50th

第50回日本サインデザイン賞
審査結果発表
2016／平成28年度

各 位
第50回日本サインデザイン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。
50回目を迎えた日本サインデザイン賞は、全国・海外から303 点（作品画像数2,145 枚、映像数17 点）
のご応募
をいただきました。
今年の特徴は、
サインデザインの原点である
「アイデンティティー」
の表現に力を注いだ優れた作品が多かったことで
はないでしょうか。
ここ数年デジタル技術に基づいた、新しい視点の作品が目立っていましたが、環境に調和し、腰を据えたコミュニケ
ーションの形に、時代性を超える美しさを確認し、
ホッとする安心感を覚えました。
応募作品の質がますます高まっています。本賞がサインデザインの発展に寄与できているのであれば、幸甚の至りで
す。
最後になりましたが、今年度の日本サインデザイン賞に応募いただいたすべての方々と、入賞•入選の栄誉を得られ
ました方々に心より敬意を表します。

平成28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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第50回日本サインデザイン賞 審査経過報告
■応募総数
■予備審査

303点（作品画像数：2,145枚／映像数：17点）
WEB審査期間

5月14日
（土）〜5月23日
（月）

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───北海道：渡部純子・梅田淳／東北：遠藤弘・竹田正樹／関東：久田邦夫・竹内征也／中部：林義雄・冨田一男／関西：吉田

恵三・川西純市／中国：高丸竜実・佐藤伸矢／四国：岩田功次・森本俊二／九州：中牟田麻弥・梅本幸治／沖繩：樋之口和
真・知念寛之

審査委員長─定村俊満 会長

以上、各地区WEB審査員が審査を行なった。
（敬称略）

審査方法──審査員用のIDは一次審査員にメールにて自動で発行され、
そのIDでログインし
「入選にふさわしい」作品を選出。

■第一次審査

5月26日
（木）

審査場所──合人社ウェンディひと・まちプラザ(広島市まちづくり市民交流プラザ)

広島市中区袋町636

第一次審査対象作品数─303点
（類別／A-1=16点、A-2=53点、B-1=29点、B-2=43点、C-1=15点、C-2=19点、D=120点、
E=8点）
審査員───北海道：渡部純子・梅田淳／東北：遠藤弘・竹田正樹／関東：久田邦夫・竹内征也／中部：林義雄・冨田一男／関西：吉田恵
三・川西純市／中国：高丸竜実／四国：岩田功次・森本俊二／九州：中牟田麻弥・梅本幸治／沖繩：樋之口和真
地区審査委員が出席した。
（敬称略）

以上、各

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──久我哲也・前田豊・加藤雅仁・峰朗展・藤井将之・小林丈豊・西方晃宏：SDA賞委員会／廣森俊樹：中国地区タスク
（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、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174点を選出した。

■第二次審査

6月30日
（木）

審査場所──東京都文京区春日 1-16-21 文京シビックセンター 26 階
第二次審査対象作品数─各類合計174点

文京シビックセンタースカイホール

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：藤原宗久良

クライン ダイサム アーキテクツ：アストリッド クライン
（順不同・敬称略）／日経BP社日経デザイン編集長：丸尾弘志（欠席）

協会審査員─定村俊満、島津勝弘、廣村正彰、宮崎桂、宮沢功、
山田晃三、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：SDA賞委員／舞田怜子：事務局員

審査推進──久我哲也・前田豊・加藤雅仁・峰朗展・小林丈豊・西方晃宏：SDA賞委員会／竹内征也：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=5点、
サインデザイン優秀賞=6点、
サインデザイン奨励賞=9点（入賞作品合計21点）
招待審査員賞=1点、学生賞=2点
入選

A-1類=5点、A-2類=28点、B-1類=9点、B-2類=28点、C-1類=5点、C-2類=7点、D類=66点、E類=5点

（入選作品合計=153点）
■特別賞審査

地区デザイン賞=39点、地区奨励賞=7点、
地区優秀賞=1点（地区賞作品合計47点）

委嘱審査員─公益財団法人日本デザイン振興会事業部長：矢島進二（敬称略）

協会審査員─島津勝弘、廣村正彰、宮崎桂、宮沢功、
山田晃三、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、7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1点を
選定した。

