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CCE AWARD 2013
《公開審査》　愛媛県美術館（新館2F 特別展示室1～3）　9月13日（金）～14日（土）　出品点数 121点　投票者数 239名

1960年山口県生まれ。漁師の家庭で、8人兄弟の8番目として育つ。
小学校４年の時に赴任してきた伊藤 哲之先生の授業でポスターの
魅力にはまり、デザイナーを目指す。大阪デザイナー学院卒業。松
永真デザイン事務所、広告代理店I&S/BBDOを経て1995年新村デ
ザイン事務所設立。主な仕事に資生堂、無印良品 キャンプ場、日
本マクドナルド、エスエス製薬、角川書店、新村水産、東京オリンピッ
ク招致など。主な受賞に、 JAGDA新人賞、毎日広告デザイン賞最
高賞、環境広告賞大賞、ニューヨークADC銀賞・銅賞、ブルノ国
際 グラフィックデザインビエンナーレ金賞、世界ポスタートリエ
ンナーレトヤマ銅賞、ワルシャワ国際ポスター ビエンナーレ銀賞、
寧波国際ポスタービエンナーレ金賞、 東京ADC賞など。JAGDA、
ニューヨークADC会員。

新村　則人
SHINMURA NORITO

 【審査委員】
アートディレクター

 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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ストールのパッケージデザイン。神戸や大阪で販売される事か
らその街のイメージを特徴的にデザインした。印刷仕様や構造
面にも工夫し、商品がしっかり見えるようにデザインしている。

AD 松本 幸二 
D  松本 幸二 

クライアント  /  株式会社カラーズヴィル
作　 品 　名  /  GAUZE MUFFLER

CCE AWARD 2013　GRAND PRIX / ブランディング部門賞

松本　幸二  株式会社グランドデラックス
アートディレクター / グラフィックデザイナー

MATSUMOTO  KOJI
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松山市の観光誘致パンフレット。松山に興味を持ってもらおうと、
魅力的な内容とビジュアルで訴求している。

CD 森本 健一郎
AD 松本 幸二
D  松本 幸二
I  松本 絢 

P 川井 征人 
E 島田 亮宏、池田 友記子、
 芝 朋美

クライアント  /  松山市地域雇用創造協議会
作　 品 　名  /  瀬戸内・松山  食べ巡りプロジェクト

新村則人賞 / プロモーション部門賞

松本　幸二  株式会社グランドデラックス
アートディレクター / グラフィックデザイナー

MATSUMOTO  KOJI
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この賞をいただけたのは良いプラン、良いディレクションをは
じめ、いろいろな方の力であり、そのご協力をさせていただい
た事が何よりありがたいと思っています。
多くの方が関わり、一人では出来ない物が生まれていく事が、
この仕事の面白さであり、喜びだと感じます。PL 板東 英樹

CD 板東 英樹
DR 村瀬 常明
C 板東 英樹
P 川井 征人

E 泉田 芳彦
PR 多田 浩人
L 川井 征人
A 山中 進
HM 松田 弘子

MP ステップ
T 橋本 強
T 松本 充生
Na 藤沢 としや
PM 長谷川 岳史

PM 山地 祐二
A&P
電通西日本岡山支
社＋SPACEinc

クライアント  /  松山けいりん
作　 品 　名  /  第28回 読売新聞社杯全日本選抜 告知CM

テレビCM部門賞

川井　征人 有限会社カプセル
フォトグラファー / ムービーカメラマン

KAWAI  MASAHITO
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建築事務所のブランディングポスター。木材を切って組み立て
て屋号である「UEDA」の文字をデザインした。印刷には建築図
面で昔から使われている青焼きを使用している。

AD 松本 幸二
D  松本 幸二

クライアント  /  上田英和建築計画事務所
作　 品 　名  /   UEDA

グラフィック部門賞A

松本　幸二  株式会社グランドデラックス
アートディレクター / グラフィックデザイナー

MATSUMOTO  KOJI
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そばの魅力をコピーと連動したビジュアルで表現しました。
本質にこだわる姿勢が伝わるよう、シンプルながらも力強さや
躍動感のあるデザインに仕上げています。

