
CCE AWARD 2018
《公開審査》　愛媛県美術館（新館 特別展示室1・2・3）　9月14日（金）・15日（土）　出品点数 123点　投票者数 218名

株式会社 goen°主宰。コミュニケーションディレクター・アート
ディレクター。武蔵野美術大学客員教授。1999年武蔵野美術大学
卒業後、博報堂入社。ʼ06年史上最年少でADC会員となる。
ʼ07年goen°設立。NHK大河ドラマ「江」、朝の連続テレビドラマ小
説「てっぱん」「半分、青い。」のタイトルワークをはじめ、Canon、
KIRINなどの企業広告、松任谷由実、Mr.Childrenのアートワーク、
映画・舞台の美術、動物園や保育園の空間ディレクションなど活動
は多岐に渡る。11年サントリー「歌のリレー」でADCグランプリ初
受賞。伊丹十三賞、日本建築学会賞、日経ウーマンオブザイヤー
2012など受賞多数。

森本　千絵
MORIMOTO CHIE

 【特別審査員】
コミュニケーションディレクター・アートディレクター

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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清家　忠明 佐川印刷株式会社　クロスメディア事業部
事業部長 / アートディレクター

SEIKE TADAAKI

AD 清家 忠明
D 吉村 優司
P 清家 忠明
書 清家 廣硯 

クライアント / Eのさかな編集部
作　 品 　名 /「えひめの魚｣カレンダー

CCE AWARD 2018 GRAND PRIX賞 「Eのさかな」は佐川印刷の地域活性化事業の一環です。「愛媛の
漁業を応援する」をテーマに季刊誌として発刊。３年間12号分の
表 紙の魚を3Dデジタルプリンティングで質感豊かに表現した
カレンダーです。鯛などの鱗はザラザラとした触感、鱧や鰹はヌル
ヌルとした触感を再現。実際に触っていただけないのが残念です。
また、撮影ではタコの中身に牛乳瓶をいれて立たせたり、鱧は
くるっと巻いたりしてリアリティが出るように工夫しました。
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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
PR
DR
P

泉 功太
横田 英子
大北 康裕
川井 征人

AD
A&P

泉 功太
セキ（株）・（株）イノセンス

クライアント / 松山市観光・国際交流課
作　 品 　名 / 道後温泉歓迎楽団「桶ストラ」

CCE AWARD 2018 CCE賞 道後温泉本館が改修工事に入るタイミングだからこそ、道後の魅力
を国内外に発信したいという想いで企画。「風呂桶×オーケストラ」を
掛け合わせ、日本最古の湯といわれる道後の品格とあたたかさが
感じられる表現としました。道後で耳を澄ませば、湯が流れる音、木
桶独特の音色、風鈴、坊っちゃん列車の汽笛、下駄、人々の声̶沢山
の心地よい“音”が聞こえてきます。道後温泉があるからこそ、道後は
“音”に溢れていて、人々が集い、憩う場所になっているのです。

動画はこちらから
ご覧ください

佐々木　亨
SASAKI　TORU

CD/PL/AD/D/C 佐々木 亨 
Dir・PL・Edit 福本 賢志（SPACE.inc）
CA  田元 隆行（SPACE.inc）
PM・出演 藤井 将太（SPACE.inc）
D  津久井 裕幸（アドリブ）

PR　多田 浩人（SPACE.inc）
AE　高山 真一（電通西日本松山支社）
企画・制作 電通西日本松山支社 / 
  SPACE.inc / アドリブ

クライアント / 愛媛マラソン実行委員会
作　 品 　名 / 第56回愛媛マラソン

「ランナー募集告知」篇・「大会告知」篇

テレビCM・ラジオCM・映像部門賞 「愛媛マラソンも、何か顔になるものが欲しいなぁ・・・」という
佐藤実行委員長のオーダーにこたえた企画です。「愛媛マラソンを
こよなく愛するオヤジ」誕生以来、FB や様々なところで情報発
信しています。PR の効果か ?! 総エントリー数を毎年更新中。

