
平成27年12月28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

【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 The Art ｏｆ Bamboo　餘香　王伝峰　挿花芸術 株式会社講談社エディトリアル 株式会社山田写真製版所
著者：王伝峰　AD：中島英樹(中島デザイン)
撮影：篠山紀信　PD：熊倉桂三

文部科学大臣賞 Ａ・図録　 金賞 志村ふくみ　つむぎおり 株式会社求龍堂 光村印刷株式会社
編集/株式会社求龍堂:三宅奈穂美,
AD/島田薫,PD/須井治(光村印刷株式会社)

経済産業省
商務情報政策局長賞

Ａ・図録　 金賞 月と華 公益財団法人　樂美術館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 デザイン：南琢也　撮影：畠山崇

国立印刷局理事長賞 Ａ・図録　 銀賞 黒田泰蔵　白磁　 発行/菜の花文庫　発売/株式会社求龍堂 光村印刷株式会社 著者/黒田泰蔵、撮影/大輪真之、造本/木下勝弘(デザイン倶楽部)

日本商工会議所会頭賞 Ａ・図録　 銀賞 北大路魯山人の美〔和食の天才〕 NHKプロモーション　日本経済新聞社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社
編集：京都国立近代美術館、足立美術館、三井記念美術館、
NHKプロモーション、日本経済新聞社 ブックデザイン：西岡勉

日本製紙連合会賞 Ａ・図録　 銀賞 ぐんげんどう 石見銀山生活文化研究所 株式会社山田写真製版所 AD：佐藤 卓、林里佳子　写真：藤井 保　PD：熊倉桂三　

日本マーケティング協会賞 Ａ・図録　 銀賞 グラフィックトライアル 株式会社グラフィック社 凸版印刷株式会社
AD:勝井三雄　ブックデザイン:名久井直子
PD:尾河由樹（凸版印刷株式会社）

全国中小企業団体中央会会長賞 Ａ・図録　 - 「ハルとミナ」濱田英明写真集　特装本 株式会社リブロアルテ 株式会社山田写真製版所 AD：原田祐馬、D：西野亮介(UMA/design farm)

日本印刷産業連合会会長賞 Ａ・図録　 銀賞 文字禍 市原湖畔美術館 株式会社浅葉克己デザイン室 浅葉克己、ファーストユニバーサルプレス

フジサンケイビジネスアイ賞 Ａ・図録　 金賞 運命の交差点　土田康彦 ADP 株式会社山田写真製版所
AD：勝井三雄 D：大髙奈津子・石橋昌子(勝井デザイン事務所)
 撮影：高井哲郎(㈱高井写真研究所) PD：熊倉桂三

審査員特別賞　　　　　   浅葉克己賞 Ａ・図録　 - 「第１１回世界ポスタートリエンナーレトヤマ２０１５」図録 富山県立近代美術館 株式会社山田写真製版所 AD：永井一正、本文D：及川仁 PD：熊倉桂三、高智之

　　　　　　　　　　　　　　　　 松永真賞 Ａ・図録　 金賞 志村ふくみ　つむぎおり 株式会社求龍堂 光村印刷株式会社
編集/株式会社求龍堂:三宅奈穂美,
AD/島田薫,PD/須井治(光村印刷株式会社)

　　　　　　　　　　　　　　　　 柏木博賞 Ａ・図録　 - 「パウル・クレー だれにも ないしょ。」展  読売新聞社 美術館連絡協議会 株式会社DNPアートコミュニケーションズ
株式会社DNPアート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

　　　　　　　　　　　　　　左合ひとみ賞 Ａ・図録　 銀賞 黒田泰蔵　白磁　 発行/菜の花文庫　発売/株式会社求龍堂 光村印刷株式会社 著者/黒田泰蔵、撮影/大輪真之、造本/木下勝弘(デザイン倶楽部)

第5７回　全国カタログ展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　



平成27年12月28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

【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
Ｇ・ＰＲ誌＆フ
リーペーパー

金賞 花椿（10冊組） 株式会社資生堂 企業文化部 共同印刷株式会社
株式会社資生堂 宣伝・デザイン部/
株式会社新村デザイン事務所

文部科学大臣賞 Ｄ・製品 金賞 凸版文久体見本帖 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社
制作：凸版印刷㈱/CD:田原恭二,紺野慎一 (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)/AD:祖父江慎(cozfish)/D:鯉
沼恵一/写真:川内倫子/編集:小林功二(LampLighters'Label)

