開館120周年記念 特別展覧会「国宝」図録
発行者名　㈱毎日新聞社／NHK京都放送局／

NHKプラネット近畿
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　デザイン・制作：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケ

ーションズ㈱）
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【カタログ部門】

100 GRAPHICS by HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE
発行者名　㈱イッセイミヤケ
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　AD・D：浅葉 球、飯高健人、石井 伶／

P：長谷川健太／製本：㈲美篶堂／企画協力：㈱竹尾

【カタログ部門】

＋1
発行者名　㈱アイコットリョーワ
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱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

【カタログ部門】

ACTUS Gift Catalog ダークブラウン／ミッドナイトブルー
発行者名　㈱アクタス
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　㈱大和／

アートディレクター：久住欣也（㈱Hd Lab）
デザイナー：櫻井真優（㈱Hd Lab）

【カタログ部門】

三宅本店創業160周年ビジュアルブランドブック
発行者名　㈱三宅本店
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　Executive Producer：三宅清嗣（㈱三宅本店）／Creative Director：永

澤裕之（凸版印刷㈱）／Art Director：中村和人（㈲ペンギングラフィック
ス）／Design：中村和人（㈲ペンギングラフィックス）、ペンギングラフィ
ックス／Copywriting：永澤裕之（凸版印刷㈱）、中村富子（㈲ペンギング
ラフィックス）／Photographer：村田 昇（㈱村田昇事務所）、長田朋子

部門賞 金賞
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【カタログ部門】

オーダーメイドかるた
発行者名　野村不動産㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　野村不動産㈱ 住宅事業本部 オーダーメイド

マンション事業部
日本女子大学大学院 篠原聡子研究室

部門賞 金賞
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部門賞 銀賞

【図録部門】

gggBooks-121 ロマン・チェシレヴィチ
gggBooks-122 フィリップ・アペロワ
gggBooks-123 平野甲賀
gggBooks-124 白井敬尚
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　gggBooks-121：矢萩喜從郎／gggBooks-122：

フィリップ・アペロワ／gggBooks-123：平野甲
賀／gggBooks-124：白井敬尚、加藤雄一、江川
拓未（白井敬尚形成事務所）
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

【図録部門】

ジャコメッティ展　図録
発行者名　㈱TBSテレビ
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　制作：㈱印象社

デザイン：林琢真デザイン事務
所

【図録部門】

「モダンリビングへの夢」
産業工芸試験所の活動から
発行者名　武蔵野美術大学 美術館・図書館

造形研究センター
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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）

【図録部門】

花森安治装釘集成
発行者名　みずのわ出版
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【図録部門】

デザインの解剖
発行者名　㈱平凡社
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【図録部門】

Norito Shinmura Works
発行者名　新村デザイン事務所
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　AD：新村則人

Ｄ：庭野広祐（新村デザイン事
務所）



19

【図録部門】

菅 木志雄展「志向する界景」
発行者名　小山登美夫ギャラリー
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　デザイン：加藤賢策、大井香苗

（LABORATORIES）
写真：高橋健治

【図録部門】

諏訪敦 絵画作品集 Blue
発行者名　㈱青幻舎
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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：成山明光（成山画廊）

【カタログ部門】

TOTO NEW MATERIAL 2017/
2018
発行者名　TOTO㈱
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

【カタログ部門】

ミュージアム総合カタログ
発行者名　㈱岡村製作所
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　CD：小口哲也（㈱DNPコミュ

ニケーションデザイン）
AD：新美弘恵（㈱コミュニケー

ション・エンジニアーズ）
D：加藤 誠（㈱コミュニケーシ
ョン・エンジニアーズ）

【カタログ部門】

ハートフルセレクション
ギフトカタログ
発行者名　㈱ワイ・ヨット
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱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

部門賞 銀賞
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【カタログ部門】

伊勢丹の贈り物 2017
SUMMER/WINTER
発行者名　㈱三越伊勢丹
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／CD：丸尾一

郎／AD・D：松田洋和、矢内 里、植松晶子／C：大
川高志、新井千尋、深澤 冠／PR：星野谷晃／本文：
凸版印刷㈱ 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、㈱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

【カタログ部門】

帝国ホテルブロッシャー
発行者名　㈱帝国ホテル
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　Art Direction & Design：

澤田翔平
Photo Direction：木下 悠
Photography：結城剛太

【カタログ部門】

ジャンフェルト特別見本帳
発行者名　㈱竹尾
出品者名　㈱竹尾
制作者名　デザイン：松田行正（㈱マツダ

オフィス）
制作：三永印刷㈱

【カタログ部門】

LOGOS 2017 SELECTION CATALOG
発行者名　㈱ロゴスコーポレーション
出品者名　㈱ロゴスコーポレーション
制作者名　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、青山美香
（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、㈱東京
アドデザイナース／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）

【カタログ部門】

会社案内 2017
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】

花椿　創刊夏号／秋号／冬号
発行者名　㈱資生堂
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　Art Direction：澁谷克彦

㈱資生堂 企業文化部
㈱新村デザイン事務所

部門賞 銀賞
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部門賞 銀賞

【カタログ部門】

高意匠性ポリカーボネート樹脂写真
集　First book
発行者名　三菱エンジニアリングプラスチ

ックス㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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：㈲篠原紙工

【カタログ部門】

WHOLE MCUBSR CATALOG
Produced by MCUBSR
発行者名　三菱商事・ユービーエス・リア

ルティ㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【カタログ部門】

KOTT
発行者名　㈱日本の森と家
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【カタログ部門】

和の美　思文閣墨蹟資料目録
2017夏
発行者名　㈱思文閣
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　デザイン：菊地敦己

写真： 忠之

【カタログ部門】

防災用品カタログ
ソナエルVOL.11
発行者名　コクヨ㈱
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　㈱アイドマ

【カタログ部門】

エキジビジョンレポート
発行者名　東京新聞

中日新聞
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　印象社
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実行委員会 奨励賞

【図録部門】

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
発行者名　凸版印刷㈱ 印刷博物館
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　AD：川島 力（㈱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（㈱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（㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ CTS本部）

