
CCE AWARD 2016
《公開審査》　愛媛県美術館（新館 常設展示室3）　9月16日（金）～ 17日（土）　出品点数 147点　投票者数 273名

1961年8月25日 大阪府生まれ。1984年東京大学教養学部教養学科
アメリカ科卒業。同年 博報堂入社。1997年（有）谷山広告設立。
主な仕事：資生堂、東京ガス、東洋水産、新潮文庫、日本郵便、
サイボウズ、OCEDEL、日産自動車、モバゲー、KDDI、全日空、
キリンビバレッジ、日本郵船、東急ハンズ、東京海上日動火災保険、
読売新聞、日本テレビ、ナイキなど多数。

主な受賞にTCC賞、ACC賞、朝日広告賞、毎日広告賞、日経広告賞、
新聞協会広告賞、アドフェストグランプリ、カンヌシルバーほか多数。
TCC賞、読売広告大賞、フジサンケイグループ広告大賞審査委員、
日本文化デザインフォーラム会員。

谷山　雅計
TANIYAMA MASAKAZU

 【特別審査員】
コピーライター／クリエイティブディレクター

制作クリエーター略号凡例
 PL：プランナー
CD：クリエーティブディレクター
AD：アートディレクター
DR：ディレクター
D ：デザイナー

C ：コピーライター
 P ：フォトグラファー
 E ：エディター
 I ：イラストレーター
PR：プロデューサー

AE ：アカウントエグゼクティブ
T Dir：テクニカルディレクター
Co ：コーディング
Pr ：プログラマー
L ：照明

A ：美術
HM：ヘアメイク
MP：音楽プロダクション
T ：タレント
Na ：ナレーター

AP ：アカウントプランナー
R ：録音
MA ：マルチオーディオ
PM ：プロダクションマネージャー
A&P：広告会社・制作会社
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地元の生鮮品や加工品を取り扱う愛媛県内子町旧小田地区の
「道の駅 小田の郷せせらぎ」。健康に良い珍しい素材を使った
オリジナル商品を新たに開発し、全国に発信するためのブラン
ディングを行った。
巨大見本市FOODEX（＠幕張メッセ）にも出展。ブランドの雰
囲気を表しつつ、他との差別化を図り、バイヤーの目にとまる
プロモーションを心がけた。

PL  相原 泰典・宮内 美加
CD 相原 泰典
DR 宮内 美加
D  相原 泰典・河野 はるな
C  相原 泰典・河野 はるな

P  亀井 孝真(grizzly) 
E  河野 はるな
I  平岡 紀亜(grizzly) 
Co  亀井 孝真(grizzly)
 

クライアント  /  道の駅「小田の郷せせらぎ」
作　 品 　名  /  道の駅「小田の郷せせらぎ」プロモーション

CCE AWARD 2016 GRAND PRIX / プロモーション部門賞

相原　泰典 CＭ食堂有限会社
ブランディング＆クリエイティブデレクター / コピーライター / デザイナー

AIHARA  YASUNORI
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2つの部門を同時受賞いただきましてありがとうございます。
コピーライターの髙田さんに負んぶに抱っこで受賞できました。
まだまだ素敵な賞がいただけるようこれからも精進してまい
ります。ありがとうございました。

クライアント  /  徳島文理大学・徳島文理大学短期大学部
作　 品 　名  /  徳島文理大学ポスター

谷山雅計賞 / グラフィック部門賞A

D 鶴田 智昭（グラフィック）
C 髙田 大三郎
  （セーラー広告株式会社）

鶴田　智昭 デザイン事務所アンテナ
グラフィックデザイナー

TSURUTA  TOMOAKI

18 CCE AWARD 2016



女学生：
「本当は入りたいんだけどでも…」

NA：
「大丈夫！修学資金を３年間
しっかりサポート！
目指せ！歯科衛生士！」

女学生：
「えっ！マジ？！」

NA：
「松山市歯科医師会」

女学生：
「修学支援を受けれるって
聞いたけど、返済大丈夫かな…」

NA：
「大丈夫！修学支援金
返済不要！
目指せ！歯科衛生士！」

女学生：
「えっ！マジ？！」

NA：
「松山市歯科医師会」

女学生：
「入学してから、やっぱりダメ！
じゃ困るんだけど…」

NA：
「大丈夫！修学資金の援助を
入試前からお約束！
目指せ！歯科衛生士！」

女学生：
「えっ！マジ？！」

NA：
「松山市歯科医師会」

女学生：
「手に職をつけたほうがいいと
思うけど、何がいいのかな？」

NA：
「歯科衛生士は国家資格！
就職率 100%!!」

女学生：
「えっ！マジ？！」

NA：
「松山市歯科医師会」

松山市で働く未来の歯科衛生士を支援する新制度の告知広告。
松山市初の試みを、この企画に賛同して頂きました。
結果、予想を上回る応募が集まり、無事、未来の歯科衛生士に
支援を届けることが出来ました！「歯科衛生士になりたい！」
たくさんの人たちに、このCMが届いたことが何より嬉しかった
です。そして、次年度も継続オンエア決定！→えっ！マジ！？
ありがとうございました！