経済産業省
商務情報政策局長賞

Ｅ・通販 金賞 山形の極み リンベル株式会社 凸版印刷株式会社 リンベル株式会社　企画制作部　白河原忍

国立印刷局理事長賞
Ｈ・各種報告
書

金賞 紙のデータブック 2015 株式会社竹尾 株式会社竹尾  制作：株式会社山田写真製版所／デザイン：中野豪雄

日本商工会議所会頭賞 Ｄ・製品 銀賞 「NTラシャ」 PAPER Characters 株式会社竹尾 株式会社竹尾
制作：竹尾紙工株式会社
デザイン：株式会社日本デザインセンター

日本製紙連合会賞 Ｂ・一般製品 銀賞 CELVIANO Grand Hybridカタログ　〈英語版／スペイン語版） カシオ計算機株式会社 株式会社クリエイティブ三創 株式会社ジオグラフィックス

日本マーケティング協会賞
Ｇ・ＰＲ誌＆フ
リーペーパー

銀賞 Grand　Seiko　Through　Three　Photographers’Eyes セイコーウオッチ株式会社 図書印刷株式会社 株式会社アマナ

全国中小企業団体中央会会長賞 Ｂ・一般製品 金賞 2015 FALL & WINTER ビジュアルブック 株式会社トゥモローランド 図書印刷株式会社 株式会社ダイアモンドヘッズ

Ｆ・各種案内 金賞 日建設計｜１１５年の生命誌 株式会社日建設計　広報室 株式会社山田写真製版所 AD：刈谷悠三・角田奈央(neucitora)、編集：フリックスタジオ

Ｈ・各種報告
書

銀賞 039 ANNUAL 2015　華[Ka]２０１５年間号 TIT建築設計教育研究会 株式会社山田写真製版所  AD：刈谷悠三・角田奈央(neucitora)

Ｃ・高額商品 銀賞 2015キッチンカタログ（ビジュアル＋テクニカル編） 株式会社トーヨーキッチンスタイル 図書印刷株式会社 株式会社アクシス

Ｆ・各種案内 銀賞 2016年度リクルート冊子 PwC京都監査法人 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社  AD：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社）D：柏実（柏デザイン）

審査員特別賞　　　　　   浅葉克己賞 - 該当なし

　　　　　　　　　　　　　　　　 松永真賞 - 該当なし

　　　　　　　　　　　　　　　　 柏木博賞 - 該当なし

　　　　　　　　　　　　　　左合ひとみ賞 - 該当なし

第5７回　全国カタログ展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

日本印刷産業連合会会長賞

フジサンケイビジネスアイ賞



平成27年12月28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

【第１部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 志村ふくみ　つむぎおり 株式会社求龍堂 光村印刷株式会社 編集/株式会社求龍堂:三宅奈穂美、AD/島田薫,PD/須井治(光村印刷株式会社)

金賞 The Art ｏｆ Bamboo　餘香　王伝峰　挿花芸術 株式会社講談社エディトリアル 株式会社山田写真製版所
著者：王伝峰　AD：中島英樹(中島デザイン)　撮影：篠
山紀信　PD：熊倉桂三

金賞 月と華 公益財団法人　樂美術館 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 デザイン：南琢也　撮影：畠山崇

金賞 琳派　京を彩る
日本経済新聞社　テレビ大阪　BSジャパ
ン 京都新聞

日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 AD：上田英司（シルシ）　編集：京都国立博物館、日本経済新聞社

金賞 運命の交差点　土田康彦 ADP 株式会社山田写真製版所
AD：勝井三雄 D：大髙奈津子・石橋昌子(勝井デザイン事務所)
 撮影：高井哲郎(㈱高井写真研究所) PD：熊倉桂三

銀賞 グラフィックトライアル 株式会社グラフィック社 凸版印刷株式会社
AD:勝井三雄　ブックデザイン:名久井直子　PD:尾河由樹（凸版
印刷株式会社）

銀賞 黒田泰蔵　白磁　 発行/菜の花文庫　発売/株式会社求龍堂 光村印刷株式会社
著者/黒田泰蔵、撮影/大輪真之、造本/木下勝弘(デザ
イン倶楽部)

