
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

AD 村上モリロー
D 村上モリロー
C 村上モリロー 
P 仁田 慎吾

制作  山西 就治
 　　 井上 理輝
 　　 星出 雅澄

クライアント / レクサス
作　 品 　名 / ZENSHIN　桐下駄

CCE AWARD 2017 GRAND PRIX賞 履き物を揃えるという美しい所作を継続的に生み出すことで、
「残心」という日本独自の余韻の美学を生み出すことができる、
脱いでなお美しい桐下駄です。
LEXUS NEW TAKUMI PROJECT2016 において 5人の注目の
匠に選出された作品です。

制作クリエーター略号凡例

CCE AWARD 2017
《公開審査》　愛媛県美術館（新館 特別展示室1・2・3）　12月1日（金）・2日（土）　出品点数 198点　投票者数350名

1940年横浜生まれ。 桑沢デザイン研究所、佐藤敬之輔タイポグラ
フィ研究所、 ライトパブリシテイを経て、75年浅葉克己デザイン室
を設立。 代表作に、長野オリンピック公式ポスター、サントリー

「夢街道」、 西武百貨店「おいしい生活」、武田薬品「アリナミンA」、 
ミサワホーム「ミサワデザインバウハウス」等。 中国に伝わる生き
ている象形文字「トンパ文字」に造詣が深い。 2015年には年間で4
度の個展を開催。 「浅葉克己デザイン日記 」では自身2度目のADC
原弘賞を受賞した。 その他、毎日デザイン賞、日本アカデミー賞、
ADCグランプリ2回、 ADC原弘賞2回、旭日小綬章、亀倉雄策賞な
ど受賞多数。 東京ADC委員、東京TDC理事長、JAGDA会長、AGI
日本代表、 東京造形大学・京都精華大学客員教授、青森大学客員教
授、 桑沢デザイン研究所所長。卓球六段。

浅葉　克己
ASABA KATSUMI

 【特別審査員】
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

CCE AWARD 20172



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

AD 村上モリロー
D 村上モリロー
C 村上モリロー 
P 仁田 慎吾

制作  山西 就治
 　　 井上 理輝
 　　 星出 雅澄

クライアント / レクサス
作　 品 　名 / ZENSHIN　桐下駄

CCE AWARD 2017 GRAND PRIX賞 履き物を揃えるという美しい所作を継続的に生み出すことで、
「残心」という日本独自の余韻の美学を生み出すことができる、
脱いでなお美しい桐下駄です。
LEXUS NEW TAKUMI PROJECT2016 において 5人の注目の
匠に選出された作品です。
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山口　央 株式会社たき工房
アートディレクター／グラフィックデザイナー

YAMAGUCHI　AKIRA

AD 山口 央、鵜沼 美沙
D 鈴木 沙織、阿部 友美
P 堀内 瞳
C 澤田 尚志

クライアント / TAKI PRODUCTS
作　 品 　名 / カケラカケル

CCE AWARD 2017 準グランプリ / 
ジェネラルグラフィック部門賞 / プロダクト部門賞

「カケラカケル」とは、愛媛県の特産品である砥部焼のカケラを
日本の伝統的修復技法である金継ぎで継ぎ合わせ、アクセサ
リーとして新しい命を吹き込んだものです。窯元である東窯さ
んの協力のもと、廃棄されるはずだったカケラをデザインの力
で蘇らせました。プロダクト開発からはじまり、フライヤー、ポ
スター、イメージムービーなどを制作しています。

プロダクト

着用イメージ ツール一式

フライヤー

山田　敬宏 株式会社リプルエフェクト
製品開発ディレクター / プロダクトデザイナー / UX・UIデザイナー

YAMADA TAKAHIRO

CD 山田 敬宏
D 山田 敬宏

クライアント / ATCロボットストリート事務局
作　 品 　名 / ロボットストリート スタンプ犬

浅葉克己賞 / 県民審査賞 大阪市の ATC で行われる子供向けロボットイベント「ATC ロ
ボットストリート」用スタンプラリーのスタンプロボットのデ
ザイン。 依頼は「シャチハタ製自動スタンプマシンをロボット
にして欲しい」という既存の製品をデザインでアレンジ。自動
スタンプを色んな角度から観察。 「これ、犬の顔みたいに見える
な。」という発想から、パグのロボット犬化をイメージを造形し
ました。
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山田　敬宏 株式会社リプルエフェクト
製品開発ディレクター / プロダクトデザイナー / UX・UIデザイナー

