
平成27年1月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【第１部門】

賞　名 部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 〔A〕図録　 金賞 FREAKS by Shin Matsunaga (株)松永真デザイン事務所 ミカ製版(株) 松永 真

文部科学大臣賞 〔A〕図録　 金賞 ディスカバー、ディスカバー・ジャパン「遠く」へ行きたい 東京ステーションギャラリー (株)山田写真製版所 デザイン：中村圭介、吉田昌平、千葉佳子　（ナカムラグラフ）

〔A〕図録　 金賞 武蔵野美術大学 美術館・図書館コレクション  しかけ絵本の世界 (株)グラフィック社 (株)山田写真製版所 中野豪雄、直井薫子、川瀬亜美　（中野デザイン事務所）

〔A〕図録　 金賞 THE NIPPON POSTERS （公財）ＤＮＰ文化振興財団
(株)ＤＮＰアートコミュ
ニケーションズ

永井一正、及川仁

国立印刷局理事長賞 〔A〕図録　 銀賞 印刷博物館企画展図録
「印刷と美術のあいだ－キヨッソーネとフォンタネージと明治の日本」

凸版印刷株式会社 印刷博物館 凸版印刷㈱
ＡＤ：川島　力（(株)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)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　TANC)

日本商工会議所会頭賞 〔A〕図録　 銀賞 グラフィックトライアル2014 －響。－ 図録 凸版印刷株式会社 印刷博物館 凸版印刷㈱
表紙デザイン：浅葉克己
本文デザイン：窪田千穂　（(株)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　TANKC)

日本製紙連合会賞 〔A〕図録　 銀賞 紙片の宇宙～Artists  Books by 20th Century Masters～シャガール,マティス,ミロ,ダリの挿絵
本

(公財)ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館 光村印刷（株）
D：川添英昭　　(美術出版社デザインセンター)
制作：西尾玉緒、廣瀬 歩　(美術出版社デザインセンター)

日本マーケティング協会賞 〔A〕図録　 - ジブリの立体建造物展 (株)スタジオジブリ 図書印刷(株)
デザイン：細山田光宣、蓮尾真沙子、狩野聡子（細山田デザイン事務
所）
編集 ：平林享子（スタジオジブリ）

全国中小企業団体中央会会長賞 〔A〕図録　 - ACRYL (株)リブロアルテ (株)山田写真製版所 写真：馬場智行　　デザイン：吉田ナオヤ

〔A〕図録　 銀賞 ムサビのデザインⅣ 武蔵野美術大学 美術館・図書館
武蔵野美術大学 造形研究センター

(株)山田写真製版所 中野豪雄（中野デザイン事務所）

〔A〕図録　 銀賞 グループ「幻触」と石子順造１９６６－１９７１ 静岡県立美術館 (株)山田写真製版所 大溝 裕（Glanz)

審査員特別賞　　　　　　　　 　浅葉賞 〔A〕図録　 銀賞 ON THE BEACH (株)アマナ (株)山田写真製版所 企画制作：（株）アマナサルト　　写真：杉本博司　　ＡＤ：下田理恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　松永賞 〔A〕図録　 - トマシェフスキ展 （公財）ＤＮＰ文化振興財団
(株)ＤＮＰアートコミュ
ニケーションズ

矢萩喜從郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏木賞 〔A〕図録　 - FREAKS by Shin Matsunaga (株)松永真デザイン事務所 ミカ製版(株) 松永 真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左合賞 〔A〕図録　 - たいせつな　わすれもの (株)平凡社
(株)ＤＮＰアートコミュ
ニケーションズ

編集：横浜トリエンナーレ組織委員会、隈千夏、阿部謙一
デザイン：有山達也、中島美佳（アリヤマデザインストア）

日本印刷産業連合会会長賞

第56回　全国カタログ展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

経済産業省
商務情報政策局長賞



平成27年1月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【第２部門】

賞　名 部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

経済産業大臣賞 〔B〕一般商品 金賞 BEIGE, AUTUMN/WINTER 2014
PAPER_NO.6 TRANSLATION

(株)オンワード樫山 凸版印刷(株)
ＡＤ：長嶋りかこ　(village®)　　編集：幅 允孝　(BACH)　　ＰＤ：
冨永　志津（凸版印刷(株)トッパンアイデアセンター　クリエイティブ
本部　GAC)

文部科学大臣賞 〔G〕PR誌 金賞 花椿　（11冊組） (株)資生堂 共同印刷(株)
(株)資生堂宣伝・デザイン部
(株)新村デザイン事務所

〔F〕各種案内 金賞 2014会社案内 任天堂(株) 日本写真印刷(株) 任天堂(株)

