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各　位

第48回SDA賞の実施にあたりましては、ご応募ならびに多大なるご協力をいただき誠にありがとうございました。

本年度のSDA賞は応募作品総数312点、パネル枚数は1,073枚と、これまでで最大の規模となりました。昨今の上向きな経済

状況が要因だと思われますが、それ以上にSDA賞の知名度と価値が広く社会に認知された成果でもあると考えます。

特に応募数が飛躍的に伸びたD類／空間、環境表現サイン部門は、空間の情報性が問われる部門であり、サインの概念と領域

が徐々に拡大してきていることを強く感じます。

反面、部門の複雑さや海外からの応募、WEBによる手続きの簡易化等、今後の課題も多々見えてきました。関係者一同、SDA賞

の益々の発展を期し、今後も精一杯の努力をして参りますので皆様の一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

最後になりましたが、今年度のSDA賞にご応募いただいたすべての方 と々、入賞・入選の栄誉を得られました方々に心よりの敬

意を表します。

平成26年7月吉日

公益社団法人日本サインデザイン協会

　　　会長　定村　俊満
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■応募総数 　　312点（作品パネル数：1073枚／映像数：10点）
■地区審査 　　5月17日（土）
　北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州・沖縄の各地区において、応募受付作品の審査を実施した。
　審査員───各地区理事・参与ならびに地区代表幹事およびＳＤＡ賞委員
　審査委員長─各地区代表幹事
審査方法──応募条件の確認、採点による評価および討議による評決により、各地区において「地区デザイン賞」「地区奨励賞」　　　　
　　　　　　「地区新人賞」など該当作品を選出ののち、各地区とも応募作品全数を第一次審査対象作品として送付した。

■第一次審査　5月29日（木）
　審査場所──北海道札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 12階　札幌市立大学サテライトキャンパス
　第一次審査対象作品数─312点（類別／A-1=26点、A-2=51点、B-1=31点、B-2=42点、C-1=10点、C-2=11点、D=131点、E=10点）
　審査員───北海道：渡部純子・高田隆司／東北：遠藤弘・竹田正樹／関東：鈴木一成・井原由朋／中部：林義雄・安田昌弘／関西：吉田
　　　　　　　恵三・石黒一秀／中国：高丸竜実・秀浦純治／四国：岩田功次・坂本隆文／九州：中牟田麻弥・梅本幸治／沖繩：伊藝博・
　　　　　　　樋之口和真　以上、各地区選出審査委員および、二次審査員：井原理安、定村俊満、廣村正彰、宮沢功、横田保生、渡辺太郎
　　　　　　　が出席した。（敬称略） 
　審査委員長─定村俊満 会長
　進行 ・ 司会─竹内誠：賞委員長、高橋賢治：副委員長（記録）
　審査推進──松渕泰典・加藤雅仁・前田豊・峰朗展・久我哲也・藤井将之・田邊智哉子：SDA賞委員会／梅田淳・佐々木佳則・三輪昌博・大
　　　　　　　矢洋次郎・千葉淑子・伊藤千織：北海道地区タスク（敬称略）
　事務局───齊藤明男：事務局長・舞田怜子：事務局員
　審査方法──採点による評価、並びに討議による評決により第二次審査対象作品（入選作品）各類合計147点を選出した。
■第二次審査　６月13日（金）
　審査場所──東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 5 階　インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター  
　第二次審査対象作品数─各類合計147点
　委嘱審査員─経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課デザイン政策室 室長補佐：藤沢崇彦　植松愛実（observer）
　　　　　　　株式会社青木淳建築計画事務所：青木淳／日経BP社日経デザイン編集長：丸尾弘志（順不同・敬称略）
　協会審査員─井原理安、定村俊満、島津勝弘、廣村正彰、宮崎桂、宮沢功、渡辺太郎（五十音順・敬称略）
　審査委員長─定村俊満：会長
　進行 ・ 司会─竹内誠：賞委員長、高橋賢治：副委員長・前田豊（記録）
　集計────藤井将之・田邊智哉子：SDA賞委員／舞田怜子：事務局員
　審査推進──松渕泰典・加藤雅仁・峰朗展・久我哲也：SDA賞委員／鈴木一成・小林丈豊・竹内征也・西方晃宏・稲田久美：関東地区タス
　　　　　　　ク（敬称略）
　事務局───齊藤明男：事務局長
　審査方法──採点による評価およびに討議による評決により次の通り決定した。
　　　　　　　サインデザイン大賞（経済産業大臣賞）=1点、
　　　　　　　サインデザイン最優秀賞=4点、サインデザイン優秀賞=11点、サインデザイン奨励賞=11点（入賞作品合計27点）
　　　　　　　招待審査員賞=2点、学生賞=1点
　　　　　　　入選　A-1類=14点、A-2類=20点、B-1類=8点、B-2類=23点、C-1類=3点、C-2類=4点、D類=46点、E類=2点
　　　　　　　（入選作品合計=120点）
　　　　　　　地区デザイン賞=32点、地区奨励賞=16点、地区新人賞=1点、地区特別賞=1点、地区優秀賞=1点（地区賞作品合計51点）
■特別賞審査
　委嘱審査員─公益財団法人日本デザイン振興会常務理事：方波見重美（敬称略）
　協会審査員─井原理安、定村俊満、宮崎桂、宮沢功、渡辺太郎（五十音順・敬称略）
   審査委員長─定村俊満：会長
　進行 ・ 司会─竹内誠：賞委員長、高橋賢治：副委員長・前田豊（記録）
　事務局───齊藤明男：事務局長・舞田怜子：事務局員
　各地区より、8件の特別賞候補作品が対象となり討議を重ねた結果、SDA賞特別賞＝公益財団法人日本デザイン振興会会長賞に3点を選
　定した。
　以上をもって第48回SDA賞の全審査を終了した。