以上をもって第50回日本サインデザイン賞の全審査を終了した。
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第50回日本サインデザイン賞 入賞作品・招待審査員賞作品・学生賞作品一覧
●

日本サインデザイン大賞／経済産業大臣賞
D

●

類 847

A-2 類 790
B-1 類 857
B-2 類 856
C-2 類 784

㈱佐藤卓デザイン事務所：佐藤卓

「めざせ！プロフェッショナル、30 人の仲間たち」利根沼田テクノアカデミー：群馬県

㈱ケイエムディー：宮崎桂

A-2 類 803
B-2 類 728
C-1 類 650
C-2 類 754
D

類 713

A-2 類 873
B-1 類 828
B-1 類 849
B-2 類 619
B-2 類 747
C-1 類 731
C-2 類 925
D

類 799

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

ＴＯＴＯ ＭＵＳＥＵＭ ：福岡県

mix：渡辺光恵

Poppins Nursery School Ichigaya：東京都

テクノラボ一級建築士事務所：馬場俊一

６人のシクロツーリスト：愛媛県

㈱日本デザインセンター：大黒大悟

ＴＡＫＡＯ ５９９ ＭＵＳＥＵＭ ：東京都

6D-K：木住野彰悟

ＬＵＭＩＮＥ０：東京都
ＡＰＰＬＥ＋学び方のデザイン「りんご」と日常の仕事｜三木健展：東京都
ｍｔ ｅｘ ａｔ Ａｒｔｓ Ｃｈｉｙｏｄａ ３３３１：東京都

㈱イヤマデザイン：居山浩二

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

横浜市立大学 ＹＣＵスクエア：神奈川県

K D：鎌田順也

チーズのこえ：東京都

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

西武池袋本店 北館１Ｆ：東京都

北京大思広告有限公司：小磯裕司

無訟オフィス サインデザイン：中国北京

氏デザイン㈱：前田豊

菊水酒造 サイン計画：新潟県
（株）オアシス・イラボレーション 解体重機：高知県
色部義昭：ＷＡＬＬ：東京都

㈱隆芸：澤田学
㈱日本デザインセンター：色部義昭
㈱竹中工務店：吉田直弘

数研出版関西本社ビル：京都府
以上

三木健デザイン事務所：三木健

氏デザイン㈱：前田豊

まちのてらこや保育園・学童ひろば：東京都

入賞作品

21 点

応募責任者（敬称略）

招待審査員賞／ 1 点
アストリッド クライン 賞
B-1 類 857

㈱廣村デザイン事務所 : 廣村正彰

西武渋谷店 Ａ館エントランス：東京都

応募類／作品名／所在地

●

㈱フォトクラフト社：鈴木章司

「美を掬う人 福原信三・路草 展」ウインドーディスプレー：東京都

応募類／作品名／所在地

●

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

西武渋谷店 Ａ館エントランス：東京都

日本サインデザイン奨励賞／ 9 点
A-1 類 656

㈱日本デザインセンター：原研哉

みんなの森 ぎふメディアコスモス サイン計画：岐阜県

日本サインデザイン優秀賞／ 6 点
A-1 類 697

●

㈱ NTT ファシリティーズ：小川大志

ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ ：愛知県

日本サインデザイン最優秀賞／ 5 点
A-1 類 924

●

＊順不同

応募責任者（敬称略）

学生賞／ 2 点
C-2 類 725
D

類 913

成安造形大学 卒業制作展・進級制作展２０１６ 会場サイン：京都府
Nagoya Information Staiton 「OCTET」：愛知県

応募類／作品名／所在地

成安造形大学 : 寺田駿志
名古屋工業大学：福島大地
応募責任者（敬称略）
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第50回日本サインデザイン賞特別賞：公益財団法人日本デザイン振興会会長賞
今年度の日本サインデザイン賞特別賞最終選考には、①.北海道におけるカラーユニバーサルデザインの普及啓発活動に対
して ②.JR北海道の駅整備に関するデザインの取り組みに対して ③.赤レンガ倉庫 港の賑わいと文化を創造する空間づくり
に対して ④.巨大マネキン”ナナちゃん人形”