YAMADA TAKAHIRO

CD 山田 敬宏
D 山田 敬宏

クライアント / ATCロボットストリート事務局
作　 品 　名 / ロボットストリート スタンプ犬

浅葉克己賞 / 県民審査賞 大阪市の ATC で行われる子供向けロボットイベント「ATC ロ
ボットストリート」用スタンプラリーのスタンプロボットのデ
ザイン。 依頼は「シャチハタ製自動スタンプマシンをロボット
にして欲しい」という既存の製品をデザインでアレンジ。自動
スタンプを色んな角度から観察。 「これ、犬の顔みたいに見える
な。」という発想から、パグのロボット犬化をイメージを造形し
ました。
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泉　功太 セキ株式会社
コミュニケーションディレクター

IZUMI KOUTA

CD
AD
DR
P

泉 功太
泉 功太
武智 健三・伊場 太郎
川井 征人・伊場 太郎

クライアント / 松山市シティプロモーション推進課
作　 品 　名 / 松山市魅力発信映像 finding MATSUYAMA

テレビCM・ラジオCM・映像部門賞 松山市のシティプロモーションを目的として制作した映像。「松山の
象徴となる表現や映像美」を目指しつつ、これまでにあまり見たこ
とのない松山の表情を丁寧に切り撮っていくことで、市外の人も市
民も松山の魅力を見つけていただけるようにというコンセプトのも
とで、「finding MATSUYAMA」とネーミング。一眼レフムービー、
ドローン、手持ちジンバルカメラを効果的に組み合わせて撮影か
ら編集までを行いました。

動画はこちらから
ご覧ください

A&P セキ（株）・（株）フラッグ
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大森　潤哉 セーラー広告（株）
アートディレクター/デザイナー

OMORI JUNYA 

クライアント / 愛媛県観光物産課
作　 品 　名 / えひめいやしの南予

ポスター部門賞 / 県民審査賞 / ベストフォトグラフ賞 豊かな自然に囲まれ、歴史や文化の残る南予地域の観光ブラン
ド「いやしの南予」の 9 連ポスター。南予 9 市町それぞれの観光
スポットでドローンによる俯瞰撮影を行い、見慣れた地域のラ
ンドマークをこれまで見たことのないビジュアルとして表現
することで、新たな南予の魅力を発信しています。CD 徳丸 光則 PR 白川 淳

AD 大森 潤哉 D 頼富 加奈
P 赤松 章（アセムスタジオ）・川井 征人（カプセル）
　　大野 茂（日本空撮）・土川 勲（南海サービス） 

泉　功太 セキ株式会社
コミュニケーションディレクター

IZUMI KOUTA

CD
AD
DR
P

泉 功太
泉 功太
武智 健三・伊場 太郎
川井 征人・伊場 太郎

クライアント / 松山市シティプロモーション推進課
作　 品 　名 / 松山市魅力発信映像 finding MATSUYAMA

テレビCM・ラジオCM・映像部門賞 松山市のシティプロモーションを目的として制作した映像。「松山の
象徴となる表現や映像美」を目指しつつ、これまでにあまり見たこ
とのない松山の表情を丁寧に切り撮っていくことで、市外の人も市
民も松山の魅力を見つけていただけるようにというコンセプトのも
とで、「finding MATSUYAMA」とネーミング。一眼レフムービー、
ドローン、手持ちジンバルカメラを効果的に組み合わせて撮影か
ら編集までを行いました。

動画はこちらから
ご覧ください

A&P セキ（株）・（株）フラッグ
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星川　雅未 三ツ星デザイン
アートディレクター／グラフィックデザイナー

HOSHIKAWA MASAMI

CD 星川 雅未
AD 星川 雅未
D 星川 雅未
C 森近 正大

クライアント / 白井の実ファーム
作　 品 　名 / 白い葡萄ブランドロゴ

シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門賞 白井さんの作る葡萄をどの位置でどう売り出していくか。
会社名から全体を見直し、白い葡萄というブランドを構築する
作業に関わらせていただいています。そのブランドロゴマーク
です。