第48回SDA賞 審査経過報告
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●　サインデザイン大賞／経済産業大臣賞
　　E   類 3147　BOOK CLOCK：東京都
　　
●　サインデザイン最優秀賞／ 4点
　　B-1 類 3034　STITCH：東京都
　　B-2 類 3062　羽田クロノゲート：東京都
　　C-2 類 3079　黄金町芸術センター /黄金町バザールのサイン計画：神奈川県
　　D   類 4038　トヨタの創業原点を伝える展示解説サインの開発：愛知県

●　サインデザイン優秀賞／ 11点
　　A-1 類 3003　丸山学園 東京栄養専門学校 サインデザインシステム開発：東京都
　　A-2 類 3012　アーツ前橋：群馬県
　　A-2 類 3020　市原湖畔美術館サイン計画：千葉県
　　A-2 類 3021　実践女子大学渋谷キャンパス サインデザインシステム開発：東京都
　　B-1 類 3039　株式会社図書館流通センタービル トイレサイン：東京都
　　B-2 類 3052　SELF & SHELF LOFT：東京都
　　C-1 類 9004　沖縄ワンダーミュージアム：沖縄県
　　C-2 類 4026　あいちトリエンナーレ 2013：愛知県
　　D   類 3111　重監房資料館：群馬県
　　D   類 7004　mt ex 粟島：香川県
　　D   類 8009　for Children SPACE ARTSIGN：福岡県

●　サインデザイン奨励賞／ 11点
　　A-1 類 6002　米子鬼太郎空港 旅客搭乗橋：鳥取県
　　A-2 類 3026　中房総国際芸術祭いちはらアート ×ミックス サイン計画：千葉県
　　B-1 類 5013　三井ガーデンホテル 京都新町 別邸：京都府
　　B-2 類 3046　644の集合体 「月島荘」：東京都
　　B-2 類 3053　SYNQA：東京都
　　B-2 類 3064　西武渋谷店 MOVIDA館：東京都
　　C-1 類 6005　仮設バス待合所  みんなの「黒バス」：山口県
　　C-2 類 3078　レジャーホテルフェア 2013 東京マツシマブース：東京都
　　C-2 類 3080　建築建材展 2014 GOOD DESIGN ZONE：東京都
　　D   類 3092　SGHR New Design Preview 2014：東京都
　　D   類 3112　新潟市マンガ・アニメ情報館：新潟県

●　招待審査員賞／ 2点
　　青木淳 賞
　　B-2 類 3052　SELF & SHELF LOFT：東京都
　　丸尾弘志 賞
　　D   類 8009　for Children SPACE ARTSIGN：福岡県