クライアント  /  松山市歯科医師会
作　 品 　名  /  修学資金サポート　つぶやき篇1 ～ 4

テレビCM部門賞

佐々木　亨 株式会社電通西日本　松山支社　CD 部
アートディレクター

SASAKI  TORU

CD 佐々木 亨
PL  佐々木 亨
DR 佐々木 亨
AD 佐々木 亨
C  佐々木 亨

NA 渡部 裕之
  中山 慈子
P  下井田 ススム

I  コンテの桃ちゃん
  （中島桃子）
E  中西 浩之
AE  三神 圭一郎 
MA 溝口 圭介
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愛媛新聞サービスセンターの巽正行専務は僕がペーペーの頃から
かわいがっていただき育ててくれた知る人ぞ知る伝説の敏腕
営業です。昔の愛媛の広告全盛期をつくってきた大先輩から
のオリエンはひと言「なんか、面白いことしてや～」でした。

CD 正岡 昇
AD 正岡 昇
D  正岡 昇
C  上堂 有沙

A＆P
愛媛新聞サービスセンター
＋シンプル

クライアント  /  愛媛新聞サービスセンター
作　 品 　名  /  よくぞ見つけてくれたで賞

グラフィック部門賞B

正岡　昇 株式会社シンプル
アートディレクター

MASAOKA  NOBORU
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2010年にニトリから分社化したホームロジスティクス。配達
件数は年間で500万件を超える巨大なネットワークを誇ってい
ます。東京のクライアントで東京の会社との競合の中、勝ち獲
りました。獲ったまでは良かったですがその後の取材、撮影、
制作と年末進行が大変でしたが賞をいただけて良かったです
(^^)
制作に携わっていただいたみなさんに感謝です！

CD 高須賀 大将
AD 正岡 昇
D  正岡 昇
C  上堂 有沙

A＆P
ウイン＋シンプル＋
バンブーデザイン＋ユニック

クライアント  /  株式会社ホームロジスティクス
作　 品 　名  /  ホームロジスティクス会社案内・入社案内

グラフィック部門賞C

正岡　昇 株式会社シンプル
アートディレクター

MASAOKA  NOBORU
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愛媛県西予市宇和地区に江戸の昔より旅館業を営む老舗「松屋
旅館」。
200年に渡り代々守ってきたぬか床で漬けた地元の旬の素材を
をはじめとするさまざまな漬物を主役に据えた料理で名高く

「漬物の達人」として全国メディアに幾度も取り上げられてい
る。伝統を守りながら、新たな挑戦として新商品を作り全国に
発信するためブランディングを行った。

PL  相原 泰典・宮内 美加
CD 相原 泰典
DR 宮内 美加
D  相原 泰典・河野 はるな 

P  亀井孝真（grizzly）
E  河野 はるな
Co  大野 高史(yard)
  

クライアント  /  松屋旅館
作　 品 　名  /  松屋旅館 ブランディング

CI・VI部門賞

相原　泰典 CＭ食堂有限会社
ブランディング＆クリエイティブデレクター / コピーライター / デザイナー

AIHARA  YASUNORI
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東温市と松山市に2店舗展開しているハード系パン屋さんの
ブランディング。ロゴマークからパッケージ、ホームページ、
サインまでトータルにデザインを担当。パッケージはラベル
一つひとつまでメッセージを伝えるツールとして隅々まで丁寧
に仕上げています。AD 高木 正人

D  高木 正人
C  大野 千佳
P  高木 正人

クライアント  /  Boulangerie Maison  辻
作　 品 　名  /  Boulangerie Maison  辻 パッケージ

パッケージ部門賞

高木　正人 株式会社 アート・エクスプレス
アートディレクター／グラフィックデザイナー

TAKAGI  MASATO
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すべての人がストレス無く通行できる、屋内用視覚障がい者
誘導路。
従来品では車椅子やベビーカー、病院や台車など、キャスター
での往来が多い場所での設置が難しく、障害の有無に関わらず、
誰もが通行できるよう、ゴムの素材で凹凸の無い、色鮮やかな
ユニバーサルデザインの視覚障がい者向け屋内歩行誘導ソフト
マットをデザインしました。

P 太田 泰造（錦城護謨株式会社 代表取締役社長）
 杉原 司郎（トーワ株式会社 代表取締役会長）
D 杉原 昇（トーワ株式会社 専務取締役）
 小山 健一（錦城護謨株式会社）・山田 敬宏