正岡　昇 株式会社シンプル
ブランディングディレクター

MASAOKA NOBORU

CD 正岡　昇
AD 正岡　昇
D 正岡　昇
C 正岡　昇

クライアント / 愛媛新聞サービスセンター
作　 品 　名 / おみくじ年賀広告

新聞広告・雑誌広告部門賞 愛媛新聞サービスセンター様の事業は折込広告、ウイークリー
えひめリック、出版事業、輸送業務と多岐にわたり地域の情報
源をお届けしている。例年元旦広告を製作させていただいてい
るがお任せで自由にいい広告を作ってほしいという依頼であ
りがたい。この広告目的は企業のブランド力を上げること。元
旦に家族みんなで新聞で福笑い。たのしい１年になるように願
いを込めて製作した。
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星川　雅未 三ツ星デザイン
アートディレクター／グラフィックデザイナー

HOSHIKAWA MASAMI

CD 星川 雅未
AD 星川 雅未
D 星川 雅未
C 森近 正大

クライアント / 白井の実ファーム
作　 品 　名 / 白い葡萄ブランドロゴ

シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門賞 白井さんの作る葡萄をどの位置でどう売り出していくか。
会社名から全体を見直し、白い葡萄というブランドを構築する
作業に関わらせていただいています。そのブランドロゴマーク
です。
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高木　正人 STROKE（グラフィックデザイン事務所 ストローク）
代表 ／アートディレクター／グラフィックデザイナー

TAKAGI MASATO

AD 高木 正人
D 高木 正人
C 大野 千佳

クライアント / 有限会社石田製餡所
作　 品 　名 / an'patisserie[七日]

パッケージ部門賞/県民審査賞 大正十三年創業 石田製餡所の新ブランド『an’patisserie［七日］』
のパッケージ。生餡の本当のおいしさを知ってもらいたいという思
いから、生の餡子がおいしく食べられる「七日（7days）」をコンセプ
トにした新スタイルの洋菓子店です。コンセプトワークから始まり
ネーミング、ロゴマーク、基本パッケージ、店舗ツール、空間まで
トータルにアートディレクション・デザインを担当いたしました。
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高木　正人 STROKE（グラフィックデザイン事務所 ストローク）
代表 ／アートディレクター／グラフィックデザイナー

TAKAGI MASATO

AD 高木 正人
D 高木 正人
C 大野 千佳

クライアント / 有限会社石田製餡所
作　 品 　名 / an'patisserie[七日]

パッケージ部門賞/県民審査賞 大正十三年創業 石田製餡所の新ブランド『an’patisserie［七日］』
のパッケージ。生餡の本当のおいしさを知ってもらいたいという思
いから、生の餡子がおいしく食べられる「七日（7days）」をコンセプ
トにした新スタイルの洋菓子店です。コンセプトワークから始まり
ネーミング、ロゴマーク、基本パッケージ、店舗ツール、空間まで
トータルにアートディレクション・デザインを担当いたしました。

濱谷　麗子 セキ株式会社
アートディレクター

HAMATANI REIKO

CD  濱谷 麗子
AD 濱谷 麗子
D 大楠 ひな

P       泉 功太
A&P  セキ株式会社

クライアント / 昭和刷子株式会社
作　 品 　名 / ROBLANG ブランディングサイト

WEB・インタラクティブメディア部門賞 「ROBLANG」は、愛媛県喜多郡内子町の素材をふんだんに使っ
た商品を展開するヘルス＆ビューティーブランド。
ブランドの良さを消費者へ伝えられるよう、ブランドの顔とも言え
るブランディングサイトの企画提案・デザイン・撮影を携わらせて
いただきました。

URL：http://www.roblang.jp/

メインビジュアル パターン

TOP ページ

PC サイト
スマートフォンサイト
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玉井 貴大  

TAMAI TAKAHIRO

AD
D 玉井 貴大

高木 正人

 