●　学生賞／ 1点
　　A-2 類 5009　成安造形大学卒業制作展・進級制作展 2014京都市美術館会場サイン：京都府

　　

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

小野直紀
㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

氏デザイン㈱
㈱乃村工藝社：金野美稔

 エモーショナル・スペース・デザイン：武川暖子
㈱エイトブランディングデザイン：西澤明洋

㈱日本デザインセンター：色部義昭
エモーショナル・スペース・デザイン：渡辺希理子

㈱イリア : 鷲田康一郎
㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

㈱丹青社：西山健一
㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

㈱丹青社：綿引典子
㈱イヤマデザイン：居山浩二
㈱ジーエータップ：森山百合香

㈱アルボス：齊藤基樹
㈱日本デザインセンター：色部義昭
㈱竹中工務店：木戸貴博 . 小林浩明

KMD：宮崎桂
㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰
㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

KMD：宮崎桂
㈱フジヤ：長谷川真理

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰
㈱イヤマデザイン：居山浩二

㈱丹青社：岩崎裕次郎

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

㈱ジーエータップ：森山百合香

成安造形大学 卒業制作展・進級制作展 広報委員会

応募類／作品名／所在地 応募責任者（敬称略）

応募類／作品名／所在地 応募責任者（敬称略）

以上　入賞作品　27点

応募類／作品名／所在地 応募責任者（敬称略）

第48回SDA賞 入賞作品・招待審査員賞作品・学生賞作品一覧 ＊作品番号順
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●　入選／A-1 類／ 14点
　　1002　様似小学校サイン計画：北海道
　　2001　釜石線駅名標：岩手県
　　2003　遊佐町シンボルタワー：山形県
　　3002　JR大塚駅 荒川線連絡通路環境デザイン：東京都
　　3004　東京ベイ先端医療・幕張クリニック：千葉県
　　3005　本の森 田園調布雙葉学園小学校図書館改修：東京都
　　3006　東京歯科大学水道橋校舎新館サイン計画：東京都
　　3008　皇居周辺歩道利用９つのマナーサイン：東京都
　　3010　はなれてみると ものがたり：東京都
　　4002　INAXライブミュージアム 世界のタイル博物館サインリニューアル：愛知県
　　5002　京阪電車 樟葉駅：大阪府
　　6003　増田ファミリークリニック コンパクトサイン計画：広島県
　　8002　福岡赤十字病院：福岡県
　　9001　念頭平松（推定樹齢 250年超）を島の未来に伝える形のサイン：沖縄県

●　入選／A-2 類／ 20点
　　2004　つがる総合病院：青森県
　　2005　女川町営 運動公園住宅：宮城県
　　3011　KISHI CLINICA FEMINA：東京都　
　　3013　アオ ハ ススメ：東京都
　　3014　ふれあいプラザかわさき サイン計画：神奈川県
　　3019　三条市立嵐南小学校・第一中学校：新潟県
　　3023　上州富岡駅：群馬県
　　3024　奏の杜 サイン計画：千葉県
　　3025　地方独立行政法人 東金九十九里地域医療センター 東千葉メディカルセンター サインデザインシステム開発：千葉県
　　3027　都市のインテリア : 千葉県
　　3028　東海大学湘南キャンパス 18号館：神奈川県
　　3029　東京農業大学「農大アカデミアセンター」 サインデザインシステム開発：東京都
　　4011　岐阜県立下呂温泉病院：岐阜県
　　4013　公益財団法人 SBS静岡健康増進センター：静岡県
　　5005　大阪経済大学新講義棟 サインデザインシステム開発：大阪府 
　　5006　北播磨総合医療センター：兵庫県
　　5008　紀の川市 新庁舎サイン計画：和歌山県
　　5009　成安造形大学卒業制作展・進級制作展 2014京都市美術館会場サイン：京都府
　　8003　「時間と歴史の交差と重なりを切り取る」諫早市美術・歴史館：長崎県
　　8005　園田病院サイン計画：宮崎県
　　
●　入選／B-1 類／ 8点
　　2006　イオンタウン釜石 フードコートグラフィックサイン：岩手県
　　2007　鈴の宿 登府屋旅館サインリニューアル：山形県　
　　3032　「商品」のカラー＆素材感イメージを そのまま忠実に表現：東京都
　　3040　八海山 千年こうじや：東京都
　　3041　NSFモニュメントを兼ねたサイン ”アナスタシス（復活）”：茨城県
　　4016　TANIX ビル：三重県
　　4018　久留米ラーメン大幸 ブランディングサイン：愛知県
　　7002　UTSUROI：香川県
　　