「ランナー募集告知」篇  15秒

どうも！

わしな、愛媛マラソンやけど、

よいよい、

そんな走りで

エントリー考えとんがな？

抽選やけんな～

そんなんじゃ

思いは届かんでぇ～！

頑張りや～、おれぇーー！！

ランナー募集！

マラソンおじさん

NA

愛媛マラソン！

「大会告知」篇  15秒

もうすぐやな～、

愛媛マラソン！

開催迫る！
愛媛マラソン！

マラソンおじさん A

いよいよやな～、

愛媛マラソン！

マラソンおじさん A

で、いつやったっけ？

マラソンおじさん A

もうすぐやな～！

マラソンおじさん B

いよいよやな～！
マラソンおじさん B

NA

コミュニケーションプランニングセンター　松山支社駐在
アートディレクター /クリエーティブディレクター

18 CCE AWARD 2018



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
PR
DR
P

泉 功太
横田 英子
大北 康裕
川井 征人

AD
A&P

泉 功太
セキ（株）・（株）イノセンス

クライアント / 松山市観光・国際交流課
作　 品 　名 / 道後温泉歓迎楽団「桶ストラ」

CCE AWARD 2018 CCE賞 道後温泉本館が改修工事に入るタイミングだからこそ、道後の魅力
を国内外に発信したいという想いで企画。「風呂桶×オーケストラ」を
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佐々木　亨 コミュニケーションプランニングセンター　松山支社駐在
アートディレクター /クリエーティブディレクター

SASAKI　TORU

CD 佐々木 亨
CD/C 小西 利行（POOL.inc）
AD 丹野 英之（POOL.inc）
D 末永 光徳（POOL.inc）
AE 吉川 修史（電通西日本松山支社）

クライアント / 株式会社フジ
作　 品 　名 / フジ・新CI・新スローガン告知広告

新聞広告・雑誌広告部門賞 30 年ぶりに CI / スローガンを刷新したフジ。2018 年 3 月 1 日、
フジ新年度の初日、展開する６県の地元新聞に掲載したブランド
広告です。ブランド・プロジェクトがスタートして、この原稿が
掲載されるまで足掛け２年。プールの小西さん、丹野さん、
末永さん、このプロジェクトに関わってくれた「フジ・ブランド
チーム」の全員の力でなしえた仕事となりました。

企画・制作
電通西日本松山支社 /
POOL.inc

香川　雅博 マルコデザイン
グラフィックデザイナー

KAGAWA MASAHIRO

AD 香川 雅博
D　香川 雅博
P　國貞 誠

PL     矢野 裕子
C      矢野 裕子
A&P  星企画株式会社

クライアント / 四国ツーリズム創造機構
作　 品 　名 / 四国観光誘致ポスター

「感動アイランド四国」

ポスター部門賞 / 県民審査賞 / ベストフォトグラフ賞 四国4県の魅力を表現したB1サイズ5枚組みのポスターで、全国の
JRグループ主要駅約1000カ所に1カ月限定で掲示されたものです。

「いろんな楽しさがギュッとつまった、ワクワクする四国の旅」の
イメージを、観光地や文化、食など、それぞれの県の代表的なモチー
フを採用し、そこにコラージュされた楽しむ人々の姿を配置する
ことで、遊びつくせる国・四国を表現しました。
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ことで、遊びつくせる国・四国を表現しました。
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矢野　裕子 広告企画室ネコノテ 
コピーライター

YANO YUKO

D 大福 理絵
C 矢野 裕子
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

フリーペーパー「GO GO POOL!」

ジェネラルグラフィック部門賞 松山市沖にある離島・興居島の、廃校となった小学校の屋外
プールを舞台に開催される「ごごしま音楽プール」。フリーペー
パー創刊号ということで来場者用のプログラムとしてだけで
なく、開催の趣旨や主催者の思い、会場の様子などがわかるア
イテムとして編集し発行しました。開催後にはカフェやコミュ
ニティスペースにも設置し、イベントの雰囲気を伝え、来年度
以降の来場促進に繋がるようプランニングしました。

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 / おやこではいざいアート VI

シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門賞 国重要文化財指定である史跡高松城跡 玉藻公園にて開催された
アートを基軸としたワークショップのシンボルロゴ。
文化的なトーンを背景に、タイトルでもある「廃材」の頭文字 H と、
廃材を組み合わせる様子をひとつのシンボルに落とし込んでいます。
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大西　柚実 セキ株式会社
アートディレクター / グラフィックデザイナー

ONISHI YUZUMI

CD
AD

大西 柚実
大西 柚実

D・I
A&P

帽子 紗貴・大西 柚実
セキ株式会社

クライアント / 株式会社明屋書店
作　 品 　名 / 新ブックカバー『思いがけない発見』

新包装紙『知の蓄積』
　　　　『イメージふくらむパターン』

パッケージ部門賞 / 県民審査賞 80年もの歴史をもつ明屋書店。その「顔」とも呼べるブックカバーと
包装紙のデザインを一新しました。特に、ブックカバーのデザインは、
トートバッグや80周年ロゴにも反映され、様々な場面で活用され
ています。
たくさんの方が素敵な本と出会い、知識や知見が広がっていく
－そんな素晴らしいイメージが、書店としての企業イメージへと
結びつくことを願っています。