【図録部門】

The Museum of MOTION
発行者名　トヨタ博物館
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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

【図録部門】

『ミロコマチコいきものたちの音が
きこえる展』図録
発行者名　㈱毎日新聞社
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　デザイン：大島依提亜

【図録部門】

大英自然史博物館展　図録
発行者名　㈱読売新聞東京本社
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　デザイン・制作：垣本正哉（㈱

D_CODE）

【図録部門】

エリック・カール展　公式図録
発行者名　㈱読売新聞東京本社
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　垣本正哉（㈱D_CODE）

【カタログ部門】

教育施設　総合カタログ
発行者名　アイリスチトセ㈱
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱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：㈱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

【カタログ部門】

コープの里　産直レポート2017
発行者名　コープデリ生活協同組合連合会
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈲草谷デザイン

㈱DNPコミュニケーションデザ
イン

【カタログ部門】

OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ
作品集
発行者名　オリンパス㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　トッパンアイデアセンター



23

実行委員会 奨励賞

【カタログ部門】

開館40周年 国立民族学博物館
展示案内
発行者名　国立民族学博物館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　デザイン：宮谷一款、堀内 彰

【カタログ部門】

ボンマックス サービスユニフォー
ムカタログ「FACEMIX」
発行者名　ボンマックス
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】

ORBIS キレイのレシピ30
発行者名　オルビス㈱
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】

Sample Bottle Catlog
発行者名　日精エー・エス・ビー機械㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　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㈱

【カタログ部門】

総合カタログ（2017）
『ALL PRODUCTS
PRESENTATION 2017』
発行者名　㈱ワーク
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　河津純平（㈱ケシオン）

【カタログ部門】

SEIKO Brochure 2017
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

P：橋口敬輔
CD：青山泰弘
AD：市川亮太

【カタログ部門】

GI 中東向けカタログ
発行者名　新日鐵住金㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　千修企画室

P：橋口敬輔

【カタログ部門】

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
発行者名　光村印刷㈱
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　光村印刷㈱

CD・AD・D：大迫修三
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【図録部門】

発行者名 出品者名 制作者名

gggBooks-121
ロマン・チェシレヴィチ

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
編集・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

gggBooks-122
フィリップ・アペロワ

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
編集・デザイン：フィリップ・アペロワ
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

gggBooks-123 平野甲賀 （公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
編集・デザイン：平野甲賀
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

gggBooks-124 白井敬尚 （公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
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：㈱DNPアートコミュニケーションズ

Graphic Art & Design Annual
16-17

（公財）DNP文化振興財団 大日本印刷㈱
デザイン：松永 真、仲條正義（表紙）
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

桃源郷はここ ─I.M.ペイとMIHO MUSEUMの
軌跡　MIHO MUSEUM 20周年記念図録
北館／南館図録 2分冊（1/2）

MIHO MUSEUM
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㈱
企画制作部：渡邊顕大

桃源郷はここ ─I.M.ペイとMIHO MUSEUMの
軌跡　MIHO MUSEUM 20周年記念図録
北館／南館図録 2分冊（2/2）

MIHO MUSEUM
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㈱
企画制作部：渡邊顕大

樂 ─茶碗の中の宇宙展　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㈱

デザイン：大向デザイン事務所
編集協力：講談社

茶の湯展　図録
NHK／㈱NHKプロモーショ
ン／㈱毎日新聞社

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

制作：㈱D_CODE

新宿（コラージュ） NUMA BOOKS ㈱山田写真製版所
著者・ブックデザイン：吉田昌平（白い立
体）

手のひらの宇宙
宇宙ガラス　ビジュアル・ブック

㈱Plus Alpha ㈱山田写真製版所
著者：戸水賢志／D：柴田春菜（GIGANTIC）
製作：中央公論新社

Untitled roshin books ㈱山田写真製版所
写真：柳沢 信
デザイン：加藤勝也

創造の記録 roshin books ㈱山田写真製版所
写真：野口里佳
デザイン：加藤勝也

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㈱

制作：㈱印象社
デザイン：林琢真デザイン事務所

TOKOYO
NATSUMI SUZUKI-YAMADA

「TOKOYO」パリ写真展
実行委員会

㈱山田写真製版所
デザイン：山下リサ
写真：山田なつみ

TOKYO RALL LINE ALPHABET
（SMALL LETTER/CAPITAL LETTER）

TOR DESIGN ㈱山田写真製版所 D：橋詰冬樹

あいおいニッセイ同和損保コレクショ
ン　描かれた日本の花 ─椿

あいおいニッセイ同和損害保
険㈱

光村印刷㈱
企画・制作：あいおいニッセイ同和損害保
険㈱＋㈱求龍堂／監修：野地耕一郎

バベルの塔展　図録 ㈱朝日新聞社 大日本印刷㈱
デザイン：川添英昭／制作：青幻舎／
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

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㈱ ㈱D_CODE

印刷図書館コレクション （一財）印刷図書館 朝日印刷工業㈱ 富沢充芳

金沢ADC年鑑 2016
金沢アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所
AD：西田英一
PD：熊倉桂三、黒田典孝

写狂老人Ａ ㈱河出書房新社 図書印刷㈱ スイッチ・パブリッシング：船引奈々
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

ミュシャ展　図録 ㈱求龍堂
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

㈱求龍堂
デザイン：島田 薫

技を極める ─ヴァン クリーフ＆アー
ペル ハイジュエリーと日本の工芸

京都国立近代美術館
日本経済新聞社

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

大向デザイン事務所

アルチンボルド展
国立西洋美術館／NHK／
㈱朝日新聞社

大日本印刷㈱
制作：印象社／デザイン：梯 耕治／
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

後藤純男　流山市回顧展図録 ㈱後藤美術研究所 大日本印刷㈱
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