日の出工芸㈱ : 丹羽ひとみ
　　㈱ジェイアール東日本建築設計事務所：六百田真

㈱スカワ デザイン室：小澤孝彦
㈱竹内デザイン：竹内誠
稲菱テクニカ㈱：川邊曉
㈱竹中工務店：藤田純也
㈲西デザイン：西浩毅
㈱アボック社：竹内征也

清水建設㈱一級建築士事務所：瀧根正温
東南西北デザイン研究所 : 石川新一

㈱大林組：茅岡彰人
㈱マイサ：加藤美香

日建スペースデザイン：谷垣浩一
　㈱ネオ・プランニング：元重智治

㈲クラフト：河野照一
氏デザイン㈱

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰
㈱日本設計：山崎正晴

㈱テイ・グラバー：越智啓三
㈱石本建築事務所：田中良平
㈱イヤマデザイン：居山浩二
㈱竹内デザイン：竹内誠

エモーショナル・スペース・デザイン：高明愛

㈱スタジオ バッテリー :山田智彦
大成建設㈱一級建築士事務所：松村正人

エモーショナル・スペース・デザイン：武川暖子
㈱安井建築設計事務所：東園浩文

清水建設㈱：白川あゆみ
エモーショナル・スペース・デザイン：加藤祥子

島津環境グラフィックス：島津勝弘
㈱竹内デザイン：竹内誠

成安造形大学 卒業制作展・進級制作展 広報委員会
㈱マイサ：加藤美香
MED：中牟田麻弥

㈱スペース：佐々木靖浩
㈲マルケイ工芸社：竹田正樹
㈱フォトクラフト社：鈴木章司

㈱イリア : 鈴木一成
㈱スパジオ・シブタケ：奈良間茂

㈱竹中工務店：上河内浩
イチゴスタジオ㈱：柳瀬香織
㈲大川原染色本舗：大川原誠人

第48回SDA賞 入選作品一覧 ＊作品番号順

応募類／作品名／所在地 応募責任者（敬称略）5



㈱乃村工藝社：池田実生
KAJIMA DESIGN. イリア
㈱竹内デザイン：竹内誠

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰
エモーショナル・スペース・デザイン：佐野裕次

㈱イリア : 鈴木一成
井原理安デザイン事務所：澤野亜由美

㈱テイ・グラバー：越智啓三
㈱エイトブランディングデザイン：西澤明洋

㈱フィールドフォー・デザインオフイス：藤井誠
エモーショナル・スペース・デザイン：武川暖子

ダイヤオフィスシステム㈱：富本亮太
テレビ朝日：横井勝

㈱竹中工務店：大日方淳夫
中国広州市曽振偉景観デザイン㈱
㈱テイ・グラバー：朝永徹一

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰
㈱NTTファシリティーズ：永石亜紗子

㈱竹内デザイン：竹内誠
㈱竹中工務店：藤井洋之
サインズプラン：川西純市
ソーコム㈲：髙田隆司
㈱マイサ：加藤美香

㈱読広クロスコム：堀川耕治
 ㈱堀内功太郎建築設計事務所：堀内功太郎

ヨシダ宣伝㈱：高橋真紀

㈱丹青社：眞田章太郎
KMD：宮崎桂

㈱日本デザインセンター：色部義昭
 ㈱トータルメディア開発研究所：島村昌志

㈱水谷事務所：水谷孝次
ぼんぼり光環境計画㈱：角舘政英

㈱竹中工務店：石井浄
㈱フィールドフォー・デザインオフイス：並木良一

コクヨファニチャー㈱：鹿野喜司
㈱マイサ：石生学

㈱デザインカフェ：平澤太
㈱ノムラプロダクツ：塚本智久

de:sign：山本大介
㈱フィールドフォー・デザインオフイス：大久保敏之

●　入選／B-2 類／ 23点
　　3048　D-roomプラザ館 夢コミュニケ―ションを誘発するトイレサイン：栃木県
　　3049　DENKA INNOVATION CENTER：東京都
　　3050　JR神田万世橋ビル：東京都
　　3051　PARK HYATT BUSAN：韓国
　　3054　アニヴェルセル みなとみらい横浜 サインデザインシステム開発：神奈川県
　　3056　キリングループ本社：東京都
　　3057　ゲートシティ大崎サイン改修計画：東京都
　　3058　ターミナルシティ本八幡 サイン計画：千葉県
　　3059　ナナズグリーンティー 2013：日本各地
　　3060　フクラシア品川クリスタルスクエア：東京都
　　3061　マーチエキュート神田万世橋 サインデザインシステム開発：東京都
　　3067　東映アニメーション株式会社 中野オフイス [PORTAL]：東京都
　　3070　EX THEATER ROPPONGI：東京都
　　3072　KONICA MINOLTA SKT：東京都
　　3150　中国広州銀行ビルサインシステムデザイン：中国
　　4020　いにしえの宿 伊久 サイン計画：三重県