⑤.和歌山市「ポポロハスマーケット」
の活動に対して ⑥.徳島県「徳島県LED

バレイ構想」
に対して ⑦.「福岡の屋台文化継承のための取り組み」、
の7点が候補にあがった。
各推薦候補作品に対し、
日本サインデザイン賞特別賞審査員と公益財団法人日本デザイン振興会事業部長の十分な議論を
経て、下記1点の受賞が決定した。
● JR北海道の駅整備に関するデザインの取り組みに対して ／ 北海道旅客鉄道株式会社
JR北海道は、国鉄の分割・民営化後の鉄道会社で、唯一社内デザインを行う部門がある。
アート・デザイン企画室（当時：デザインリサーチ）
は、国鉄時代（1985年）
に
「デザインの研究と開発・啓蒙、芸術・文化面での
社会貢献」
を目的に発足した。
当時より、駅サイン
（時刻表、運賃表、案内図など）
の制作、車両ヘッドマーク、入場券台紙、
キャラクター、
パンフレット、
ポスタ
ー、
パッケージ、POP、TVフリップ、
グッズ開発まで行っている。
最近では、数々の賞を受賞した岩見沢駅、旭川駅舎のサインの配置計画からデザイン監修まで行っている。
その中でサインの
五言語表記に伴い、書体のサイズ見直しや調整を行い、
自社作成の
「サインシステムガイドライン」
の策定と管理にあたっている。
整備後は、駅現場で若手社員を中心とした
「ディスプレイ巡回・講習会」
を行い、
サインやディスプレイへの関心を高めるため、
自社作成のテキストによる啓蒙活動を実施。
また、
きっぷなど商品PRの手法や広告・宣伝物とサインが共存する空間での調整
を行い、公共の場で情報が氾濫しないように指導している。
常にお客様への立場にたった明確でわかりやすい情報提供と快適な駅空間を目指し、28年間活動している事。公共の場であ
る駅における環境美化の推進。芸術に関する文化貢献。若手社員へのサインに関する認識の向上など、様々な活動を実施して
いる事などが評価された。
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第50回日本サインデザイン賞 入選作品一覧
●

入選／ A-1 類／ 5 点
715
743
765
966
969

●

ＡＳＫＵＬ Ｌｏｇｉ ＰＡＲＫ Ｙｏｋｏｈａｍａ：神奈川県

662
673
682
683
684
685
686
688
700
737
741
751
785
797
808
810
819
865
884
895
902
909
933
943
973
975
976

サービス付き高齢者向け住宅 リハピネス星ヶ丘：愛知県

氏デザイン㈱：前田豊

緊急消防援助隊活動拠点 地図サイン：神奈川県

㈲環境造形 TOKYO：浅見和司

ＡＭＡＺＩＮＧ ＴＯＹＡＭＡ：富山県

島津環境グラフィックス㈲：島津勝弘

学校法人高橋学園 まつかわ幼稚園 サインプロジェクト −園児達と作るサイン−：山形県

北海道新幹線 サインプロジェクト : 北海道

隈研吾建築都市設計事務所：泉美菜子

シンワメディカルリゾート柏の葉：千葉県

アトリエラウム：阿部佐和子

天理市立メディカルセンター：奈良県

サインズプラン：川西純市

たぶせ第二保育園 サイン計画：山口県

ストームグラフィックス：嵐川真次

新潟ＢＲＴトータルデザイン：新潟県

㈱ジイケイ設計：功能澄人

神戸学院大学附属高等学校サイン計画：兵庫県
岡谷市民病院

629
663
762
776
885
896
911

サインズプラン：川西純市

武井武雄の童画の世界：長野県

㈱日本設計：数藤良太郎

雲南市役所：島根県

サインズプラン：川西純市

京都鉄道博物館：京都府

㈱乃村工藝社：奥田龍一

第二喜久松苑 別館：東京都

グロリア・アーツ㈱：菅野隆寛

奈良市総合観光案内所整備事業：奈良県

㈱スペース：尾西雄一郎

小田原城：神奈川県

6D-K：木住野彰悟

Ｔａｍａｇａｗａ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｏｊｅｃｔ 玉川大学生と創出する新たな英語教育空間：東京都