銀賞 文字禍 市原湖畔美術館 株式会社浅葉克己デザイン室 浅葉克己、ファーストユニバーサルプレス

銀賞 BarnettNewman　十字架の道行き展図録 MIHO MUSEUM 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社   DR：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株式会社）

銀賞 北大路魯山人の美〔和食の天才〕 NHKプロモーション　日本経済新聞社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社
編集：京都国立近代美術館、足立美術館、三井記念美術館、
NHKプロモーション、日本経済新聞社  ブックデザイン：西岡勉

銀賞 ぐんげんどう 石見銀山生活文化研究所 株式会社山田写真製版所 AD：佐藤 卓、林里佳子　写真：藤井 保　PD：熊倉桂三　

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

Ａ・図録 奨励賞 信楽への眼差し 滋賀県立陶芸の森 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 柴原 瞬悟（日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社）

奨励賞 特別展「鳥獣戯画 京都高山寺の至宝」図録 朝日新聞社 凸版印刷株式会社 株式会社Ｄ_ＣＯＤＥ、東京都国立博物館、朝日新聞社

奨励賞 モネ展 日本テレビ放送網株式会社 光村印刷株式会社 編集：東京都美術館、マルモッタン美術館、日本テレビ  制作：株式会社印象社

奨励賞 蜷川実花セルフイメージ展 図録 原美術館　株式会社マッチアンドカンパニー 図書印刷株式会社 原美術館　株式会社マッチアンドカンパニー

奨励賞 創造の原点　天野尚　作品集 株式会社アクアデザインアマノ 株式会社山田写真製版所 株式会社アクアデザインアマノ　　　アートディレクション　圓山悟司

　　第57回　全国カタログ展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト

Ａ・図録



平成27年12月28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

【第２部門】

部　門 部門賞 作品名 発行者 出品者 制作者

金賞 2015 FALL & WINTER ビジュアルブック 株式会社トゥモローランド 図書印刷株式会社 株式会社ダイアモンドヘッズ

銀賞 2015　SS　トレフルカタログ、2015　AW　トレフルカタログ 株式会社ワコール 株式会社千修
株式会社コスモ・コミュニケーションズ/株式会社 memes
CD堀田　麻衣子/AD 荻野　智成/撮影 笹口　悦民

銀賞 CELVIANO Grand Hybridカタログ　〈英語版／スペイン語版） カシオ計算機株式会社 株式会社クリエイティブ三創 株式会社ジオグラフィックス

銀賞 ＫＩＤＳ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＢＯＯＫ　２０１５ 特定非営利活動法人（内閣府認証NPO）キッズデザイン協議会 凸版印刷株式会社
松下計デザイン室／株式会社ユニバーサルデザイン総合研
究所／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

Ｃ・高額商品
銀賞 2015キッチンカタログ（ビジュアル＋テクニカル編） 株式会社トーヨーキッチンスタイル 図書印刷株式会社 株式会社アクシス

金賞 凸版文久体見本帖 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社
制作：凸版印刷㈱/CD:田原恭二,紺野慎一 (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)/AD:祖父江慎(cozfish)/D:鯉
沼恵一/写真:川内倫子/編集:小林功二(LampLighters'Label)

銀賞 「NTラシャ」 PAPER Characters 株式会社竹尾 株式会社竹尾  制作：竹尾紙工株式会社／デザイン：株式会社日本デザインセンター

銀賞 ITOKI　nonaチェア 株式会社イトーキ 凸版印刷株式会社 ＣＤ：折尾大輔、Ｄ：山本　暁（凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター ）

銀賞 SHINDO ITEM CATALOG／S.I.C.総合写真帳 株式会社　SHINDO 株式会社山田写真製版所 デザイン・編集：SIC4制作チーム＋PDCA 高木めぐみ

金賞 山形の極み リンベル株式会社 凸版印刷株式会社 リンベル株式会社　企画制作部　白河原忍

銀賞 伊勢丹の贈り物　2015 SUMMER、WINTER 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 凸版印刷株式会社
表紙・本文：松田洋和(株式会社日本デザインセンター)
本文：凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター

銀賞 BUONO TIME シャディ株式会社 大日本印刷株式会社 株式会社DNPメディアクリエイト

Ｆ・各種案内 金賞 日建設計｜１１５年の生命誌 株式会社日建設計　広報室 株式会社山田写真製版所 AD：刈谷悠三・角田奈央(neucitora)、編集：フリックスタジオ

銀賞 2015会社案内 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

銀賞 2016年度リクルート冊子 PwC京都監査法人 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社  AD：渡邊顕大（日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社）D：柏実（柏デザイン）

金賞 花椿（10冊組） 株式会社資生堂 企業文化部 共同印刷株式会社  株式会社資生堂 宣伝・デザイン部/株式会社新村デザイン事務所

銀賞 ブランドブック「でんごんぼん」 生活協同組合コープさっぽろ 凸版印刷株式会社
凸版印刷株式会社 北海道事業部
デザイナー：廣村正彰／コピーライター：松木圭三

銀賞 Grand　Seiko　Through　Three　Photographers’Eyes セイコーウオッチ株式会社 図書印刷株式会社 株式会社アマナ

金賞 紙のデータブック 2015 株式会社竹尾 株式会社竹尾  制作：株式会社山田写真製版所／デザイン：中野豪雄

銀賞 039 ANNUAL 2015　華[Ka]２０１５年間号 TIT建築設計教育研究会 株式会社山田写真製版所  AD：刈谷悠三・角田奈央(neucitora)

　　第57回　全国カタログ展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　

Ｂ・一般商品

Ｇ・PR誌＆
フリーペーパー

Ｅ・通販

Ｄ・製品

〔H〕各種報告書



平成27年12月28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

【第２部門】

　　第57回　全国カタログ展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　

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 神田屋鞄製作所ランドセルカタログ2016[総合カタログ][ダイジェスト版] 株式会社神田屋鞄製作所 株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ
ディレクター：杉　美沙保(株式会社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（TIP・PROJECT）/デザイン：中村 真衣子（有限会社
梅田敏典デザイン事務所）

奨励賞 増毛ブック（ZOMO BOOK） 株式会社アデランス 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

奨励賞 HAKU（商品編） 株式会社資生堂 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社　桑原 清人、青山 茜／デザイナー　松本 ゆかり

奨励賞 展示会用 新製品カタログ 株式会社ウィンターハルター・ジャパン 大日本印刷株式会社
大日本印刷株式会社：岩崎利行／株式会社ＤＮＰメディアクリエ
イト：川上明代／株式会社グラフィス：藤田直哉・鳥海憲司

Ｃ・高額商品 奨励賞 SEIKO BROCHURE 2016<英文版><簡体字版> セイコーウオッチ株式会社 株式会社千修 千修企画室 / クリエイティブディレクター青山 泰弘

D・製品 奨励賞 プロセレクション　サンプル帳 エプソン販売株式会社 株式会社千修 千修企画室 / プロデューサー富田 義弘、ディレクター猪巻 信

Ｅ・通販 奨励賞 ハウススタイリング１5秋冬（ＶＯＬ４３） 株式会社ディノス・セシール 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

Ｆ・各種案内 奨励賞 リクルートライフスタイル　会社案内 株式会社リクルートライフスタイル 凸版印刷株式会社
ディレクター:折尾 大輔,保田 卓也(凸版印刷株式会社トッパンアイデアセン
ター)/AD:松田 洋和/C:大川 高志、高久 麻里/P:曽我 紗弥香(株式会社日
本デザインセンター)

Ｇ・PR誌＆フリーペーパー 奨励賞 Ｆｏｌｅ ８月号、９月号、１０月号 みずほ総合研究所株式会社 光村印刷株式会社  AD/TSTJ.inc:奥村靫正,草谷隆文,D/TSTJ.inc:小川弘道

Ｈ・各種報告書 奨励賞 木島平村 第6次総合振興計画書 木島平村 株式会社山田写真製版所 AD：村越あかり（トドロキデザイン）

Ｈ・各種報告書 奨励賞 『蟲師　続章』特典　和綴じ原画集 株式会社アニプレックス 図書印刷株式会社 株式会社アニプレックス企画制作G 宣伝部　神宮司 学