北海道企画制作本部

光彩の巧み ─瑠璃・玻璃・七宝─
図録

五島美術館
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

高岡健太郎

菅 木志雄「志向する界景」 小山登美夫ギャラリーオフィス ㈱山田写真製版所
デザイン：加藤賢策、大井香苗（LABO-
RATORIES）／写真：高橋健治

「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㈱

デザイン・制作：美術出版社
デザインセンター

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㈱

デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印
刷コミュニケーションズ㈱）

絵巻マニア列伝展　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㈱

デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印
刷コミュニケーションズ㈱）

RIVER 木曽川×発電所 信濃毎日新聞社 ㈱山田写真製版所
吉村和敏
PD：熊倉桂三

AQUOSというカメラの写真集
シャープ㈱
黒田智之（撮影士）

図書印刷㈱ 黒田智之（撮影士）

没後40年 熊谷守一展
新春美術館実行委員会（岐阜
市）

光村印刷㈱
企画・制作：市川瑛子
デザイン：山下雅士（sleepwalk）

洸庭　名和晃平│SANDWICH 神勝寺 禅と庭のミュージアム ㈱山田写真製版所
Ｄ：原田祐馬、山副圭祐（UMA/design
farm）

ソールライターのすべて
All about Saul Leiter

㈱青幻舎 ㈱山田写真製版所
企画：佐藤正子（コンタクト）
ブックデザイン：おおうちおさむ（ナノナノグラフィ

ックス）

諏訪敦 絵画作品集 Blue ㈱青幻舎 ㈱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：成山明光（成山画廊）

四代 田辺竹雲斎 田辺竹雲斎 ㈱山田写真製版所
デザイン：菊地敦己
写真： 忠之

EVERYTHING IS TEMPORARY 角田芽央子（つのだかなこ） ㈱山田写真製版所
デザイン：Yume Satou
写真：Yoko Kusano

文学のふるさとを巡る 写真展　図録 電源開発㈱ 図書印刷㈱ 林 義勝

デンマーク・デザイン
デンマーク・デザイン展
カタログ委員会

光村印刷㈱
編集：㈱ブレーントラスト
製作：美術出版社

陶匠 辻清明の世界　明る寂びの美 東京国立近代美術館
ニューカラー写真印
刷㈱

デザイン：坪内祝義、渡辺真里（TOKIデザ
イン室）／制作：ニューカラー写真印刷㈱

ベルギー奇想の系譜　ボスからマグリ
ット、ヤン・ファーブルまで

㈱東京新聞 大日本印刷㈱
㈱アイメックス・ファインアート
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

これぞ暁斎！展　図録 東京新聞 光村印刷㈱ リーヴル

CAROUSEL EL DORADO ㈱豊島園 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱／㈱フレーベル館／
おだ しんいちろう／こば ようこ

GRAPHIC TRIAL HONG KONG
EDITION 2017

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ PD：山口理一、中村仁美
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作 品 名

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

発行者名 出品者名 制作者名

凸版印刷㈱ 印刷博物館 凸版印刷㈱
AD：川島 力（㈱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（㈱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（㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ CTS本部）

TOYAMA ART DIRECTORS
CLUB 2017

富山アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所
D：ストライド
PD：熊倉桂三、高 智之

TAD 富山県美術館　収蔵作品選 富山県美術館 ㈱山田写真製版所
AD：佐藤 卓
D：藤巻洋紀

The Museum of MOTION トヨタ博物館 ㈱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

東京ヤルセナキオ ドルーク ㈱山田写真製版所
写真：横川辰之
デザイン：加藤勝也、加藤華林

長野ADC年鑑 2016
長野アートディレクターズク
ラブ

㈱山田写真製版所
AD：相澤徳行
PD：高 智之

写真家 六田知弘　宇宙のかけら
─御所

奈良県御所市
六田知弘写真事務所

㈱山田写真製版所
著者：六田知弘
D：上田英司、向井千晶（シルシ）

「近藤勝也展」図録 新居浜市 図書印刷㈱
構成・編集：齊藤睦志（クラフトワークス）／デザイ
ン：彦根大助／編集協力：筒井亮子／協力：スタジオ
ジブリ、㈱ニュートラルコーポレーション

Norito Shinmura Works 新村デザイン事務所 ㈱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）

日タイ修好130周年記念特別展
タイ　仏の国の輝き

㈱日本経済新聞社 大日本印刷㈱
制作：エディタス／デザイン：おおうちおさむ、伊藤
絢（ナノナノグラフィックス）／
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

「大エルミタージュ美術館展」カタログ 日本テレビ放送網㈱ 光村印刷㈱
制作：㈱印象社
デザイン：㈲梯耕治編集デザイン室

第72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

第102回 再興院展全作品集（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

ガラスの仮面展
公式ビジュアルブック

編集：㈱白泉社
発行：㈱朝日新聞社

図書印刷㈱ ㈱白泉社

endless 山田正亮の絵画 ㈱美術出版社 ㈱山田写真製版所 大溝裕（Glanz）

ONE DAY LIFE WITH A DOG ㈲フリーステッチ ㈱山田写真製版所
PHoto：濱田英明／Produce：full size image／
AD：田久保彬（TAKUBO DESING STUDIO）／
Edit：西原幸平（㈱イーター）

デザインの解剖 ㈱平凡社 ㈱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

デザインの解剖「そもそも レシピ本」 ㈱平凡社 ㈱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

ピカソとシャガール　愛と平和の讃歌
（公財）ポーラ美術振興財団ポ
ーラ美術館

大日本印刷㈱
㈱アイメックス・ファインアート
制作：㈱DNPアートコミュニケーションズ

かいけつゾロリ大冒険展　図録 ㈱ポプラ社 図書印刷㈱
原作者：原ゆたか
編集担当：加藤裕樹

海北友松展　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㈱

デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印
刷コミュニケーションズ㈱）

京都国立博物館開館120周年記念
特別展覧会「国宝」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㈱

デザイン・制作：渡邊顕大（日本写真印刷
コミュニケーションズ㈱）

並河靖之七宝　明治七宝の誘惑
─透明な黒の感性

㈱毎日新聞社 岡村印刷工業㈱
東京都庭園美術館／毎日新聞社／
上田英司（シルシ）

『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㈱ デザイン：大島依提亜
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