『思いがけない発見』　（D 帽子 紗貴）
本のページがめくれて鳥になって飛び立つ様子は、「本との出会いで閃きを得た感覚」「読者の心の広がり」を表しています。また、
積み上がった本を街に見立てることで、書店に立ち寄るときのワクワク感や、思いがけない本と出会う喜びも表現しました。

『知の蓄積』　（D 大西 柚実）
本を読むことは、まさに「知」の蓄積。本の図柄を組み合わせ、読み終えた本一冊一冊が、私たちの心の中を満たしていく様子を
表しました。また、模様の中には「HARUYA」の文字が隠れています。手描きの風合いを残して優しいデザインに仕上げました。

『イメージふくらむパターン』　（D 帽子 紗貴）
開いた本をモチーフとした柔らかなパターンで構成しました。花のようにもパズルのようにも見えるこの形は、たくさんの方が訪れ
る明屋書店にぴったりな、老若男女問わず永く親しまれるデザインとなりました。

新ブックカバー『思いがけない発見』 新包装紙『知の蓄積』（左）、『イメージふくらむパターン』（右）
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亀井　孝真 グリズリー（デザイン事務所）
グラフィックデザイナー / WEBデザイナー / フォトグラファー / アートディレクター

KAMEI TAKAMASA

D 亀井 孝真
P 石川 正美

クライアント / Kili
作　 品 　名 / kiliホームページ

Web・インタラクティブメディア部門賞 『kili_ ホームページについて』
きっかけは、店内用のポスター制作の依頼でした。ポスターに
QR コードをつけて、ホームページへ誘導するのはどうでしょ
う。という提案からこのホームページが生まれました。制作時
に大切にしていたことは、ご夫婦のひととなりがみえてくるよ
うなデザイン。写真のじゃまにならないデザイン。デザイナー
として、すなおに組んだらこうなりました。
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木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

I　木谷 佳子

クライアント / 特定医療法人　杜のホスピタル
作　 品 　名 / 壁画イラスト“Imagination”

環境・空間・サインディスプレイ部門賞 徳島県にある病院で、2 階受付に向かう階段の踊り場の壁面
イラストです。患者さんを始め、ご家族の気持ちが少しでも
和らぐことを願って制作しました。愛情や優しさ、心の平穏が
テーマです。ただ「楽しい、可愛い」で終わらないように、見た
人が豊かに想像を膨らましてほしいと考え、言葉のメッセージ
プレートも合わせて設置しました。
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木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

I　木谷 佳子

クライアント / 特定医療法人　杜のホスピタル
作　 品 　名 / 壁画イラスト“Imagination”

環境・空間・サインディスプレイ部門賞 徳島県にある病院で、2 階受付に向かう階段の踊り場の壁面
イラストです。患者さんを始め、ご家族の気持ちが少しでも
和らぐことを願って制作しました。愛情や優しさ、心の平穏が
テーマです。ただ「楽しい、可愛い」で終わらないように、見た
人が豊かに想像を膨らましてほしいと考え、言葉のメッセージ
プレートも合わせて設置しました。

大楠　ひな セキ株式会社
グラフィックデザイナー

OKUSU HINA

CD  泉 功太
AD  大楠 ひな
D  大楠 ひな

P   藤井 啓司（Pict Photo Engineering）
C   大北 佳代子（planning office ark）
A&P  セキ株式会社

クライアント / スリーラインズ株式会社
作　 品 　名 /「きぬ青のり」ブランディング

ブランディング・プロモーション部門賞 愛媛県宇和島市遊子のうちぬきの海水で大切に育てられた最高
級品質ブランド「きぬ青のり」。 スリーラインズ株式会社様の「遊
子の、よりいいものをお届けして次世代に伝えたい。」という熱い
想いを胸に、ブランド立ち上げからネーミング、パッケージ、販促
用・業務用チラシ、レシピ付きリーフレットなど、トータルでデザイ
ンをお手伝いさせていただきました。

27



D 井上 真季（イノウエデザイン事務所）
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

ベストイラストレーション賞

松山からフェリーで 10 分。興居島にある廃校のプールが会場の音楽イベントフライヤー。
デザイナーさんが示してくださった方向性やロゴデザインが、とてもシンプルでスッキリ
としていたので、イラストもできるだけそれに近づくように制作しました。会場は「海」で
はなく「プール」なので、青色の水の中にいながらプールを感じさせることがやや難しい
ところではあったのですが、話し合いを重ねつつ制作しました。