D 玉井 貴大

クライアント  /  株式会社そば吉
作　 品 　名  /  心を打つそば

グラフィック部門賞B

玉井　貴大 株式会社アート・エクスプレス
グラフィックデザイナー

TAMAI  TAKAHIRO
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手で簡単に切り取りが可能で、ポストカードやフォトフレームに
入れて絵としても利用できるリーフレットです。日本を代表す
るみかんブランド “真穴みかん” と共に、真穴の歴史や風土もよ
り多くの方に届けたい…そんな想いを込めてデザインしまし
た。広川泰士さんの写真だからこそ実現可能だったことは言う
までもありません。

AD 都築 洋文
D  都築 洋文
P  広川 泰士

クライアント  /  真穴共選
作　 品 　名  /  真穴共選リーフレット

グラフィック部門賞C

都築　洋文 リープ
グラフィックデザイナー

TSUZUKI  HIROFUMI
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相原泰典  CＭ食堂
クリエイティブディレクター / コピーライター/ デザイナー

 AIHARA  YASUNORI

AD  相原泰典
D　 相原泰典・河野はるな 
C　 相原泰典・河野はるな
P　 亀井考真・相原泰典 

PL  相原泰典・宮内美加
PR  相原泰典
DR 宮内美加
CD 相原泰典 

クライアント / 株式会社 中野本舗
作　 品 　名 / 餡ファン（ブランディング）

CCE AWARD 2013　BRANDING SECTION PRIZE

CCE AWARD 2013

中野本舗　ロゴ

餡ファン　パッケージ・ペーパーバッグ。パンフレットなどのデザイン

餡ファンアイテム　ネーミング・ロゴ

ショップデザイン・サインデザイン...1

ショップデザイン・サインデザイン...2

餡ファン　ブランドネーミング・ロゴ

餡ファン　ブランドカテゴリーロゴ

社名ロゴ

松山銘菓「薄墨羊羹」で知られる中野本舗のブランディング制作
案件。着手までに商品化していた羊羹以外の商品、プラス新商品
をディフュージョンラインとしてブランディング。その新ブラン
ド「餡ファン」のブランディング作業を一括して弊社が制作。コ
ンセプトワークからモニタリング、ネーミング、ロゴデザイン、
新店舗デザイン、商品のパッケージデザインなどコンセプトを外
さないようシナジー効果を出すアウトプットを行った。

松山銘菓「薄墨羊羹」で知られる中野本舗のブランディング制作
案件。着手までに商品化していた羊羹以外の商品、プラス新商
品をディフュージョンラインとしてブランディング。その新ブラ
ンド「餡ファン」のブランディング作業を一括して弊社が制作。
コンセプトワークからモニタリング、ネーミング、ロゴデザイン、
新店舗デザイン、商品のパッケージデザインなどコンセプトを
外さないようシナジー効果を出すアウトプットを行った。

PL  相原 泰典・宮内 美加
CD 相原 泰典
AD 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  相原 泰典
PR  相原 泰典

クライアント  /  株式会社中野本舗
作　 品 　名  /  餡ファン（ブランディング）

ブランディング部門賞

相原　泰典 CＭ食堂有限会社
クリエイティブディレクター / コピーライター / デザイナー

AIHARA  YASUNORI
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星川雅未 三ツ星デザイン
 

MASAMI  HOSHIKAWA

AD 
D 
C 
P 

PL 
PR 
DR 
CD 

クライアント / 平井料理システム
作　 品 　名 / 瀬戸内の「食」検索サイト ひらい食通. com 

CCE AWARD 2013　GRAND PRIX

CCE AWARD 2013

香川県を中心に多数の飲食店を展開する平井料理システ
ムのwebサイト。
単なるお店紹介のサイトではなく、お店選びに困った時
に活用できる、瀬戸内の「食」検索サイトです。

香川県を中心に多数の飲食店を展開する平井料理システムの
webサイト。
単なるお店紹介のサイトではなく、お店選びに困った時に活用
できる、瀬戸内の「食」検索サイトです。

CD  小林 幹（電通西日本 高松支社）
AD  星川 雅未
D  星川 雅未
C  小林 幹（電通西日本 高松支社）

P  藤井 将弘（有限会社 idea）
Co  有限会社ヘルツ
Pr  有限会社ヘルツ

クライアント  /  平井料理システム
作　 品 　名  /  瀬戸内の「食」検索サイト ひらい食通. com

Web部門賞

星川　雅未 三ツ星デザイン
アートディレクター / デザイナー

HOSHIKAWA  MASAMI
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地元出身者として、微力ながら地元企業のお手伝いができるよ
う、これからも日々精進してまいります。
ありがとうございました。