〔B〕一般商品 金賞 虎屋　英文パンフレット (株)虎屋 光村印刷(株) ＡＤ：木下勝弘　　D：下田健斗　((株)デザイン倶楽部)

国立印刷局理事長賞 〔F〕各種案内 銀賞 福岡ビジョナリーアーツ入学案内
学校法人　福岡安達学園
専門学校　福岡ビジョナリーアーツ

大日本印刷(株) (株)ＤＮＰメディアクリエイト　高橋成一郎／ナイジェルグラフ　石田崇仁

日本商工会議所会頭賞 〔B〕一般商品 銀賞 「八葉塩幸」ブランドブック関連ツール (株)八葉水産 凸版印刷(株)
ＡＤ+Ｃ：倉金久司（凸版印刷(株)　トッパンアイデアセンター　東日
本ＴＩＣ本部)

日本製紙連合会賞 〔B〕一般商品 銀賞 香る麦焼酎「高千穂 零」コンセプトブック 高千穂酒造(株) (株)セイタロウデザイン
プロデューサー：芥川 巧、森谷健太郎、熊谷裕樹（ADEX 日本経済広告社）
クリエイティブディレクター：木下顕志（ADEX 日本経済広告社）、山﨑晴太郎
（セイタロウデザイン）

日本マーケティング協会賞 〔D〕製品 銀賞 ｓｐｉｎａカタログ (株)イトーキ 凸版印刷(株)
ＣＤ：折尾大輔　（凸版印刷（株）　トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本
部）

全国中小企業団体中央会会長賞 〔B〕一般商品 銀賞 香る麦焼酎「高千穂 零」コンセプトブック 高千穂酒造(株) (株)セイタロウデザイン
プロデューサー：芥川 巧、森谷健太郎、熊谷裕樹（ADEX 日本経済広告社）
クリエイティブディレクター：木下顕志（ADEX 日本経済広告社）、山﨑晴太郎
（セイタロウデザイン）

〔D〕製品 金賞 ジェントル・ハイジェントル見本帳 日本製紙クレシア(株)／平和紙業(株) 大日本印刷(株) (株)ビジュアルメッセージ研究所  山本洋司

〔B〕一般商品 銀賞 ORIGINAL BRAND ISSOU　VOL.4 (株)一双 (株)山田写真製版所 林 純子（BJ Design Works）

審査員特別賞　　　　　　　　　 松永賞 〔D〕製品 銀賞 ＴＯＫＯＮＡＭＥ (有)山源陶苑 (株)山田写真製版所
鯉江優次、高橋孝治、岡 篤郎、岡崎智弘、加藤晋平、両見英世　（とこなめ
会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏木賞 〔D〕製品 - MEDIA/ART　KITCHIN
REALITY DISTORTION　FIELD　2013-2014

独立行政法人国際交流基金 (株)山田写真製版所 AD/D：橋詰 宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　左合賞 〔E〕通販 金賞 うましま：風コース　土コース　空コース　海コース (株)アデリー 凸版印刷(株) (株)ｍｏｇｍｏｇ：河内沙耶花

第56回　全国カタログ展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

経済産業省
商務情報政策局長賞

日本印刷産業連合会会長賞



平成27年1月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【第１部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 FREAKS by Shin Matsunaga (株)松永真デザイン事務所 ミカ製版(株) 松永 真

金賞 ディスカバー、ディスカバー・ジャパン「遠く」へ行きたい 東京ステーションギャラリー (株)山田写真製版所 デザイン：中村圭介、吉田昌平、千葉佳子（ナカムラグラフ）

金賞 武蔵野美術大学 美術館・図書館コレクション  しかけ絵本の世界 (株)グラフィック社 (株)山田写真製版所 中野豪雄、直井薫子、川瀬亜美（中野デザイン事務所）

金賞 THE NIPPON POSTERS （公財）ＤＮＰ文化振興財団
(株)ＤＮＰアートコミュニ
ケーションズ

永井一正、及川仁

銀賞 印刷博物館企画展図録
「印刷と美術のあいだ－キヨッソーネとフォンタネージと明治の日本」

凸版印刷株式会社 印刷博物館 凸版印刷㈱
ＡＤ：川島　力（(株)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)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
TANC)

銀賞 グラフィックトライアル2014 －響。－ 図録 凸版印刷株式会社 印刷博物館 凸版印刷㈱
表紙デザイン：浅葉克己
本文デザイン：窪田千穂（(株)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
TANKC)