ＰＩＰＥ サイン計画：東京都

㈱コトブキ：山本ゆずか
マルヤマデザイン：丸山智也

立命館大学 平井嘉一郎記念図書館：京都府

㈱安井建築設計事務所：赤川貴世友

大山案内サイン統一化プロジェクト：神奈川県

㈱ GK グラフィックス：北嶋悠史

黒部市庁舎：富山県

ヨシダ宣伝㈱：高橋真紀

旧富岡製糸場 西置繭所保存修理 仮設見学施設：群馬県

㈱竹中工務店：松原祐美子

ふじのくに地球環境史ミュージアム：静岡県

㈱丹青社：石河孝浩

こもろプラザ：長野県

テラダデザイン一級建築士事務所：平手健一

特別養護老人ホームオンフール双葉 サイン計画：福島県
神戸市役所 １号館：兵庫県

㈱日本設計：小林玲子
ヘルムート・シュミット・デザイン：シュミット ニコール

基山町立図書館 サイン計画：佐賀県

㈱マイサ：門田成由

児童がつくりだす桐原小学校のサイン計画：大阪府

㈱石本建築事務所：夛田吉宏

成城学園中学校高等学校：東京都

エモーショナル・スペース・デザイン：渡辺希理子

唐津赤十字病院：佐賀県
学校法人北里研究所 北里大学 白金キャンパス 食堂教室棟：東京都

アシタデザインオフィス：山田貴史
エモーショナル・スペース・デザイン：渡辺希理子

北原コレクション ミュージアム：千葉県

㈱スペース：佐々木靖浩

ISSEY MIYAKE ハットスタンド：東京都

㈱モーメント：平綿久晃

トザンイースト：神奈川県

㈱スペース：佐々木靖浩

ＤＡＩＫＥＮ コラボレーションスタジオ：東京都
Ｂａｋｅｒｙ ＆ Ｃａｆｅ Ｄｉｎｉｎｇ ＲＡＣＣＯＬＴＡ：大阪府
栗林庵 軒のれん：香川県
デジタルモーションゲート ヴィレッジヴァンガード イオンモール常滑店：愛知県

京都競馬場 第１５３回天皇賞（春）：京都府

㈱乃村工藝社：吉川祥世
ジーク㈱：室谷丞一郎
かがわ物産館「栗林庵」：藤谷治季
㈱スペース：黒井賢了
㈱ムラヤマ：村上瑛里子

954 「無礼庵」立体書道アイアンサイン：愛知県

イチゴスタジオ㈱：柳瀬香織

入選／ B-2 類／ 28 点
620 長谷川体育施設本社ビルサイン計画：東京都
応募類／作品名／所在地

㈲マルケイ工芸社：熊坂美樹子
㈱新陽社：松渕泰典

飯山市文化交流館なちゅら：長野県

入選／ B-1 類／ 9 点
627

●

グロリア・アーツ㈱：槣原健徳

入選／ A-2 類／ 28 点
642

●

＊順不同

㈱東急設計コンサルタント：今井久美子
5

応募責任者（敬称略）

第50回日本サインデザイン賞 入選作品一覧
655
670
689
691
698

＊順不同

ＨＩＯＫＩイノベーションセンター：長野県

㈱日建設計：黒澤清高

ＬＩＸＩＬショールーム名古屋：愛知県

㈱竹中工務店：安藤寿孝

小松精練ファブリックラボラトリー ｆａ−ｂｏ：石川県

隈研吾建築都市設計事務所：泉美菜子

変なホテル＿サイン計画：長崎県

㈱マイサ：門田成由

ユニリーバ ジャパン：東京都

明豊ファシリティワークス㈱：市毛彩紀

716 「和」をちりばめたサイン計画 いすゞ自動車近畿株式会社 京都サービスセンター：京都府
732
740
746
750
752
755
757
759
770
844
864
869
887
898
899
901
905
944
958
964
965
●