クライアント /「和のコンテンポラリー」実行委員会
作　 品 名 / 和のコンテンポラリー 2017 in Japan

環境・空間・サイン・ディスプレイ部門賞 国重要文化財指定である史跡高松城跡 玉藻公園を背景に、「時」を
テーマに国内外のアーティストの作品が集う展覧会。
時や場を感じさせる「環」をイメージしたシンボルを、ポスターや暖
簾、各種会場サインなどプロモーション全体のキーデザインとしてい
ます。
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頼富　加奈 セーラー広告株式会社
愛媛企画制作部

YORITOMI KANA

CD/PL/C  白川 淳
AD/D        頼富 加奈
P 　　   石川 正美
I 　　   彦坂木版工房

クライアント / 大洲市
作　 品 　名 / おおず歴史華回廊ブランディング

ブランディング・プロモーション部門賞 「おおず歴史華回廊」は大洲市を知り尽くした案内人とともに、城下町
として栄えてきた歴史を紐解くまち歩きイベント。「住民参加による
まち歩き」のブランディングをコンセプトメイクからビジュアル開発、
各種ツールの制作までトータルコーディネートを行った。ゆるやかな
時の流れと肱川の水の流れを感じさせる美しい文様として、臥龍
山荘の「花筏」「水紋」を現代風にシンボライズしたビジュアルを開発。
訪れた人の旅心に花を添えるグラフィック展開を行った。

玉井 貴大  

TAMAI TAKAHIRO

AD
D 玉井 貴大

高木 正人

 

クライアント /「和のコンテンポラリー」実行委員会
作　 品 名 / 和のコンテンポラリー 2017 in Japan

環境・空間・サイン・ディスプレイ部門賞 国重要文化財指定である史跡高松城跡 玉藻公園を背景に、「時」を
テーマに国内外のアーティストの作品が集う展覧会。
時や場を感じさせる「環」をイメージしたシンボルを、ポスターや暖
簾、各種会場サインなどプロモーション全体のキーデザインとしてい
ます。
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B2 ポスター Tanabe の絵本 B5 横

木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

CD 大崎 祐宣
AD 大崎 祐宣
D 中島 一彦

C 山本 晃子
I 木谷 佳子

クライアント / 株式会社　田部　住環境事業本部
作　 品 　名 / 杜に還る住まい。Tanabe

ベストイラストレーション賞 住環境事業の周知のためのポスターと絵本形式パンフレットの
制作。島根県出雲に位置し、「たたら製鉄」を生業としてきた歴史を
感じさせる雰囲気を「神々の住む杜」のイメージで描くというコン
セプトがディレクションされてイラスト制作がスタート。物語を
感じさせる深みのある表現になるように、コラージュ技法を用い
ながら描きました。絵本パンフは、ポスターに比べるとやや柔ら
かい雰囲気や色使いを交えて表現しています。

髙田大三郎 セーラー広告株式会社　愛媛企画制作部
プランナー / コピーライター

TAKATA DAIZABURO

CD 髙田 大三郎（セーラー広告）
C 髙田 大三郎（セーラー広告）
AD 大森 潤哉（セーラー広告）
D 大森 潤哉（セーラー広告）
P 和田 剛

レタッチャー
　　東浦 優雄（Fitz Inter Media Products）
T レイザーラモンRG
AE 佐々木 厚士（セーラー広告）
A&P　セーラー広告・フラッグ

クライアント / サイボウズ株式会社
作　 品 　名 / サイボウズ松山オフィス

移転オープン告知プロモーション

ベストコピー賞 「タレントを起用してサイボウズらしいインパクトのあるプロ
モーションをしたい」確かそんなオリエンだったと思いますが、
その 1 ヶ月後には撮影、その 2 週間後には掲出という、とても
スピード感のあるお仕事でした。怒濤のように駆け抜けたこの
お仕事を、このような年鑑という形でも残すことができたことに
大変感謝します。

藤野　貴大 河原デザイン・アート専門学校
学生

FUJINO TAKAHIRO

D 藤野 貴大

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / 母がサポーターになってから

おれんちがおれんじに染まった。

クライアント賞

この作品を作るにあたって、写真にとにかくこだわりました。一度写真を撮ったのですが、納得
いかず後日レイアウトを変更し、撮りなおしました。構図を変えながら何枚も撮りかさね、最終
的に納得のいった作品がこのような賞をいただけて大変嬉しく思います！