生命と美の物語
─LIFE 楽園をもとめて

㈱マイブックサービス
村上 正

㈱山田写真製版所
AD：佐藤 卓
D：藤巻洋紀

本居宣長展　図録 三重県立美術館
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

デザイン・制作：高岡健太郎（日本写真印
刷コミュニケーションズ㈱）

花森安治装釘集成 みずのわ出版 ㈱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

戸谷成雄 ─現れる彫刻
（学）武蔵野美術大学
美術館・図書館

㈱山田写真製版所
D：渡邊 翔／編集：北澤智豊（武蔵野美
術大学 美術館・図書館）

「モダンリビングへの夢」
産業工芸試験所の活動から

（学）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）

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㈱ デザイン・制作：垣本正哉（㈱D_CODE）

雪村展　図録 ㈱読売新聞社
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

デザイン・制作：宮谷一款、柴原瞬悟（日本写真
印刷コミュニケーションズ㈱）／写真：森山雅智

大英自然史博物館展　図録 ㈱読売新聞 東京本社 光村印刷㈱ デザイン・制作：垣本正哉（㈱D_CODE）
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作 品 名

【カタログ部門】一般商品

発行者名 出品者名 制作者名

VOKEY DESIGN FORGED
WEDGE USER CATALOG

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

718/818 USER CATALOG ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Titleist 試打会カタログ
2017/09版

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Titleist GOLF APPAREL
展示会用カタログ

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Titleist GOLF GEAR
展示会用カタログ

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Titleist GOLF APPAREL
COLLECTION 17S/S

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

Titleist GOLF APPAREL
COLLECTION 17F/W

ACUSHNET JAPAN, INC 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

46 PORTRAITS KEARNY 2015-
2017 BEAVALLEY BOOKS

feel USED CLOTHING ㈱山田写真製版所 AD：清田優（Thought.）

SYSTEMA WORKS YKK AP㈱ 大日本印刷㈱ YKK AP㈱

アデランス商品 6つ折り観音パンフ
「バイタルEX マイクロリターン」

㈱アデランス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

アデランス商品 6つ折り観音パンフ
「ヘアリプロ」

㈱アデランス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

100 GRAPHICS by HOMME
PLISSÉ ISSEY MIYAKE

㈱イッセイミヤケ ㈱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：㈲美篶堂／企画協力：㈱竹尾

ミュージアム総合カタログ ㈱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

OFFICE FURNITURE PRODUCT
CATALOG VOL.1

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

ホール・スタジアム・議場
総合カタログ

㈱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

ロビー・ラウンジ総合カタログ ㈱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

オンワード商事「Raffiria vol.6
special selection」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

G'z EYE カタログ カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈱アドワークス

2017 OCEANUS 店頭カタログ カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈱スタンダード通信社

2017BASEL G-SHOCK BRAND
BOOK

カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈱スタンダード通信社

カシオ プレミアム電卓「S100」
カタログ

カシオ計算機㈱ ㈱クリエイティブ三創 ㈲C3

EF-M レンズカタログ
キヤノンマーケティングジャ
パン㈱

凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱

FAMILY MAIL No.82 資生堂アメニティグッズ㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

28

応募作品リスト



作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

シマノ 2017 オシアジガーカタログ ㈱シマノ 釣具事業部 図書印刷㈱ ㈱ハイファイカンパニー

SEIKO Brochure 2017 セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室／P：橋口敬輔／
CD：青山泰弘／AD：市川亮太

125周年限定リーフレット セイコークロック㈱ ㈱千修
千修企画室
CD：青山泰弘

クリスマス アクセサリーカタログ そごう・西武㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

バレンタインカタログ そごう・西武㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

クールビズカタログ そごう・西武㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

DES PRÉS AUTOMNE 2017 ㈱トゥモローランド ㈱山田写真製版所 AD：清田 優（Thought.）

ピース　巻物リーフレット 日本たばこ産業㈱ 大日本印刷㈱ 博報堂DY

ホールマーク春カタログ 2017
（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 2017
（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 2017（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 2017
（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

JOINTEXカタログ 2017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

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㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ボンマックス ホテル・バンケット ユニ
フォームカタログ「F by FACEMIX」

㈱ボンマックス 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

STUDIO M’レギュラーカタログ
2017－2018

マルミツ陶器合資会社 図書印刷㈱ マルミツ陶器合資会社

米ドル建　一時払養老保険
パンフレット

明治安田生命保険相互会社 大日本印刷㈱
㈱MYJ
㈱DNPコミュニケーションデザイン

NetRICOH Vol.31
リコークリエイティブサービ
ス㈱

㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

狩野友伸横濱事務所：狩野友伸

NetRICOH Vol.32
リコークリエイティブサービ
ス㈱

㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

狩野友伸横濱事務所：狩野友伸

おせちカタログ ㈱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

クリスマスカタログ ㈱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

ローバル　パンフレット
ローバル㈱
㈲永野デザイン室

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

ローバル㈱：弘田大介／㈲永野デザイン室：茨田佳代／
日本写真印刷コミュニケーションズ㈱：韮澤岳人

LOGOS 2017 SELECTION
CATALOG

㈱ロゴスコーポレーション
㈱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、
青山美香（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、㈱東京アドデザイナース／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）

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【ライフグッズ】DSコース

㈱ワイ・ヨット 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
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作 品 名

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【グルメ】DSコース

発行者名 出品者名 制作者名

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【グルメ】ESコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【グルメ】FSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【グルメ】HSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【ライフグッズ】GSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【ライフグッズ】MSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【ライフグッズ】KSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【エンジョイチケット】KSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【エンジョイチケット】LSコース