707
718
868
915

富士ソフト アキバプラザ サインリニューアル計画：東京都

725
894
918
926
929
953

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

ＮＥＷｏＭａｎ：東京都

6D-K：木住野彰悟

ＭＵＦＧグローバルラーニングセンター：神奈川県

氏デザイン㈱：前田豊

ＮＨＫ放送博物館：東京都

氏デザイン㈱：前田豊

MICHIBIKI PROJECT：宮城県

鈴木僚

セトル伊都 sideⅡ サイン計画：福岡県

㈱マイサ：門田成由

三井住友銀行 豊洲出張所：東京都

㈱日建スペースデザイン：輿石仁

ＡＯＹＡＭＡ ３４６：東京都

㈱ ACTANT：南部隆一

金沢 ロフト：石川県

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

千里バンパク ロフト：大阪府

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

Pietro CORTE & YASAI Café：福岡県

㈱マイサ：門田成由

日東電工株式会社「ｉｎｏｖａｓ」サイン計画：大阪府

マルヤマデザイン：丸山智也

しずぎん本部タワー サイン計画：静岡県

アオイネオン㈱：松尾憲宏

企業保養施設：千葉県

㈱テイ・グラバー：朝永徹一

ホテル＆スパリゾート ラビスタ富士河口湖：山梨県

㈱テイ・グラバー：朝永徹一

あわしま堂栃木佐野工場：栃木県

大成建設㈱一級建築士事務所：平井昌志

ままま勝川：愛知県

㈱ミンナ：角田真祐子 長谷川哲士

東京都赤十字血液センター：東京都

島津環境グラフィックス㈲：島津勝弘

ロームシアター京都 サイン計画：京都府

㈱阪神コンテンツリンク：藤阪徹

シログチビル屋上広告塔「大ぴちょんくん」
：大阪府

㈱ TOMOE：鈴木康夫

SAPPORO SNOW VISION：北海道

㈱スペース：佐々木靖浩

安川電機「記憶の継承」サイン：福岡県

アシタデザインオフィス：山田貴史

ＣＡＳＡ ＡｆｅｌｉＺ ＧＩＮＺＡ バル演出：東京都
ＳＫＹ ＣＩＲＣＵＳ サンシャイン６０展望台：東京都

㈱アシュラスコープインスタレーション：秋葉哲也
㈱乃村工藝社：帖佐泰行

淺沼記念館：奈良県

624
628
630
631

サインズプラン：川西純市

成安造形大学 卒業制作展・進級制作展２０１６ 会場サイン：京都府

成安造形大学 : 寺田駿志

湯原温泉郷サイン事業：岡山県

㈱トモエ： 高丸竜実

グッジョバ !!：神奈川県

㈱よみうりランド：栗原優美子

ミラノ国際博覧会・日本館「ダイバーシティの滝」：ミラノ
第４４回東京モーターショー ダイハツブース 技術展示エリア：東京都
８８てぬぐいワンダーマーケット：東京都
晴海グランドホテルレストラン改修：東京都

㈱電通：伊藤達朗

㈱フィールドフォー・デザインオフィス：藤井誠

ユーグレナ本社オフィス：東京都

㈱電通：南木隆助

me ISSEY MIYAKE 玉川：東京都
PLEATS PLEASE / BAO BAO ISSEY MIYAKE バンコク：タイ
BAO BAO ISSEY MIYAKE 銀座松屋：東京都

