
制作クリエーター略号凡例

CCE AWARD 2015
《公開審査》　愛媛県美術館（南館1F）　9月4日（金）～5日（土）　出品点数 175点　投票者数303名

東京在住、愛媛松山生まれ。大阪芸術大学デザイン科卒業後、デザ
イナーを経てフリーイラストレーターに。日本の画材『墨』による
ドローイングを得意としそのスピード感あるタッチでミュージシャ
ン、黒人、アスリート等、既存の墨絵では描かれなかったモチーフ
を取り入れたその独特な墨作品は日本国内はもとよりNYでも話題
を呼び、海外からのオファーも多い。また同時に、個展やイベント
会場でその場で墨絵を仕上げるライブペイントを展開。短時間で数
枚同時に描くスタイルを確立。最近はオリンピック開催年にスポー
ツブランドに招致され、北京やロンドンで開幕前にライブペイント
を披露している。店舗や寺院等の壁画墨絵も各地に残している。

茂本 ヒデキチ
SHIGEMOTO HIDEKICHI

 【特別審査員】
墨絵アーティスト

 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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猪熊　信次 アイノグラフィカ
アートディレクター /グラフィックデザイナー

INOKUMA SHINJI

AD
D 猪熊 信次

猪熊 信次

猪熊 信次
C 小林 幹（電通西日本高松支社）
I  

PL 
CD 濱田 正樹・猪熊 信次

電通西日本高松支社

濱田 正樹（電通西日本高松支社）

A&P

クライアント / 香川県
作　 品 名 / 海ごみ探検隊

CCE AWARD 2015 GRAND PRIX / プロモーション部門賞

ウェブサイト

リーフレット

新聞広告

Tシャツ・缶バッジなど

のぼりデザイン

告知ポスター イベントフライヤー

ロゴマーク シンボルキャラクター「ウミゴミラ」

香川県（瀬戸内海）の「海ごみ問題」を県民に広く認知してもらうため
のプロモーション企画。子供たちに「海ごみ問題」に対する意識を持
ってもらうことで、大人たち（親世代）にも、強く認知してもらうことが目
的。ロゴマークとキャラクターを設定し、アイコン化し、ポスター・新聞
広告・Webからイベントツールやグッズまで、トータルで企画デザインさ
せて頂きました。
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この絵本は自主制作絵本であり、書店や雑貨屋さんなどに卸して
販売しています。絵はコラージュや透過撮影を用いて独自の手法で
描きました。特別審査員の茂本ヒデキチさんは「光と影が同居して
いる」というような感想をくださいました。数日後に絵本を欲しいと
連絡をくださったことが大変嬉しかったです。本当にありがとうご
ざいました。

C 木谷 佳子
D 木谷 佳子
I 木谷 佳子

クライアント  /  ツキ
作　 品 　名  /  絵本「夜のおたんじょう会へ」

茂本ヒデキチ賞 / 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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マラソンに限らず、何かをやろうと決めてそれをやり遂げるまで
の間には、いろんなドラマがあり、様々に思うことがあります。
そういった人生の縮図のようなものを感じられる、心の動くも
のが表現出来ればと思いながら撮影しました。

CD 筧 章男
DR 筧 章男
P  川井 征人
PM 田所 美佳

クライアント  /  南海放送株式会社
作　 品 　名  /  愛媛マラソンTVCM

テレビ・ラジオ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

5



大判焼きを「身近なあの人に買っていこう」という、手土産という
コミュニケーションツールとしての魅力を表現しました。

AD 北林 誠
D  中村 維真

クライアント  /  株式会社 菓匠茶屋
作　 品 　名  /   大判焼

グラフィック部門賞A

中村　謙一 株式会社 中国四国博報堂　マーケットデザイン室
MDプラナー / コピーライター

NAKAMURA  KENICHI
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全国新聞販売フォーラム2014が松山で開催されることを記念し
て愛媛新聞社様からの別刷り特集紙面のデザイン製作依頼でし
た。伊予三島高校書道部に書を描いてもらいその書をキャッチ
コピー、ボディーコピーに至るまですべて手書きで制作。営業
開発部の執筆の方々の取材の元、良い原稿と書道部の書に圧倒
された思い出に残る仕事です。

CD 山西 雅博
AD 正岡 昇
D  正岡 昇
C  山西 雅博・山口 淑子
  河野 洋

P 赤松 章・石川 正美
A＆P
愛媛新聞営業局 営業開発部
＋シンプル＋アセムスタジオ

クライアント  /  愛媛新聞社
作　 品 　名  /  愛媛新聞　販売フォーラム特集

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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三宅青果さまは、アレルギーのお子さんでも食べられるように
無添加のジャムを手作りして販売しています。
そこで、「子どもたちと朝食を楽しむジャム」をコンセプトに
デザインしました。カルタとして遊んでもらうことで商品が
子どもたちの記憶に残ります。
またアイテムが増えてもいちいちパンフレットを印刷せず、
カルタを増やすだけでまかなえるようになっています。

AD 村上 モリロー
D  村上 モリロー
I    斉藤 明子

クライアント  /  有限会社 三宅青果
作　 品 　名  /  手づくりジャム「MIYAKE」パンフレット

グラフィック部門賞C

村上　モリロー 株式会社スクルト
ディレクター / デザイナー

MURAKAMI  MORIRO
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これまで「グリーンワークスヤマモト」で事業展開をしてきた
庭師の山本尚徳氏。さらなるステップアップを標榜しブランディ
ングを決断。屋号も改変し「NIWANIWA（庭庭）」とした。 現在、