銀賞 紙片の宇宙～Artists  Books by 20th Century Masters～シャガール,マティス,ミロ,ダリの挿絵
本

(公財)ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館 光村印刷（株）
D：川添英昭　　(美術出版社デザインセンター)
制作：西尾玉緒、廣瀬 歩　(美術出版社デザインセンター)

銀賞 ムサビのデザインⅣ
武蔵野美術大学 美術館・図書館
武蔵野美術大学 造形研究センター

(株)山田写真製版所 中野豪雄（中野デザイン事務所）

銀賞 グループ「幻触」と石子順造１９６６－１９７１ 静岡県立美術館 (株)山田写真製版所 大溝 裕（Glanz)

銀賞 ON THE BEACH (株)アマナ (株)山田写真製版所 企画制作：（株）アマナサルト　　写真：杉本博司　　ＡＤ：下田理恵

銀賞 金沢ＡＤＣ年鑑２０１３ 金沢ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ (株)山田写真製版所
team Haco;ya
成田鉄平・橋川貴裕・橋本謙次郎

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

奨励賞 尚友倶楽部所蔵
貴族院・研究会　写真集

一般社団法人　尚友倶楽部 凸版印刷(株) 凸版印刷（株）トッパンアイディアセンター　クリエイティブ本部 / 装丁・デザイン:今泉正治 ：

奨励賞 Future Beauty 日本ファッション：不連続の連続　 京都服飾文化研究財団 日本写真印刷(株) 西岡 勉

奨励賞 大浮世絵展 (株)読売新聞社東京本社 光村印刷（株） 表紙デザイン ： 藤本やすし、山﨑 隼(Cap)      制作 ： 印象社

奨励賞 荒木経惟　往生写集 (株)平凡社 (株)東京印書館

奨励賞 「凪　nagi」 (株)新日本出版社 (株)山田写真製版所 PHOTO:木村尚樹 　デザイン：おおうちおさむ

奨励賞 SENSHU GRAPHICS (株)千 修 (株)千 修
(株)ケイツー 長友啓典
千修企画室　大坪 仁

奨励賞 The Power of Images　イメージの力 国立民族学博物館 図書印刷(株) 編集：一般財団法人千里文化財団、デザイン：UMA / design farm

奨励賞 ヤン・チヒョルト （公財）DNP文化振興財団
(株)ＤＮＰアートコミュニ
ケーションズ

白井敬尚

第56回　全国カタログ展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　

〔Ａ〕図録

〔A〕図鑑



平成27年1月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会

【第２部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 BEIGE, AUTUMN/WINTER 2014
PAPER_NO.6 TRANSLATION

(株)オンワード樫山 凸版印刷(株)
ＡＤ：長嶋りかこ　(village®)　　編集：幅 允孝　(BACH)
ＰＤ：冨永　志津（凸版印刷(株)トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部　GAC)

金賞 虎屋　英文パンフレット (株)虎屋 光村印刷（株） ＡＤ：木下勝弘　D：下田健斗　((株)デザイン倶楽部)

銀賞 「八葉塩幸」ブランドブック関連ツール (株)八葉水産 凸版印刷(株) ＡＤ+Ｃ：倉金久司（凸版印刷(株)　トッパンアイデアセンター　東日本ＴＩＣ本部)

銀賞 香る麦焼酎「高千穂 零」コンセプトブック 高千穂酒造(株) (株)セイタロウデザイン
プロデューサー：芥川 巧、森谷健太郎、熊谷裕樹（ADEX 日本経済広告社）
クリエイティブディレクター：木下顕志（ADEX 日本経済広告社）、山﨑晴太郎（セイタロウデザイン）
AD+D：山﨑晴太郎（セイタロウデザイン）

銀賞 ORIGINAL BRAND ISSOU　VOL.4 (株)一双 (株)山田写真製版所 林 純子（BJ Design Works）　

銀賞 RAD'S マガジン23 (有)コンボイ＆ファンク 図書印刷(株) 発行人：ＲＡＤＩＡＬＬ　編集者：森田恭平　フォトグラファー：田中智道

銀賞 レギュラーカタログ マルミツ陶器合資会社 図書印刷(株) マルミツ陶器合資会社

〔C〕高額商品
銀賞 2014Basel Brochure(FULL）(EC） セイコーウオッチ(株) (株)千修 千修企画室　青山泰弘

金賞 ジェントル・ハイジェントル見本帳 日本製紙クレシア(株)／平和紙業(株) 大日本印刷(株) (株)ビジュアルメッセージ研究所  山本洋司

銀賞 ｓｐｉｎａカタログ (株)イトーキ 凸版印刷(株) ＣＤ：折尾大輔　（凸版印刷（株）　トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部）