応募類／作品名／所在地

㈱電通：浦橋信一郎
㈱ミンナ：角田真祐子 長谷川哲士

入選／ D 類／ 66 点
617

㈱竹中工務店：船山哲郎

グロリア・アーツ㈱：菅野隆寛

西武池袋本店 書籍館：東京都

入選／ C-2 類／ 7 点
694

●

㈱電通：八木秀人

入選／ C-1 類／ 5 点
699

●

オンワードベイパークビル：東京都

㈱大林組：中田敦大

㈱モーメント：平綿久晃
㈱モーメント：平綿久晃
㈱モーメント：平綿久晃

6

応募責任者（敬称略）

第50回日本サインデザイン賞 入選作品一覧

＊順不同

634

リッチモンドホテルプレミア浅草インターナショナル：東京都

㈱竹中工務店：今北克人

635

ＮＩＦＲＥＬ：大阪府

㈱竹中工務店：北村仁司

643

大阪センター：大阪府

㈱大林組：箕浦浩樹

653

丹の歳時：東京都

661

日本橋 榛原：東京都

666

ＬＩＸＩＬショールーム名古屋：愛知県

667

新古賀病院：福岡県

676

太陽工業事務所・太陽工業御陵通給油所：大阪府

677

プラウドタワー大泉学園：東京都

㈱フィールドフォー・デザインオフィス：代田哲也

679

デルフィス本社オフィス：東京都

コクヨ㈱：鷲尾有美

680

名古屋文理大学ＦＬＯＳ：愛知県

㈱竹中工務店：今福良記

696

名古屋商科大学大学院 名古屋キャンパス 丸の内タワー：愛知県

706

ＣｙｂｅｒＺ ＯＦＦＩＣＥ：東京都

708

SAPPORO SNOW VISION：北海道

712

ｍｔ ｅｘｐｏ ２０１５：兵庫県

717

ラストウォール ／ 神戸レザークロスショールーム：兵庫県

720

北菓楼札幌本館：北海道

736

床選びの体感型ショールーム「ＥＬａｂ」：東京都

744

メインステージ ザ ベース：兵庫県

745

杉乃井ホテルバイキングレストランシーダパレス：大分県

ジーク㈱：蘭秀幸

753

プライミクスミュージアム：兵庫県

ジーク㈱：野々顕

763

東京モーターショー２０１５トヨタブース：東京都

㈱乃村工藝社：田村啓宇

766

久野病院：兵庫県

㈱竹中工務店：桑原悠樹

769

新柏クリニック：千葉県

771

日の一片 標す：東京都

㈱陶額堂：宮廻正広

773

ＯＲＩ・ＡＹＡ：兵庫県

㈱陶額堂：宮廻正広

788

築地 銀だこ 人形町店：東京都

㈱スペース：宮内結香

796

ザ パークフロントホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ：大阪府

清水建設㈱：山田邦夫

802

プリンセスワンスプーン東京：東京都

㈱スペース：澤田貴史

806

立命館大学 平井嘉一郎記念図書館：京都府

807

テックショップトーキョー：東京都

809

パティスリー吉祥寺：東京都

㈱スペース：小西真里子

817

横浜星のなる木：神奈川県

㈱スペース：小西真里子

823

トザンイースト：神奈川県

㈱スペース：佐々木靖浩

829

通天閣、天井絵復刻による記憶の継承：大阪府

㈱竹中工務店：植田道則

830

アース環境サービス株式会社 彩都総合研究所Ｔ−ＣＵＢＥ：大阪府

833

クアーズテック ギャラリー＆オフィス：東京都

834

ＹＫＫファスナー専用機械部品工場：富山県

835

船場センタービルのリニューアル：大阪府

842

岡山済生会総合病院：岡山県

846

社会医療法人同心会 西条中央病院：愛媛県

848

フェザーミュージアム：岐阜県

866

小松島市小松島南中学校：徳島県

874

トキハわさだタウン フェスタ広場改修：大分県

879

ダイキンテクノロジー・イノベーションセンター 啓発館：大阪府

890

ジュンレディースクリニック安城：愛知県

897

海のようなショウルーム / 三洋販売広島支社：広島県

応募類／作品名／所在地

㈱陶額堂：宮廻正広
㈱オリバー：稲垣雅夫
㈱竹中工務店：安藤寿孝
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：原田靖之
㈱竹中工務店：興津俊宏

㈱竹中工務店：町田伊左雄
コクヨ㈱：浅野里紗
㈱スペース：佐々木靖浩
㈱イヤマデザイン：居山浩二
DAISUKE YAMAMOTO / de:sign：山本大介
竹中工務店＋安藤忠雄建築研究所
コクヨ㈱：岡本悠
久武正明建築設計事務所：久武正明

㈱竹中工務店：菅原努

㈱安井建築設計事務所：赤川貴世友
コクヨ㈱：中村龍太郎

大成建設㈱：鬼頭朋宏
コクヨファニチャー㈱：佐藤航
㈱竹中工務店：宮下信顕
㈱石本建築事務所：夛田吉宏
㈱竹中工務店：石原哲
清水建設㈱：阿部香穂里
ジーク㈱：野々顕
㈱大建設計：静茂夫
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：濱久貴
㈱乃村工藝社：三好裕子
稲菱テクニカ㈱：冨田一男
清水建設㈱：末森憲義