A4 フライヤー木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

CD・AD 永井 文彦
D 正岡 昇・別府 穂乃華
C 中村 聡志・永井 文彦
I 白石 美樹

クライアント / 昭和の湯
作　 品 　名 / 昭和の湯シリーズポスター

ベストコピー賞

昭和の湯は広島県のみろくの里遊園地に隣接する天然温泉施設。みろくの里のいろんな
アトラクションで遊んで帰る際に昭和の湯にも浸かって帰ってね。と告知するための温泉
紹介ポスター。みろくの里の魅力と引っかけて４連貼りのシリーズポスターにしました。
キャッチーなコピーとチャーミングなイラストでクライアント様や来場者様にも好評を
得ました。

ラ・ルーチェさんは、ピザ焼き体験やピザ・パン販売、カフェ等を通じて子どもからお年寄り、
障がい者まで幅広い方々が集えるお店で、イラストメインの優しいイメージでデザインさせ
ていただきました。
県民のみなさんにご投票いただけたことを感謝いたします。

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

CD・C 矢野 裕子（広告企画室ネコノテ）
D 鶴田 智昭
I 29Q

クライアント / 社会福祉法人福角会　ラ・ルーチェ
作　 品 　名 / La luce（ラ・ルーチェ）

県民審査賞

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

28 CCE AWARD 2018



岡本　莉奈 河原デザイン・アート専門学校
学生

OKAMOTO　RINA

D 岡本 莉奈

クライアント / 株式会社五十崎社中
作　 品 　名 / ノリにのる和紙

クライアント賞

私は五十崎社中さまの元へ写真撮影に向かい実際の現場の風景や作業工程などを拝見させてい
ただきました。その際に金箔をのりでくっつけている様子やのりに貼り付けられる金箔がかつ
おぶしのようにふわふわしてまるで生きているように見えたので、今回このような作品を制作
させていただきました。クライアントの和紙に対する情熱や要望など、ホームページだけでは得
られない情報を深く知ることができ、要望に応えられるよう誠意を持って制作させていただき
ました。

澤田　麻実 河原デザイン・アート専門学校
学生

SAWADA ASAMI

D　澤田 麻実

クライアント / 株式会社五十崎社中
作　 品 　名 / 漉く好く

最優秀作品賞

「紙を漉く」ってなんかきれいな言葉だな。もっといろんなひとに知ってもらって、好きになって
もらえるといいな。…などなど考えているうちに、漉く好くはうまれました。
写真撮影にうかがった際に間近で感じた、無言で語る背中。職人の方々の熱意。
それらがほんの少しでも表現できていれば幸いです。

藤井　彩未 河原デザイン・アート専門学校
学生

FUJII　AYAMI

D 藤井 彩未

クライアント / 株式会社五十崎社中
作　 品 　名 / ぱぱより　ままより　たまより　きらきらがすきです

森本千絵賞

受賞を聞いたときは本当に嬉しかったです。デザインを学び始めて、自分が創ったものが評価
されることへのやりがいを実感することができました。これまで経験した全てのこと、出会った
全ての人に感謝します。これからも地元愛媛のため、前向きに頑張ります。ありがとうござい
ました。

D 井上 真季（イノウエデザイン事務所）
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

ベストイラストレーション賞

松山からフェリーで 10 分。興居島にある廃校のプールが会場の音楽イベントフライヤー。
デザイナーさんが示してくださった方向性やロゴデザインが、とてもシンプルでスッキリ
としていたので、イラストもできるだけそれに近づくように制作しました。会場は「海」で
はなく「プール」なので、青色の水の中にいながらプールを感じさせることがやや難しい
ところではあったのですが、話し合いを重ねつつ制作しました。

A4 フライヤー木谷　佳子 フリーランス
イラストレーター

KITANI  YOSHIKO

CD・AD 永井 文彦
D 正岡 昇・別府 穂乃華
C 中村 聡志・永井 文彦
I 白石 美樹

クライアント / 昭和の湯
作　 品 　名 / 昭和の湯シリーズポスター

ベストコピー賞

昭和の湯は広島県のみろくの里遊園地に隣接する天然温泉施設。みろくの里のいろんな
アトラクションで遊んで帰る際に昭和の湯にも浸かって帰ってね。と告知するための温泉
紹介ポスター。みろくの里の魅力と引っかけて４連貼りのシリーズポスターにしました。
キャッチーなコピーとチャーミングなイラストでクライアント様や来場者様にも好評を
得ました。

ラ・ルーチェさんは、ピザ焼き体験やピザ・パン販売、カフェ等を通じて子どもからお年寄り、
障がい者まで幅広い方々が集えるお店で、イラストメインの優しいイメージでデザインさせ
ていただきました。
県民のみなさんにご投票いただけたことを感謝いたします。

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

CD・C 矢野 裕子（広告企画室ネコノテ）
D 鶴田 智昭
I 29Q

クライアント / 社会福祉法人福角会　ラ・ルーチェ
作　 品 　名 / La luce（ラ・ルーチェ）

県民審査賞

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

29