　　5018　ABENO HARUKAS：大阪府
　　5019　ＮＴＴ西日本研修センタ 本館：大阪府
　　5020　インターコンチネンタルホテル大阪：大阪府 
　　5022　住友精密工業株式会社第１０工場：兵庫県
　　5024　セトレマリーナびわ湖サイン計画：滋賀県
　　7003　Laser Systems inc.Office：徳島県
　　8007　山下設計九州支社 サイン計画：福岡県

●　入選／C-1 類／ 3点
　　3074　森永ミルクキャラメル１００周年壁面広告：東京都
　　4024　浮遊する滴の孔：愛知県
　　4025　新竪町商店街 入口ゲートサイン：石川県
　　
●　入選／C-2 類／ 4点
　　3077　オービィ横浜：神奈川県
　　3081　高性能省エネサッシシステム “ARM-S” のビジュアル計画
　　3082　中房総国際芸術祭いちはらアート ×ミックス広報展 展示計画：東京都
　　4027　三重県総合博物館 こども体験展示室：三重県
　　
●　入選／D類／ 46点
　　2009　ふくしまっ子 10 万人の笑顔プロジェクト：福島県
　　2010　高台避難誘導を促進する光環境整備 -岩手県釜石市：岩手県
　　2014　MARUWA QUARTS いわき工場：福島県
　　3084　A Pharma Inc. Anex：東京都
　　3088　JAL 工場見学 ～ SKY MUSEUM～：東京都
　　3090　Ritzwell MILANO SALONE 2014：イタリア
　　3091　RMK 春夏コレクション 2014 “PLAY ON PINK”：東京都
　　3095　おやまゆうえんハーヴェストウォーク リニューアル：栃木県
　　3097　ディエゴ 表参道：東京都
　　3102　ぽっぽ町田「商店街の歴史を刻んだ間伐材のベンチ」：東京都
　　
　　
　　

第48回SDA賞 入選作品一覧 ＊作品番号順
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　　3103　めくる什器、めぐる什器 -MAXRAY新製品展示会 -：東京都
　　3106　ロジスクエア草加：埼玉県
　　3108　演奏情景を切り取る。-ヤマハデザイン研究所 50周年企画展 -：東京都
　　3109　慶應義塾大学 (矢上 ) 理工学部教育研究棟 (34 棟 ) サイン計画 コネクティングデッキ：神奈川県
　　3110　山梨県立リニア見学センター リニューアル：山梨県
　　3115　船橋総合病院 にんじん保育室：千葉県
　　3116　巣の中は やさしく・あたたかく・楽しい -京橋こども園：東京都
　　3117　大正大学すがも鴨台観音堂：東京都
　　3118　大林組技術研究所オープンラボ 2：東京都
　　3119　八海山雪室：新潟県
　　3121　郵政博物館：東京都
　　3128　資生堂銀座ビル：東京都
　　3130　110ビル：東京都
　　3132　日清食品グループ the WAVE：東京都
　　3136　ヤング・リヴィング・ジャパン・インク ショールーム＆ラウンジ：東京都
　　3137　コクヨファニチャー ジャカルタショールーム：インドネシア
　　3140　EX TOWER + EX THEATER ROPPONGI：東京都
　　3141　アーバンフォレスト朝霞浜崎団地バリューアッププロジェクト：埼玉県
　　3143　『扉』：茨城県
　　4034　Sabai Chai THAI CUISINE デリスクエア今池：愛知県
　　4039　ヒマラヤゴルフ 本店：岐阜県
　　4044　紙の洞窟：愛知県
　　4047　水曜日のアリス 大須店：愛知県
　　4048　廃校の体育館のリノベーション庁舎：富山県
　　4049　北國パーク：石川県
　　4050　TANIX ビル：三重県
　　4052　やわらぎ 森のスタジアム：愛知県
　　5030　ケイ・オプティコム兵庫事務所：兵庫県
　　5031　たにぐち 日高川工場：和歌山県
　　5034　ゆい動物病院：和歌山県
　　5035　医療法人マックシール 巽病院 全面増改築工事におけるトータルデザイン：大阪府
　　5036　外市秀裳苑ビル：京都府
　　5041　阪神電車 三宮駅：兵庫県
　　5052　ほほえみ園・ほほえみパーク号：滋賀県
　　6008　まるごと津和野マルシェ：島根県
　　7006　「NOT ENTER 危険立入禁止」：愛媛県
　 
●　入選／ E類／ 2点
　　3145　ポリタス：http
　　4053　七尾まちなかサイン絵タイル：石川県
　　