7

応募責任者（敬称略）

第50回日本サインデザイン賞 入選作品一覧
912
913
916
919
932
934
935
938
939
948
952
955
968
971
●

＊順不同
アトリエ景㈱：金田享子

学校法人愛知学院 楠元キャンパス 法人本部棟リノベーション：愛知県

名古屋工業大学：福島大地

Nagoya Information Staiton 「OCTET」：愛知県

㈱ NTT ファシリティーズ：小川大志

ＮＨＫ交響楽団演奏所：東京都

㈱丹青社：稲垣誠 米山夢衣

大手門タワー・ＪＸビル 濠水貯留浄化施設：東京都

大成建設㈱一級建築士事務所：平井昌志

あわしま堂栃木佐野工場：栃木県

㈱安井建築設計事務所：奥貴人

福岡みらい病院：福岡県

コクヨファニチャー㈱：鹿野喜司

ラクスル 空中庭園オフィス：東京都

㈲図考館：杉谷進

大阪イングリッシュビレッジ：大阪府

㈱ノムラプロダクツ：星潔彦

コミュニティ スクエア フーディア

㈱ cmyk：吉里 謙一

まるごとにっぽん：東京都

㈱安井建築設計事務所：森雅章

チュチュアンナグループ本社ビル：大阪府

KSA：住谷素子

日ノ出町アートブックライブラリー：神奈川県

島津環境グラフィックス㈲：島津勝弘

兵庫県立こども病院：兵庫県

㈱マイサ：門田成由

おくるみに包まれて。山崎産婦人科医院：長崎県

入選／ E 類／ 5 点
625
723
749
804
863

㈱カナリア：徳田祐司

ｃｏｒｏｎ．：東京都

㈱乃村工藝社：荻野健司

セブンパークアリオ柏「スカイ・キッズ」インタラクティブ開発：千葉県
ポリタス インフォグラフィック「あなたは原発の寿命を知っていますか？」：東京都

氏デザイン㈱：前田豊

美杉ホットテラス『障がい者の就労支援対策とサインデザインに対する経済効果の可視化』：三重県

㈱バイタル：若林達也

国立科学博物館 地球館 リニューアル「２階 科学技術で地球を探る」：東京都 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体 : 上原裕

第50回日本サインデザイン賞 地区賞作品一覧
●

北海道地区賞／ 3 点

デ

A-2-978

デ
デ
●
デ
奨
デ
奨
●
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ
デ

＊

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

A-2-642

北海道新幹線 サインプロジェクト : 北海道

D

SAPPORO SNOW VISION：北海道

-708

＊順不同

㈱新陽社：松渕泰典

宮の森こども園 厚南児童会館：北海道

㈱ホワイトパープル：大矢洋次郎
㈱スペース：佐々木靖浩

東北地区賞／ 4 点
A-1-969

学校法人高橋学園 まつかわ幼稚園 サインプロジェクト −園児達と作るサイン−：山形県

B-2-757

MICHIBIKI PROJECT：宮城県

A-2-815

稲川まちづくりセンター：山形県

B-2-782

小田原三丁目計画：宮城県

㈲マルケイ工芸社：熊坂美樹子
氏デザイン㈱：前田豊
鈴木僚

㈱竹中工務店：松本朋之

関東地区賞／ 12 点
A-1-656

まちのてらこや保育園・学童ひろば：東京都

A-2-618

奏の杜 まちづくり路上サイン計画：千葉県

A-2-785

Ｔａｍａｇａｗａ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｏｊｅｃｔ 玉川大学生と創出する新たな英語教育空間：東京都