㈱ワイ・ヨット 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

ハートフルセレクション　ギフトカタ
ログ【エンジョイチケット】MSコース

㈱ワイ・ヨット 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

2017AW 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

【カタログ部門】高額商品

OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅡ
作品集

オリンパス㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

和の美　思文閣墨蹟資料目録
2017夏

㈱思文閣 ㈱山田写真製版所
デザイン：菊地敦己
写真： 忠之

GS Basel Brochure 2017 セイコーウオッチ㈱ ㈱千修 ㈱博報堂

2017 クレドール カタログ セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室
D：秋國和美

2017 上期セイコーメンズ
リーフレット

セイコーウオッチ㈱ ㈱千修
千修企画室
AD：市川亮太

デコール エムブレムカタログ2017 セイコークロック㈱ ㈱千修 アドキャッツ

Home 4 冨士ファニチア㈱ 凸版印刷㈱ note 他

フィット カタログ ㈱ホンダコムテック 光村印刷㈱ ㈱原宿サン・アド

グレイス カタログ ㈱ホンダコムテック 光村印刷㈱ クリエイティブコミュニケーションズ㈱レマン

ステップワゴン カタログ ㈱ホンダコムテック 光村印刷㈱ ㈱原宿サン・アド

DIATONE SOUND.NAVI
新製品カタログ

三菱電機㈱ ㈱アイプラネット ㈱アイプラネット／㈱GT

ルノー トゥインゴGT カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷TICクリエイティブ1部：松岡秀樹
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

ルノー メガーヌGT カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷TICクリエイティブ1部：松岡秀樹

ルノー ルーテシア カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷TICクリエイティブ1部：松岡秀樹

ルノー トゥインゴ カタログ ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷TICクリエイティブ1部：松岡秀樹

ルノー 東京モーターショー2017
カタログ

ルノー・ジャポン㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷TICクリエイティブ1部：松岡秀樹

【カタログ部門】製品

タイル総合カタログ 2017－2018 ㈱Danto Tile 共同印刷㈱
共同印刷㈱
㈱コーポレイトデザイン研究所

リノビオＶカラーイメージ（Lパネル）
システムバスルーム カラーイメージ（1/2）

㈱LIXIL 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱

スパージュカラーイメージ（壁・タイル）
システムバスルーム カラーイメージ（2/2）

㈱LIXIL 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱

TOTO NEW MATERIAL
2017/2018

TOTO㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

システムキッチン　ザ・クラッソ TOTO㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱／㈱DNPコミュニケーショ
ンデザイン／mariachi

BATHROOM SYNLA TOTO㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

プラス1 ㈱アイコットリョーワ 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

TRUE COLOR ㈱アイコットリョーワ 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

教育施設 総合カタログ アイリスチトセ㈱ 大日本印刷㈱
㈱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：㈱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

with Sweets ㈱アデリー 大日本印刷㈱ ウィルコミュニケーションデザイン研究所

Maristo 2017 ㈱アベルコ
㈱トッパングラフィック
コミュニケーションズ

アドテクニカ：田村遥子

LED道路照明カタログ 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

産業用特殊照明機器カタログ 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

サイン広告照明 2017 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

ランプ総合カタログ 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

LED照明カタログ（LEDioc ver.8） 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

施設・屋外照明 総合カタログ
2017-2018

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

検査統合プラットフォーム
「CLINILAN Core」

㈱エイアンドティー 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
浅田泰志

検体検査システム「CLINILAN GL-3」 ㈱エイアンドティー 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
浅田泰志
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作 品 名

カラーコーディネートカタログ

発行者名 出品者名 制作者名

永大産業㈱ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
梅木 哲

STUDY DESK 2018 ㈱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

vitra. MANUAL 2016 ㈱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

オフィスシステム［プリシード］
デスク＆テーブル

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

オフィスシステム［プリシード］
エグゼクティブ＆ストレージ

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

オフィスシステム［プリシード］
パーティションシステム

㈱岡村製作所 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

研究設備総合カタログ オリエンタル技研工業㈱ 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
㈱中山徹デザイン事務所

カリモク60スタイルマガジンｋ
vol.2

カリモク家具㈱ ㈱山田写真製版所 D：村田英恵、加瀬千寛、高橋恵子

廣済堂　色彩発想 ㈱廣済堂 ㈱廣済堂
廣済堂色彩発想制作委員会（委員長：中村
和久）

コクヨ教育施設用カタログ Vol.25 コクヨ㈱ 凸版印刷㈱ コクヨ㈱

GI 中東向けカタログ 新日鐵住金㈱ ㈱千修
千修企画室
P：橋口敬輔

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

幼稚園・保育園・認定こども園用 製品カタログ
（建築士・施工業者様向け）シリーズ（1/2）

大建工業㈱ 真生印刷㈱ 大建工業㈱：林 市郎

幼稚園・保育園・認定こども園 ちびっこニコニコ園づ
くり（理事長・園長・保育士様向け）シリーズ（2/2）

大建工業㈱ 真生印刷㈱ 大建工業㈱：林 市郎

インテリア イメージブック 大建工業㈱ 真生印刷㈱
㈲伊藤正広告事務所：伊藤 正
大建工業㈱：林 市郎

ジャンフェルト特別見本帳 ㈱竹尾 ㈱竹尾
デザイン：松田行正（㈱マツダオフィス）
制作：三永印刷㈱

KIRAKU 介護服カタログ ㈱トンボ 凸版印刷㈱ ファームスデザイン事務所：鈴木庸子

Sample Bottle Catlog 日精エー・エス・ビー機械㈱ ㈱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㈱

食研100撰 2017 日本食研ホールディングス㈱ 凸版印刷㈱ ㈲スタジオアルタ

富士商事　製品カタログ ㈱富士商事 大洋印刷㈱
クリエイティブディレクター：谷村浩一／アートディレクター：山ノ内
祐子、中尾啓太／デザイナー：山ノ内祐子／フォトグラファー：舩田
聖／フードコーディネーター：青木美代／アシスタント：佐々木章介

2017～2018 キンダーブックの
フレーベル館総合カタログ

㈱フレーベル館 凸版印刷㈱ ㈱デジタル・アド・サービス

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㈱

㈱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：㈲篠原紙工

TILE COLLECTION 2017－2018
LINEUP CATALOGUE VOL.15

リビエラ㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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