TAKT PROJECT：本多敦
㈱大林組一級建築士事務所：本郷雅紀

TAKT PROJECT：本多敦
清水建設㈱一級建築士事務所：藤田聡

㈱丹青社：福田隆
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：原田靖之
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：志村美治

㈱大林組：堤裕二
㈱大林組：松永成雄

KAJIMA DESIGN：星野時彦
㈱丹青社：高柳敦

㈱竹中工務店：濱野裕司
㈱竹中工務店：鈴木重則
㈱竹中工務店：大日方淳夫

コクヨファニチャー㈱：佐藤航
コクヨファニチャー㈱：佐藤航

㈱竹中工務店：茶谷明男
日の出工芸㈱：岡清生

㈱KAMITOPEN一級建築士事務所：吉田昌弘
㈱スペースDesignLab.：根石武信
㈱スペースDesignLab.：木村ユカ

㈱堀内功太郎建築設計事務所：堀内功太郎
㈱スペース：澤田貴史
㈱山下設計：降旗範行
清水建設㈱：小島哲

㈱竹中工務店：上河内浩
㈱竹中工務店：長谷川寛
㈱竹中工務店：鈴木星穂

大成建設㈱一級建築士事務所：橋爪宏直
一級建築士事務所 ROOTE：西井洋介

㈱安井建築設計事務所：奥貴人
㈱竹中工務店：森田昌宏 . 興津俊宏

㈱大林組：黒川宗範
滋賀県立大学南政宏研究室：南政宏

㈱ミンナ：角田真祐子
㈱八代サイン工芸：岩田功次

氏デザイン㈱
STAR STORY：星健一

第48回SDA賞 入選作品一覧 ＊作品番号順
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●　北海道地区賞／ 4点
デ　A-1-1002　様似小学校サイン計画
新　A-2-1004　特別養護老人東部緑の苑
奨　D　-1008　平成の時計台 /札幌大通西 4ビル
奨　D　-1009　ZEKKO INC.Office
●　東北地区賞／ 6点
デ　A-1-2003　遊佐町シンボルタワー：山形県
デ　B-1-2007　鈴の宿 登府屋旅館サインリニューアル：山形県
デ　D　-2008　秋田県防災学習館：秋田県
デ　D　-2010　高台避難誘導を促進する光環境整備 -岩手県釜石市：岩手県　
デ　D　-2012　ゆうあいの街：岩手県
デ　E　-2015　JR東日本  大曲駅  LCD列車運行案内サインの開発：秋田県
●　関東地区賞／ 8点
デ　A-1-3008　皇居周辺歩道利用９つのマナーサイン：東京都
デ　A-2-3024　奏の杜 サイン計画：千葉県
デ　B-1-3037　ヨツバコ ナツヤスミ：神奈川県
デ　B-1-3044　わいん食堂４４：群馬県
デ　D　-3088　JAL 工場見学 ～ SKY MUSEUM～：東京都
デ　D　-3102　ぽっぽ町田「商店街の歴史を刻んだ間伐材のベンチ」：東京都
デ　D　-3116　巣の中は やさしく・あたたかく・楽しい -京橋こども園：東京都
デ　D　-3119　八海山雪室：新潟県