銀賞 ＴＯＫＯＮＡＭＥ (有)山源陶苑 (株)山田写真製版所 鯉江優次、高橋孝治、岡 篤郎、岡崎智弘、加藤晋平、両見英世（とこなめ会）

銀賞 ITOKI総合カタログ2014-2015 (株)イトーキ 大日本印刷(株) (株)ＤＮＰメディアクリエイト：高橋成一郎、山田清司、増田 潤／タイクーングラフィックス：鈴木直之、齋藤俊輔

金賞 うましま：風コース　土コース　空コース　海コース (株)アデリー 凸版印刷(株) (株)ｍｏｇｍｏｇ：河内沙耶花

銀賞 １４年通販生活秋冬号 (株)カタログハウス 大日本印刷(株) (株)カタログハウス

銀賞 すいーともぐもぐ　（3冊組） (株)アデリー 大日本印刷(株)
株)DNPメディアクリエイト中四国・九州：手島英昭、烏谷奈緒／(株)ウィルコミュニケーションデザイン研究所：
佐々木香里、野口聡子／カメラマン：蝦名まゆこ／スタイリスト：袴田尚弥／イラストレーター：yamyam

〔F〕各種案内
金賞 2014会社案内 任天堂(株) 日本写真印刷(株) 任天堂(株)

銀賞 福岡ビジョナリーアーツ入学案内
学校法人　福岡安達学園
専門学校　福岡ビジョナリーアーツ

大日本印刷(株) 株)ＤＮＰメディアクリエイト：高橋成一郎／ナイジェルグラフ　石田崇仁

銀賞 女子美術大学芸術学部デザイン・工芸学科ヴィジュアルデザイン専攻卒業制作作品集2013 女子美術大学芸術学部デザイン・工芸学科
ヴィジュアルデザイン専攻研究室

(株)山田写真製版所 AD/D：橋詰 宗

銀賞 DRILL DESIGN 2003-2014 ＤＲＩＬＬ　ＤＥＳＩＧＮ (株)山田写真製版所
DRILL DESIGN
特殊製本：篠原紙工

金賞 花椿 （11冊組） (株)資生堂 共同印刷(株)
(株)資生堂宣伝・デザイン部
(株)新村デザイン事務所

銀賞 にほんごであそぼ童謡　デザインひびのこづえ　「にほんごであそぼ」制作班・編 (株)ＤＮＰアートコミュニケーションズ
(株)ＤＮＰアートコミュニ
ケーションズ

ナガクラトモヒコ

〔I〕フリーペーパー
銀賞 アンネテ・オン・フェット　ブンカムラ　2014 (株)東急文化村 凸版印刷(株) ＣＤ：折尾大輔　（凸版印刷（株）　トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部）

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

〔B〕一般商品 奨励賞 ホームシアターコンポーネント総合カタログ オンキヨーマーケティングジャパン(株) 共同印刷(株) 共同印刷(株)SP&ソリューションセンター

奨励賞 SEIKO WATCH　ストーリーブック(グランドセイコー)(クレドール) セイコーウオッチ(株) (株)千修 千修企画室　鈴木 智之

〔C〕高額商品 奨励賞 HYBRID Advance Design Model ミサワホーム(株) (株)日立ドキュメントソリューションズ クリエイティブコミュニケイションズ(株)レマン

〔D〕製品 奨励賞 「Ａ－プラン」写真集型見本帳 平和紙業(株) 平和紙業(株) 平和紙業(株)　営業統括本部全社販売推進部

〔E〕通販 奨励賞 ベビーギフトコレクション カタログ (株))和光 光村印刷（株） 杉下城司　(杉下デザイン)

〔F〕各種案内 奨励賞 VISION BOOK (株)サン・パートナーズ 凸版印刷(株) 折尾大輔　（凸版印刷（株）　トッパンアイデアセンター　クリエイティブ本部）

〔Ｈ〕各種報告書 奨励賞 アニュアルレポート2014　（和文）（英文） 東海旅客鉄道(株) 大日本印刷(株) (株)DNPメディアクリエイト中部　山神和博

　　　 奨励賞 PENTAX RICOH PHOTO ANNUAL 2014-2015 リコーイメージング(株) 図書印刷(株)
ペンタックスリコーファミリークラブ事務局／
Design＆Layout：WHITE SPACE（saki）
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