総合カタログ（2017）『ALL PRO-
DUCTS PRESENTATION 2017』

㈱ワーク 図書印刷㈱ ㈱ケシオン：河津純平
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

【カタログ部門】通販

ACTUS Gift Catalog
ダークブラウン

㈱アクタス 図書印刷㈱
㈱大和／アートディレクター：久住欣也（㈱Hd
Lab）／デザイナー：櫻井真優（㈱Hd Lab）

ACTUS Gift Catalog
ミッドナイトブルー

㈱アクタス 図書印刷㈱
㈱大和／アートディレクター：久住欣也（㈱Hd
Lab）／デザイナー：櫻井真優（㈱Hd Lab）

CONFIAGE vol.15 ㈱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 vol.14 ㈱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 vol.13 ㈱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 vol.12 ㈱アテニア 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

2017年 イオン 冬ギフトカタログ イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

イオン おせちカタログ イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

イオン 母の日・父の日カタログ イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（近畿）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（山陰山陽）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（関東）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（東海）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（東北）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（四国）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 冬ギフトカタログ
（北陸甲信越）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（近畿）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（山陰山陽）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（関東）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（東海）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（東北）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（四国）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部

2017年 イオン 夏ギフトカタログ
（北陸甲信越）

イオンリテール㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリエイティブ
第1部／㈱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 デザイン制作部
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作 品 名

ORBIS キレイのレシピ30

発行者名 出品者名 制作者名

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）（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12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 2017年2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 2017年5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 2017年6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 2017年7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 2017年10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

17年 通販生活 盛夏号 ㈱カタログハウス 大日本印刷㈱ ㈱カタログハウス

防災用品カタログ　ソナエルVOL.11 コクヨ㈱ 図書印刷㈱ ㈱アイドマ

中元プレミアムカタログ シャディ㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

歳暮プレミアムカタログ シャディ㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

お中元のご案内（全商品カタログ） ㈱匠屋本店 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
井関 薫

お中元のご案内（DMカタログ） ㈱匠屋本店 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
井関 薫

So close, VOL.3 ㈱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／㈱GRAPHITICA：蒲生和典

dinos PREMIUM ㈱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

美・健康のエッセンス
Beauty&Health 2017 VOL.1

㈱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 2017 VOL.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 2017 盛夏

㈱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 2017 VOL.3

㈱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 2017 VOL.4

㈱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

ニトリの遊・食・住スタイルBOOK
ウチソト

㈱ニトリ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ TICクリエイティブ本部 クリ
エイティブ第1部

2017 BIRD SHOPカタログ 春夏号 （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

2017 BIRD SHOPカタログ 秋冬号 （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

34

応募作品リスト



作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

ハーバーの美容手帖 2017年2月号 ㈱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 2017年3月号 ㈱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 2017年4月号 ㈱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 2017年5月号 ㈱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 2017年6月号 ㈱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 2017年7月号 ㈱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 2017年8月号 ㈱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 2017年9月号 ㈱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 2017年10月号 ㈱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 2017年11月号 ㈱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

2017年度版 メールオーダーブック ㈱ファーム富田 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン
北海道企画制作本部

富士シティオ　2017 夏ギフト 富士シティオ㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

Honda Riding Gear & Original
Helmet 2017 Autumn & Winter 

㈱ホンダモーターサイクルジ
ャパン

凸版印刷㈱ アニマルハウス

伊勢丹の贈り物 2017 SUMMER ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
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、
矢内 里、植松晶子／C：大川高志、新井千尋、深澤 冠／PR：星野谷晃／本
文：凸版印刷㈱ 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、㈱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

伊勢丹の贈り物 2017 WINTER ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
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、
矢内 里、植松晶子／C：大川高志、新井千尋、深澤 冠／PR：星野谷晃／本
文：凸版印刷㈱ 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、㈱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

三越ギフトカタログ
2017 SPRING－SUMMER

㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

三越伊勢丹ギフトカタログ
2017－2018 FALL－WINTER

㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

三越伊勢丹ギフトカタログ memorial
2017 SPRING－SUMMER

㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

三越伊勢丹ギフトカタログ memorial
2017－2018 FALL－WINTER

㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

日本のお中元 2017 ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

日本のお歳暮 2017 ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

三越のお中元 2017 ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

三越のお歳暮 2017 ㈱三越伊勢丹 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱ 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／㈱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

2017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
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作 品 名

2017年度 ふるさと小包 全国版
秋冬号（2冊組）（2/2）

発行者名 出品者名 制作者名

㈱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

四日市大学 大学案内 （学）暁学園 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン 企画制作本部
企画部：三浦政徳

デザイン・ディレクション：中嶋早智江（㈱巧創）

京都造形芸術大学 大学案内
（学）瓜生山学園 京都造形芸
術大学

日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

㈱CHIMASKI

花王の概況 2017（日本語版） 花王㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター／トッパンエデ
ィトリアルコミュニケーションズ㈱

Kao Overview 2017（英語版） 花王㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター／トッパンエデ
ィトリアルコミュニケーションズ㈱

花王概況 2017（中国語版） 花王㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター／トッパンエデ
ィトリアルコミュニケーションズ㈱

株式会社 鐘崎　ブランドブック ㈱鐘崎 大日本印刷㈱
制作：DNPコミュニケーションデザイン
㈱月刊カフェラテ

THE CANON FRONTIER 2017 キヤノン㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

JR九州30年史 九州旅客鉄道㈱ 大日本印刷㈱
JR九州エージェンシー㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン

共同印刷120年史 共同印刷㈱ 共同印刷㈱
共同印刷㈱ CSR本部コーポレートコミュ
ニケーション部

開館40周年 国立民族学博物館
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㈱

デザイン：宮谷一款、堀内 彰

JULUXカタログ 2017 四国化成㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

2017年下半期「にっぽん丸」
総合カタログ

商船三井客船㈱ 凸版印刷㈱
㈱海事プレス社
㈱ジップス

Attache Case （一社）全日本シーエム放送連盟 ㈱電通 佐藤俊一

大洋印刷株式会社 会社案内 大洋印刷㈱ 大洋印刷㈱
クリエイティブディレクター：大場洋行／アートデ
ィレクター：中尾啓太／コピーライター：谷村浩一

多摩美術大学 2018年度 大学案内 （学）多摩美術大学 凸版印刷㈱
総合企画室／トッパンエディトリアルコミ
ュニケーションズ㈱

Okura House 竣工記念パンフレット 中央建物㈱ ㈱アイプラネット ㈱アイプラネット／㈱GT

施設案内パンフレット 東京国際フォーラム㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱

常葉大学 2018 大学案内 （学）常葉大学 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：月
見里武志／tmc：中川