●　中部地区賞／ 11点
奨　A-2-4005　きたか歯科：三重県
奨　A-2-4011　岐阜県立下呂温泉病院：岐阜県
デ　A-2-4013　公益財団法人 SBS静岡健康増進センター：静岡県
デ　A-2-4014　鈴鹿メディカルヴィレッジ：三重県
奨　B-1-4018　久留米ラーメン大幸 ブランディングサイン：愛知県
奨　C-1-4025　新竪町商店街 入口ゲートサイン：石川県
デ　D　-4034　Sabai Chai THAI CUISINE デリスクエア今池：愛知県
デ　D　-4049　北國パーク：石川県
デ　D　-4050　TANIX ビル：三重県
デ　D　-4051　かなざわはこまち：石川県
デ　E　-4053　七尾まちなかサイン絵タイル：石川県
●　関西地区賞／ 5点
デ　B-2-5024　セトレマリーナびわ湖サイン計画：滋賀県
奨　D　-5031　たにぐち 日高川工場：和歌山県
奨　D　-5034　ゆい動物病院：和歌山県
デ　D　-5041　阪神電車 三宮駅：兵庫県
奨　D　-5052　ほほえみ園・ほほえみパーク号：滋賀県
●　中国地区賞／ 8点
デ　A-1-6001　高橋是清翁顕彰碑：山口県
デ　A-1-6003　増田ファミリークリニック コンパクトサイン計画：広島県
奨　B-1-6004　つしま幼稚園バスラッピング：岡山県
デ　C-1-6005　仮設バス待合所  みんなの「黒バス」：山口県
奨　D　-6006　グランドガーデン南町：岡山県
奨　D　-6007　さんよう幼稚園：広島県
デ　D　-6008　まるごと津和野マルシェ：島根県
デ　D　-6009　福山暁の星小学校：広島県
●　四国地区賞／ 2点
奨　A-2-7001　親しみのわくサイン：愛媛県
デ　D　-7005　Member,s あき：香川県
●　九州地区賞／ 4点
特　A-1-8002　福岡赤十字病院：福岡県
奨　A-2-8003　「時間と歴史の交差と重なりを切り取る」諫早市美術・歴史館：長崎県
優　B-2-8007　山下設計九州支社 サイン計画：福岡県
奨　D　-8009　for Children SPACE ARTSIGN：福岡県
●　沖繩地区賞／ 2点
奨　A-1-9001　念頭平松（推定樹齢 250年超）を島の未来に伝える形のサイン
デ　C-1-9004　沖縄ワンダーミュージアム

日の出工芸㈱：丹羽ひとみ
㈱フレンズ：杉谷桂子

㈱北海道日建設計：五日市沙央里
ソーコム㈲：髙田隆司

㈱スカワ：小澤孝彦
㈲マルケイ工芸社：竹田正樹

㈱丹青社：高柳敦
ぼんぼり光環境計画㈱：角舘政英

㈱竹中工務店：佐藤忠明
㈱新陽社：松渕泰典

㈱アボック社：竹内征也
㈱竹内デザイン：竹内誠
㈱ミンナ：角田真祐子

栽花建築設計事務所：針谷賢
コクヨファニチャー㈱：鹿野喜司

㈱フィールドフォー・デザインオフイス：大久保敏之
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：志村美治