D 鶴田 智昭（グラフィック）

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /  日本一から、世界一へ。

公募の部（一般） / 最優秀作品賞、新村則人賞

鶴田　智昭 株式会社シンプル
グラフィックデザイナー

TSURUTA  TOMOAKI
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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。柑橘ジュース
は数あれど、ポンジュースの魅力は、その懐かしい存在感だなと思いま
した。みんなから愛される商品の素朴な人柄を「あか抜けない」と書かせ
ていただきました。こういう書き方、普通はクライアントさんから嫌が
られるのですが・・・えひめ飲料さんの懐の大きさに感謝いたします。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /   「あか抜けない」は、
 ホメ言葉

公募の部（一般） / クライアント賞

平澤　佳子 株式会社シンプル
コピーライター

HIRASAWA  KEIKO

D 平澤 佳子
C 平澤 佳子

この作品を、クライアントのえひめ飲料様に選んでいただき、嬉しい気持
ちでいっぱいです。
ポンジュースと向き合い、ポンジュースを飲み、考えたり写真を撮った
り絵を描いたり。
ポンジュースと過ごした時間は楽しくそれはそれは爽やかで美味しい、
後味すっきりの時間でした。
素敵な時間と賞を、本当にありがとうございます。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /   ずっとずーっと、
 ポンジュース

公募の部（学生） / クライアント賞

大福　理絵 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校
総合デザイン学科

DAIFUKU  RIE

D 大福 理絵
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私にとって初めてのコンペティションへの応募で、たくさん悩みながら
も、「若い人たちにもポンジュースの魅力をもっと知ってもらい、飲んで
ほしい」という思いを強く込めて制作しました。
このような賞をいただくというのは初めてのことだったので、驚いたと同
時にとても嬉しい気持ちでいっぱいになったのを今でも鮮明に覚えてい
ます。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /  ポン活

公募の部（学生） / 新村則人賞

佐藤　加奈 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校 
総合デザイン学科

SATO  KANA

D 佐藤 加奈
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えひめ飲料さんのポンジュースの広告をということで、まず思いついたのが、
ポンジュースはいつの時代にも、どんな世代にも愛され、愛媛ならいつでも
おうちにあるイメージでした。そこから、家族がいつでも飲んでいる絵を描
きたくて、今回イラストでそれを表現してみました。最後に、夜飲もうとし
たお父さんの分がなくなってしまうのですが、「だから買っておいてっていっ
たのに」、のところに結びつきます。一日一本では足りないくらいすぐ飲ん
でしまう、私にとってポンジュースはそういうものだと思いました。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /  ポンのある一日

公募の部 / 学生作品 / 金賞

山地　裕子 河原デザイン・アート専門学校
学生

YAMAJI  YUKO

D 山地 裕子

愛媛県民なら一度は飲んだことのあるふるさとの味・ポンジュース。
誰もが知る商品だからこそ、このポスターで受賞することができて感動してい
ます。ポンジュースの思い出は地域で違い人それぞれですが、この写真を見
た方が「こんなことあったな」「懐かしいな」と昔を思い出してクスクスと笑って
くれたからこそ、頂けた賞だと思っております。
最後になりましたが、名誉な賞を頂きまして誠にありがとうございました。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /  学校のひととき。

公募の部 / 学生作品 / 銅賞

竹岡　明理 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校 
総合デザイン学科

TAKEOKA  AKARI

D 竹岡 明理

ラフもキャッチコピーもパッと思いついたものをほぼ勢い任せで制作しま
した。
審査会のとき、イラスト調の作品は自分だけだったのでこれで大丈夫な
のかと思いましたが、結果的に受賞できたのでとても嬉しかったです。
ありがとうございました。

クライアント  /  えひめ飲料
作　 品 　名  /  この夏もポンときた

公募の部 / 学生作品 / 銀賞

大西　媛子 専門学校 松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校 
総合デザイン学科

OONISHI  HIMEKO

D 大西 媛子
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