「コンテンポラリーな日本庭園」をお客さまにご提供している。
ロゴは日本庭園の世界観をデザインしている。PL  相原 泰典

CD 相原 泰典
D  相原 泰典・河野 はるな 
Co  大野 高史(yard)

  

クライアント  /  NIWANIWA（庭庭様）
作　 品 　名  /  NIWANIWA（庭庭様）ブランディング一式

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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砥部町のプラスチック加工会社のオリジナルプロダクトとし
て、ブランドマークからパッケージ、ホームページまでトータ
ルにデザインを担当。製品は機能性の優れた歯ブラシ立てです
が、ドーナツ型をした愛らしい形が特徴。プロダクトに似合う
パッケージでデザインを工夫しています。AD 高木 正人

D  高木 正人
C  大野 千佳

クライアント  /  株式会社アキ工業
作　 品 　名  /  moonut（モーナツ）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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ポンジュースを使ったレシピサイト「ポンdeクッキング」。
飲むだけではないポンジュースの魅力を、ほんのりとした生活に
溶け込むトーンで表現しました。

CD 弓立 寛
AD 玉井 貴大
D   玉井 貴大
P   アセムスタジオ

クライアント  /  株式会社えひめ飲料
作　 品 　名  /  ポンdeクッキング

Web部門賞

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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結婚したときに思う幸せと、長い結婚生活の中で得られたもの
から感じる幸せは、重さも内容も全く違うものだと思います。
そんなことをふと思うと、ほっこり温かくなる、とても寒い日の
ロケでした。

クライアント  /  大和屋本店
作　 品 　名  /  大和屋本店ウエディングポスター

フォトグラフ部門賞

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

PL  坂東 英樹
CD  坂東 英樹
AD 加治屋 司
D  岩尾 春美

C 坂東 英樹
P 川井 征人
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FM愛媛さまのロゴマークが音符の形に見えたことから、ヒントを貰い
デザインさせて頂きました。
家族全員で楽しめるラジオ局であることや、見た人が温かい気持ちに
なれるようなポスターを目指しています。
また制作にあたって、局の目印となるカラフルなアンテナ塔はぜひ
デザインに取り入れたいと思っていたので、入れることができて嬉しく
思います。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /  お耳の興味、
　　　　　　　ソソラレ  ます。

公募の部（一般） / 最優秀作品賞

鳥谷　茉由 ビンデザインオフィス有限会社
グラフィックデザイナー

TORIYA  MAYU

D 鳥谷 茉由

ホテルの方に上層階の部屋を数時間貸していただき、撮影した写真に
なります。初めてのコンペティションで沢山悩み、考えながら制作した
作品です。あまりラジオを聞かない人が増えてきていますが、FM愛媛
は今もなお沢山のリスナーに愛されているということを伝えたく、制作
しました。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /   すれ違う人々

公募の部（学生） / 最優秀作品賞

檜垣　歩里 河原デザイン・アート専門学校
学生

HIGAKI  AYURI

D 檜垣 歩里
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部屋で、店で、外で聞こえてくるラジオがいつでも私たちの生活の中に
あることと、35年間リスナーに「愛」を届けてくれた感謝をイラストで
表現しました。これからも愛媛の「愛」されるラジオ局であってほしいと
いう願いを込めました。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /   いつでも、
　　　　　　「愛」がきこえる♪

公募の部（一般） / クライアント賞

末長　大揮 佐川印刷株式会社
企画デザイン制作部  デザイナー

SUENAGA  TAIKI

D 末長 大揮

開局35周年の感謝の気持ちを、お祝いの際に送るご祝儀袋を使って表し
ました。ラジオをイメージしたとき、私が思い浮かんだのはリスナー
さんのお便りです。落ち込んだとき、悩んだとき、たくさんの人達の
お便りが元気や勇気をくれました。いつも身近にあって私を励まして
くれたラジオのポスターを制作し、賞をいただくことが出来てとても
光栄です。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /   感謝の気持ち

公募の部（学生） / クライアント賞

濱田　真玖 河原デザイン・アート専門学校
学生

HAMADA  MIKU

D 濱田 真玖
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「ラジオの電波を一生懸命流し続けて35年」の思いを、ワンビジュアルに
込めた他、モデルには現役パーソナリティを使い普段声しか見れない人
物を知ってもらいラジオのファンを増やしていけるように工夫しました。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /  流し続けて、35年

公募の部（一般） / 茂本ヒデキチ賞

一色　啓旦 株式会社イーエーシー
非会員

ISSHIKI  YOSHIAKI

AD 一色 啓旦
D  鶴田 智昭
P  曽我部 洋平

HM 東 しおり
T  ヒカル

今回初めて特別賞をいただき、大変うれしく思います。学生時代最初で
最後の賞だったので素敵な思い出になりました。今回のテーマがラジオ
だったので、実際にラジオを聞いて感じたことを元に制作しました。
ラジオは大体一人で聞くことが多いですが、流れくる曲を他の誰かと
共有するのもラジオの良さではないかと思い、このキャッチコピーが
生まれました。

クライアント  /  FM愛媛
作　 品 　名  /   一緒に聞きたい人が
　　　　　　います。

公募の部（学生） / 茂本ヒデキチ賞

秋山　菜緒 河原デザイン・アート専門学校
学生

AKIYAMA  NAO

D 秋山 菜緒
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