クライアント  /  錦城護謨株式会社
作　 品 　名  /  HODOHKUN Guideway（ホドウクン ガイドウェイ）

プロダクト部門賞

山田　敬宏 有限会社リプル・エフェクト
製品開発プロデューサー / プロダクトデザイナー /UX・UI デザイナー

YAMADA TAKAHIRO
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東温市の苺農園のオリジナルブランド。ネーミング開発から、
ブランドマーク、パッケージ、流通用ツール、ホームページまで
トータルにデザインを担当。商品開発の企画から2年程農園へ
通い、今冬本格スタート。ホームページではトップページの
写真にブランドメッセージを集約。暮らしに寄り添う優しい
デザインを心がけました。

AD 高木 正人
D  高木 正人
C  大野 千佳
P  高木 正人

クライアント  /  東温ゆめいちご
作　 品 　名  /  冬の至宝 寒紅いちご ホームページ

Web部門賞

高木　正人 株式会社 アート・エクスプレス
アートディレクター／グラフィックデザイナー

TAKAGI  MASATO
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このイベントは松山からフェリーですぐの興居島という島に
ある廃校の小学校が会場でした。しかも使われていないプー
ルの中でライブを楽しむというもの。デザイナーさんと話し
合い、プール感と、ほのぼの感を大事にしながら、子供から
お年寄りまで楽しめる、ゆるくて楽しい感じのイラストで表
現しました。

AD 正岡 昇（株式会社シンプル）
C  矢野 裕子（広告企画室ネコノテ）
I  木谷 佳子

クライアント  /  ごごしま音楽プール実行委員会
作　 品 　名  /  ごごしま音楽プール

イラストレーション部門賞

木谷　佳子  フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO
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清家　忠明 佐川印刷株式会社　
企画デザイン制作部　アートディレクター

SEIKE　TADAAKI

AD 清家 忠明
D 清家 忠明
P 清家 忠明 
書 清家 廣硯

クライアント / 鬼北町役場
作　 品 　名 / 鬼北町観光ポスター

フォトグラフ部門賞 日本で唯一「鬼」という漢字が名前に使われている町「鬼北町」。
平成の大合併で広見町と日吉村がひとつになりました。
新しい観光のシンボルとして道の駅に鬼のモニュメントが創ら
れました。デザイナーとして唯一無二の被写体をストレートに
そのまま全国にＰＲするのがベストと考え今回のポスター作成
を考案。そして、写真は 200mm の望遠レンズで最大限絞って撮
影し、細部の再現性にこだわりました。
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コピーを「バットはのびませんが、選手はのびてます。」にした方がまだ
よかったかなーと思いました。これからも公募、出し続けます。

クライアント  /  愛媛マンダリンパイレーツ
作　 品 　名  /   選手もバットも
 のびてます。

公募の部（一般） / 最優秀作品賞

小澤　淳良 40km/h graphics.
デザイナー / イラストレーター

OZAWA  TADAYOSHI

AD 小澤 淳良
D  小澤 淳良
I  小澤 淳良

愛媛マンダリンパイレーツ様の試合を見たときに男性のサポーターが多
く感じたので、女性サポーターを増やそうという思いを込めて制作しま
した。野球のポスターですが、あまりスポーツ感を出さず、女性らしい
ポスターにするためレイアウトや構図なども悩んで制作した作品です。

クライアント  /  愛媛マンダリンパイレーツ
作　 品 　名  /  勝負の日は
 姉の気合が違う。

公募の部（学生） / 最優秀作品賞/ クライアント賞

D 檜垣 歩里

檜垣　歩里 河原デザイン・アート専門学校
学生

HIGAKI  AYURI
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この度は、クライアント賞に選んでいただきありがとうございます。
この作品は愛媛の球団であるマンダリンパイレーツへの興味や、何か
新しいことをはじめてみようと思えるきっかけとなればいいなとの思い
で制作しました。写真撮影に協力してくださった田室さん・髙井選手
をはじめ、皆様の協力に感謝いたします。

クライアント  /  愛媛マンダリンパイレーツ
作　 品 　名  /  夢を追う

公募の部（学生） / クライアント賞

稲生　素姫 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校 
学生

INAKI  SOHI

AD 稲生素姫

お父さんの好きな野球チームのカラーがマンダリンパイレーツと同じ
オレンジ色であることにヒントを得て、文字だけでマンダリンパイレーツ
愛を表現してみました。制作の際には、いろいろ調整して見栄えを良く
することに気をつけました。

クライアント  /  愛媛マンダリンパイレーツ
作　 品 　名  /  お父さんの
 好きな野球チーム

公募の部（学生） / 谷山雅計賞

渡邊 安祐実 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校 
学生

WATANABE  AYUMI

AD 渡邊 安祐実
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