2018年度 新卒採用パンフレット 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱
CD：折尾大輔

成田空港50年史 成田国際空港㈱ 凸版印刷㈱ 年史センター

会社案内 4言語（日本語版） ㈱ニトリホールディングス 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱：加藤 謙

会社案内 4言語（英語版） ㈱ニトリホールディングス 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
林 将広
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

会社案内 4言語（中国繁体字版） ㈱ニトリホールディングス 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
林 将広

会社案内 4言語（中国簡体字版） ㈱ニトリホールディングス 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
林 将広

会社案内 2017 任天堂㈱
日本写真印刷コミュ
ニケーションズ㈱

任天堂㈱

会社案内 ㈱ビューカード ㈱千修
千修企画室
D：笹川 厚

福岡空港ビルディング 五十年の歩み 福岡空港ビルディング㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

採用パンフレット ホクレン農業協同組合連合会 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン
北海道企画制作本部

三島光産100年史 三島光産㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン

ジュエリーコース案内 （学）水野学園 大日本印刷㈱ ㈱スロウ

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

大阪校 学校案内 （学）水野学園 大日本印刷㈱ ㈱スロウ

WHOLE MCUBSR CATALOG
Produced by MCUBSR

三菱商事・ユービーエス・リ
アルティ㈱

㈱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

三菱UFJリース 会社案内 三菱UFJリース㈱ 光村印刷㈱ ㈱ADKインターナショナル

三宅本店創業160周年
ビジュアルブランドブック

㈱三宅本店 凸版印刷㈱
Executive Producer：三宅清嗣（㈱三宅本店）／Creative Director：永澤裕之（凸版印刷
㈱）／Art Director：中村和人（㈲ペンギングラフィックス）／Design：中村和人（㈲ペンギ
ングラフィックス）、ペンギングラフィックス／Copywriting：永澤裕之（凸版印刷㈱）、中村
富子（㈲ペンギングラフィックス）／Photographer：村田 昇（㈱村田昇事務所）、長田朋子

高松高等予備校 2017 入学案内 （学）村上学園 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：
神原久彰

株式会社メイワ電子 会社案内 ㈱メイワ電子 大洋印刷㈱
クリエイティブディレクター：加藤 剛／アートディ
レクター：加藤 剛／デザイナー：佐藤夏子／コピー
ライター：栗原 勲／フォトグラファー：舩田 聖

【カタログ部門】PR誌・フリーペーパー

えらべる倶楽部NEWS！ 2016冬号
えらべる倶楽部NEWS！（1/4）

㈱JTBベネフィット ㈱千修
千修企画室
㈱DNPコミュニケーションデザイン

えらべる倶楽部NEWS！ 2017春号
えらべる倶楽部NEWS！（2/4）

㈱JTBベネフィット ㈱千修
千修企画室
㈱DNPコミュニケーションデザイン

えらべる倶楽部NEWS！ 2017夏号
えらべる倶楽部NEWS！（3/4）

㈱JTBベネフィット ㈱千修
千修企画室
㈱DNPコミュニケーションデザイン

えらべる倶楽部NEWS！ 2017秋号
えらべる倶楽部NEWS！（4/4）

㈱JTBベネフィット ㈱千修
千修企画室
㈱DNPコミュニケーションデザイン

Enjoy Pass ㈱NTTドコモ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン
㈱ケイ・ライターズクラブ

アクシスビルのご案内
AXIS Building Information

㈱アクシス 光村印刷㈱ ㈱アクシス 情報企画推進グループ

“農”のある、ワイン。2017
～安心院の畑より～

安心院葡萄酒工房 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 第1企画部 3課／三和酒類㈱

「the Journey」コンセプトブック ㈱イービーエム ㈱千修 ㈱ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
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作 品 名

スタイル自在 ガイドブック

発行者名 出品者名 制作者名

㈱イトーキ 凸版印刷㈱
凸版印刷㈱
CD：折尾大輔、刈川直紀

2018 春　野菜特集 ㈱サカタのタネ 大日本印刷㈱ 大日本印刷㈱

花椿　創刊夏号（3冊組）（1/3） ㈱資生堂 共同印刷㈱
Art Direction：澁谷克彦
㈱資生堂 企業文化部
㈱新村デザイン事務所

花椿　創刊秋号（3冊組）（2/3） ㈱資生堂 共同印刷㈱
Art Direction：澁谷克彦
㈱資生堂 企業文化部
㈱新村デザイン事務所

花椿　創刊冬号（3冊組）（3/3） ㈱資生堂 共同印刷㈱
Art Direction：澁谷克彦
㈱資生堂 企業文化部
㈱新村デザイン事務所

LIVE DAM EXPRESS（4月号）
（7冊組）（1/7）

㈱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 EXPRESS（5月号）
（7冊組）（2/7）

㈱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 EXPRESS（6月号）
（7冊組）（3/7）

㈱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 EXPRESS（7月号）
（7冊組）（4/7）

㈱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 EXPRESS（8月号）
（7冊組）（5/7）

㈱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 EXPRESS（9月号）
（7冊組）（6/7）

㈱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 EXPRESS（10月号）
（7冊組）（7/7）

㈱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（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

帝国ホテルブロッシャー ㈱帝国ホテル 凸版印刷㈱
Art Direction & Design：澤田翔平／Photo
Direction：木下 悠／Photography：結城剛太