KAJIMA DESIGN：星野時彦

㈱バイタル：松本健司
㈱安井建築設計事務所：東園浩文

清水建設㈱：白川あゆみ
㈱バイタル：村上未紗

イチゴスタジオ㈱：柳瀬香織
ヨシダ宣伝㈱：高橋真紀

㈱スペースDesignLab.：根石武信
清水建設㈱：小島哲

㈱竹中工務店：上河内浩
㈱山下設計：大植哲

STAR STORY：星健一

サインズプラン：川西純市
大成建設㈱一級建築士事務所：橋爪宏直
一級建築士事務所 ROOTE：西井洋介

㈱大林組：黒川宗範
滋賀県立大学南政宏研究室：南政宏

風輪㈱：道坂幸江
㈱マイサ：加藤美香

㈱竹内デザイン：竹内誠
KMD：宮崎桂

一級建築士事務所 ROOTE：西井洋介
㈱竹中工務店：田代真也
㈱ミンナ：角田真祐子
㈱竹中工務店：寺谷啓史

㈱フィールドフォー・デザインオフィス：高杉真由
長尾勝彦 +デザインオフィス：長尾勝彦

日建スペースデザイン：谷垣浩一
㈱マイサ：加藤美香
㈱マイサ：加藤美香

㈱ジーエータップ：森山百合香

㈱ネオ・プランニング：元重智治
㈱丹青社：西山健一

第48回SDA賞 地区賞作品一覧
＊作品番号順

＊　奨 =地区奨励賞、デ =地区デザイン賞、新 =地区新人賞、優 =地区優秀賞、特 =地区特別賞

デ・
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１、応募作品の著作権は作者に帰属しますが、作家・作品紹介・批評など公的な目的をもつ展示会・刊行物、その他に発表
　する権利は主催団体、年鑑刊行委員会が保有します。
２、応募作品は原則としてご返却いたしません。（公益社団法人日本サインデザイン協会事務局保管）
３、入選以上の作品は2015年版「年鑑日本の空間デザイン2015　　ディスプレィ・サイン・商環境」に収録されます。
４、年鑑掲載に必要な写真・原稿などは、応募者の責任において提出願います。（出版元／株式会社六耀社の要請により）
　その際、作品名等応募資料票の内容を変更した場合、ＳＤＡ事務局（下記連絡先）までお知らせください。　
　変更のお届けがなかった場合、当協会発行のＳＤＡ賞作品集ならびに賞状の表記は、応募資料票の通りの記載となりま
　すのでご了承ください。
５、上記年鑑は2014年12月刊行予定です。（発行部数10,000部／国内および国外版）
６、入賞・入選業績に対する贈賞式・受賞パーティは、2014年11月下旬（予定）に開催致します。追ってご連絡いたします。
７、入賞・入選業績に対し発行される賞状は、規定通り応募資料票に掲載されたディレクター名及びクライアント名で発行
　いたしますが、応募者側において賞状表記名（受賞者名）の指定を希望される場合は、同封の申込用紙にてご指示くださ
　い。
８、追加で賞状及びレプリカトロフィー（キューブタイプ）が必要な場合は、同申込用紙にてお申し込みください。
　（実費交付：賞状4,000円／トロフィー25,000円）

＊第48回ＳＤＡ賞ならびに、これまでに入選以上のご応募関係者の方は、公益社団法人日本サインデザイン協会正会員
  （個人・法人）、または賛助会員」にお勧めしたいと思いますので、事務局までご連絡ください。（入会資料を送付いたします。）

＊当、「第48回SDA賞審査結果発表」は、応募資料票による応募責任者様宛にお送りしておりますので、ご関係者の皆様に
　は応募責任者様よりご連絡くださいますようお願い申しあげます。
＊当協会ホームページには入賞・入選作品すべてがアップされますので、ご関係者のみなさまにもご周知いただければ幸い
　です。（第48回作品画像は、2014年7月中旬を予定いたしております。）

ＳＤＡ賞委員会

公益社団法人日本サインデザイン協会
  〒113-0033東京都文京区本郷3-25-11池田ビル2F

TEL.03-3818-8537 / FAX.03-3818-1291   
e-mail : sda@sign.or.jp    
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様式-１

個人正会員入会申込書

公益社団法人 日本サインデザイン協会
会長　　定村　俊満　殿

入　会　申　込　書
私は、貴協会の目的に賛同し、正会員として入会したく申し込みを致します。

平成　　年　　月　　日

■　氏　名 ：

■　会社名 ：

■　住所　 ：〒

■　連絡先 ：〒

■　略　歴 ：

■　推薦者 ：　　　　　　　　　　　　　　／

■　T E L  ：

■　T E L  ：

■　E-mail / URL :

■　E-mail  ：

■　ふりがな  ：

■　F A X  ：

＊会報等の配送先、宛名。会社の場合は社名、部署等必要事項をお書きください。

事務局記入欄

●　受　付　　平成　　年　　月　　日　　●　理事会承認　　平成　　年　　月　　日
●　会員番号　　　　　ー　

印