A-1-924 「めざせ！プロフェッショナル、30 人の仲間たち」利根沼田テクノアカデミー：群馬県
A-2-662

飯山市文化交流館なちゅら：長野県
オンワードベイパークビル：東京都

C-2-858

森アーツセンター ５２・５３階サイン改修計画：東京都

D

-617

D

-661

D
D

-626
-788

㈱電通：八木秀人

菊水酒造 サイン計画：新潟県

晴海グランドホテルレストラン改修：東京都

㈱竹内デザイン：竹内誠
㈱コトブキ：山本ゆずか
㈱竹中工務店：船山哲郎
氏デザイン㈱：前田豊

㈱竹内デザイン：竹内誠

㈱フィールドフォー・デザインオフィス：藤井誠

明治屋京橋ビル：東京都

清水建設㈱：平賀直樹

日本橋 榛原：東京都

㈱オリバー：稲垣雅夫

築地 銀だこ 人形町店：東京都

応募類／作品名／所在地

㈱ケイエムディー：宮崎桂

隈研吾建築都市設計事務所：泉美菜子

B-2-732

B-2-747

氏デザイン㈱：前田豊

㈱スペース：宮内結香
8

応募責任者（敬称略）

第50回日本サインデザイン賞 地区賞作品一覧
●

中部地区賞／ 5 点

デ

A-2-884

デ

D

-834

デ

D

-847

デ

D

-848

デ

E

-863

●

関西地区賞／ 5 点

奨

A-2-741

奨

A-2-909

奨

C-1-699

奨

D

-829

デ

D

-835

●

中国地区賞／ 8 点

デ

A-2-683

デ

A-2-687

デ

A-2-688

デ

B-2-906

デ

C-2-894

デ

D

-641

デ

D

-842

デ

D

-897

●

四国地区賞／ 4 点

デ

B-1-885

デ

B-2-729

奨

D

-654

デ

E

-861

●

九州地区賞／ 5 点

デ

A-2-975

優

B-2-856

デ

B-2-691

デ

C-1-718

デ

D

●

沖繩地区賞／ 1 点

デ

A-2-783

-971

＊

＊順不同

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
㈱丹青社：石河孝浩

ふじのくに地球環境史ミュージアム：静岡県
ＹＫＫファスナー専用機械部品工場：富山県
ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭ ：愛知県

㈱竹中工務店：宮下信顕
㈱ NTT ファシリティーズ：小川大志

㈱佐藤卓デザイン事務所：佐藤卓

ジーク㈱：野々顕

フェザーミュージアム：岐阜県
美杉ホットテラス『障がい者の就労支援対策とサインデザインに対する経済効果の可視化』：三重県

㈱スペース：尾西雄一郎

奈良市総合観光案内所整備事業：奈良県

ヘルムート・シュミット・デザイン：シュミット ニコール

神戸市役所 １号館：兵庫県

シログチビル屋上広告塔「大ぴちょんくん」：大阪府
通天閣、天井絵復刻による記憶の継承：大阪府

㈱ TOMOE：鈴木康夫
㈱竹中工務店：植田道則
㈱石本建築事務所：夛田吉宏

船場センタービルのリニューアル：大阪府

ストームグラフィックス：嵐川真次

たぶせ第二保育園 サイン計画：山口県

クオデザインスタイル：田中雄一郎

神道山霊苑殿：岡山県

サインズプラン：川西純市

雲南市役所：島根県

㈱テイ・グラバー：朝永徹一

天然温泉 境港 夕凪の湯 御宿 野乃：鳥取県

㈱トモエ： 高丸竜実

湯原温泉郷サイン事業：岡山県

㈱竹中工務店：寺谷啓史

広島学院 講堂・聖堂：広島県

㈱竹中工務店：石原哲

岡山済生会総合病院：岡山県
海のようなショウルーム / 三洋販売広島支社：広島県

清水建設㈱：末森憲義
かがわ物産館「栗林庵」：藤谷治季

栗林庵 軒のれん：香川県
( 株 ) オアシス・イラボレーション システムサイン：高知県
ボートレース鳴門：徳島県

㈱隆芸：澤田学
㈱フィールドフォー・デザインオフィス：森芽久美
㈱八代サイン工芸：岩田功次

ｇｏｍｉ ｓｉｇｎｓ：愛媛県

アシタデザインオフィス：山田貴史

唐津赤十字病院：佐賀県

㈱廣村デザイン事務所：廣村正彰

ＴＯＴＯ ＭＵＳＥＵＭ ：福岡県

㈱マイサ：門田成由

変なホテル＿サイン計画：長崎県

アシタデザインオフィス：山田貴史

安川電機「記憶の継承」サイン：福岡県

㈱マイサ：門田成由

おくるみに包まれて。山崎産婦人科医院：長崎県

㈱タム：伊藝博

糸満市観光サイン：沖縄県

応募類／作品名／所在地

㈱バイタル：若林達也
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応募責任者（敬称略）

ご連絡事項
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2017年版「年鑑日本の空間デザイン2017ーディスプレィ・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2016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、2016年11月18日
（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50回日本サインデザイン賞ならびに、
これまでに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。
）

＊尚、
「第50回日本サインデザイン賞審査結果発表」
は、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50回作品画像は、2016年9月上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
http://www.sign.or.jp