T. G. Press 東京信用保証協会 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

Selves by LEXUS Shinjuku Vol 001
セルヴス バイ レクサス新宿シリーズ（1/5）

東京トヨタ㈱ レクサス事業部
レクサス新宿

㈱デルフィス
㈱デルフィス：天野知恵美
㈱マッドジャパン

Selves by LEXUS Shinjuku Vol 002
セルヴス バイ レクサス新宿シリーズ（2/5）

東京トヨタ㈱ レクサス事業部
レクサス新宿

㈱デルフィス
㈱デルフィス：天野知恵美
㈱マッドジャパン

Selves by LEXUS Shinjuku Vol 003
セルヴス バイ レクサス新宿シリーズ（3/5）

東京トヨタ㈱ レクサス事業部
レクサス新宿

㈱デルフィス
㈱デルフィス：天野知恵美
㈱マッドジャパン

Selves by LEXUS Shinjuku Vol 004
セルヴス バイ レクサス新宿シリーズ（4/5）

東京トヨタ㈱ レクサス事業部
レクサス新宿

㈱デルフィス
㈱デルフィス：天野知恵美
㈱マッドジャパン

Selves by LEXUS Shinjuku Vol 005
セルヴス バイ レクサス新宿シリーズ（5/5）

東京トヨタ㈱ レクサス事業部
レクサス新宿

㈱デルフィス
㈱デルフィス：天野知恵美
㈱マッドジャパン

「チア☆ダン 女子高生がチアダンスで全米
制覇しちゃったホントの話」カラープレス

東宝㈱ 光村印刷㈱

グラフィックトライアル2017 図録 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱ PD：高本晃宏

新聞広告報 別冊
「新聞広告賞 第37集」

（一社）日本新聞協会 光村印刷㈱
企画・制作：桜井哲也（（一社）日本新聞協
会）／デザイン：野村 浩（N/T WORKS）
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作 品 名 発行者名 出品者名 制作者名

KOTT ㈱日本の森と家 ㈱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

オーダーメイドかるた 野村不動産㈱ ㈱千修
野村不動産㈱ 住宅事業本部 オーダーメイドマンシ
ョン事業部／日本女子大学大学院 篠原聡子研究室

北海道日本ハムファイターズ
シーズンシート2018

㈱北海道日本ハムファイターズ 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン
北海道企画制作本部

ホームベーカリー 100レシピブック パナソニック㈱ 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱

朗読劇「BLOOD＋～彼女が眠る間に
～」パンフレット

㈱ビラコチャ 光村印刷㈱
㈱ビラコチャ 制作部
グラフィックデザイナー：石井 靖

ホクレン商品ガイド ホクレン農業協同組合連合会 大日本印刷㈱
㈱DNPコミュニケーションデザイン：澤 恭秀
㈱メガ・コミュニケーション：田中 誠

だんらん38 本誌 ㈲マイケア 共同印刷㈱ ㈱ラウンドアイ

partner 4－5月号（4冊組）（1/4） 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（4冊組）（2/4） 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 7－8月号（4冊組）（3/4） 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（8冊組）（4/4） 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

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㈱ 光村印刷㈱
光村印刷㈱
CD・AD・D：大迫修三

RESOL PRESS 2017年 春号
（3冊組）（1/3）

リソルライフサポート㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

RESOL PRESS 2017年 夏号
（3冊組）（2/3）

リソルライフサポート㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

RESOL PRESS 2017年 秋号
（3冊組）（3/3）

リソルライフサポート㈱ 共同印刷㈱ 共同印刷㈱ SP&ソリューションセンター

ホーマット パンフレット ㈱リビタ ㈱千修 タシリンゴ（合）

Smart LOGOS vol.10
Smart LOGOSシリーズ

㈱ロゴスコーポレーション
㈱ロゴスコーポレー
ション

㈱ロゴスコーポレーション：寺園優菜

PAPER LOGOS vol.6
PAPER LOGOSシリーズ

㈱ロゴスコーポレーション
㈱ロゴスコーポレー
ション

㈱ロゴスコーポレーション：柴田晋吾

【カタログ部門】各種報告書

Ka 041 TIT建築設計教育研究会 ㈱山田写真製版所 デザイン：刈谷悠三、平川響子（neucitora）

ゴールするランナーたち
オリンピックと芸術

（学）学習院女子大学 ㈱山田写真製版所
表紙題字：浅葉克己／D：高野美緒子、山
田眞沙美／編集：清水敏男

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㈱
㈲草谷デザイン
㈱DNPコミュニケーションデザイン

サントリーグループCSRコミュニケー
ションブック2017（日本語版）

サントリーホールディングス㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター

Suntory Group CSR Communi-
cation Book 2017（英語版）

サントリーホールディングス㈱ 凸版印刷㈱ トッパンアイデアセンター
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作 品 名

DNPグループCSR報告書 2017

発行者名 出品者名 制作者名

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／コトトバ：菅原康史

エキジビジョンレポート
東京新聞
中日新聞

光村印刷㈱ ㈱印象社

CSP記録集　2013－2015 展示とシンポ
ジウム　東京造形大学 絵画・彫刻の試み

（学）東京造形大学　現代造形
創造センター

㈱山田写真製版所
D：高田 唯、田代裕美子（Allright）
撮影：椎木静寧

アニュアルレポート2017 ㈱ニトリホールディングス 大日本印刷㈱
大日本印刷㈱
加藤 謙

JALレポート2017（日本語版） 日本航空㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター
クロスインサイト㈱

JAL Report2017（英語版） 日本航空㈱ 凸版印刷㈱
トッパンアイデアセンター
クロスインサイト㈱

デザインのあれこれ 100 Keywords
of Design JAGDA REPORT

（公財）日本グラフィックデザ
イナー協会

㈱山田写真製版所
JAGDA広報委員会／AD：岡本 健／
D：山中桃子（岡本健デザイン事務所）

ファンケルレポート 2016 ㈱ファンケル 共同印刷㈱
共同印刷㈱
クロスインサイト㈱

コーポレート・レポート 2017 平和紙業㈱ 大日本印刷㈱
Di：月舘顕介（㈱DNPコミュニケーションデザイン）
AD・De：酒井田成之（酒井田デザイン事務所）

環境レポート 2017 ユニー㈱ 大日本印刷㈱ ㈱DNPコミュニケーションデザイン中部
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