村田　晃基 河原デザイン・アート専門学校
学生

MURATA　KOUKI

D　村田 晃基

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / 愛媛FCトリビア

最優秀作品賞

受賞時の監督が、オシム監督の通訳をされていた方だということが分かり、愛媛 FC を知らない
方へのアプローチとして分かりやすいのではないかと思い、モチーフに選びました、この様な賞
をいただけるとは思っていなかったので大変嬉しいです。

西田　衣織 河原デザイン・アート専門学校
学生

NISHIDA IORI

D 西田 衣織

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / マドンナの趣味

浅葉克己賞

様々なラフを考えた中で、最終的に初期の方に考えたこの作品に決定しました。マドンナとサッ
カーというジャンルの違うモチーフ通しをどう結び付けるか工夫しました。正直賞に選ばれる
と思わなかったので、非常に嬉しかったとともに、自信になりました。
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B2 ポスター Tanabe の絵本 B5 横

木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

CD 大崎 祐宣
AD 大崎 祐宣
D 中島 一彦

C 山本 晃子
I 木谷 佳子

クライアント / 株式会社　田部　住環境事業本部
作　 品 　名 / 杜に還る住まい。Tanabe

ベストイラストレーション賞 住環境事業の周知のためのポスターと絵本形式パンフレットの
制作。島根県出雲に位置し、「たたら製鉄」を生業としてきた歴史を
感じさせる雰囲気を「神々の住む杜」のイメージで描くというコン
セプトがディレクションされてイラスト制作がスタート。物語を
感じさせる深みのある表現になるように、コラージュ技法を用い
ながら描きました。絵本パンフは、ポスターに比べるとやや柔ら
かい雰囲気や色使いを交えて表現しています。

髙田大三郎 セーラー広告株式会社　愛媛企画制作部
プランナー / コピーライター

TAKATA DAIZABURO

CD 髙田 大三郎（セーラー広告）
C 髙田 大三郎（セーラー広告）
AD 大森 潤哉（セーラー広告）
D 大森 潤哉（セーラー広告）
P 和田 剛

レタッチャー
　　東浦 優雄（Fitz Inter Media Products）
T レイザーラモンRG
AE 佐々木 厚士（セーラー広告）
A&P　セーラー広告・フラッグ

クライアント / サイボウズ株式会社
作　 品 　名 / サイボウズ松山オフィス

移転オープン告知プロモーション

ベストコピー賞 「タレントを起用してサイボウズらしいインパクトのあるプロ
モーションをしたい」確かそんなオリエンだったと思いますが、
その 1 ヶ月後には撮影、その 2 週間後には掲出という、とても
スピード感のあるお仕事でした。怒濤のように駆け抜けたこの
お仕事を、このような年鑑という形でも残すことができたことに
大変感謝します。

藤野　貴大 河原デザイン・アート専門学校
学生

FUJINO TAKAHIRO

D 藤野 貴大

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / 母がサポーターになってから

おれんちがおれんじに染まった。

クライアント賞

この作品を作るにあたって、写真にとにかくこだわりました。一度写真を撮ったのですが、納得
いかず後日レイアウトを変更し、撮りなおしました。構図を変えながら何枚も撮りかさね、最終
的に納得のいった作品がこのような賞をいただけて大変嬉しく思います！

村田　晃基 河原デザイン・アート専門学校
学生

MURATA　KOUKI

D　村田 晃基

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / 愛媛FCトリビア

最優秀作品賞

受賞時の監督が、オシム監督の通訳をされていた方だということが分かり、愛媛 FC を知らない
方へのアプローチとして分かりやすいのではないかと思い、モチーフに選びました、この様な賞
をいただけるとは思っていなかったので大変嬉しいです。

西田　衣織 河原デザイン・アート専門学校
学生

NISHIDA IORI

D 西田 衣織

クライアント / 株式会社愛媛FC
作　 品 　名 / マドンナの趣味

浅葉克己賞

様々なラフを考えた中で、最終的に初期の方に考えたこの作品に決定しました。マドンナとサッ
カーというジャンルの違うモチーフ通しをどう結び付けるか工夫しました。正直賞に選ばれる
と思わなかったので、非常に嬉しかったとともに、自信になりました。
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