2015年5月22日
東京ミッドタウン・デザインハブ

東京ミッドタウン・デザインハブ第52回企画展

「日本のグラフィックデザイン2015」開催のご案内
東京ミッドタウン・デザインハブ（構成機関：公益財団法人日本デザイン振興会、公益社団法人日本
グラフィックデザイナー協会、武蔵野美術大学デザインラウンジ）では、第52回企画展となる「日本の
グラフィックデザイン2015」を開催いたします。
会員約3,000名を擁するアジア最大級のデザイン団体、日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
が、1981年より発行を続ける年鑑『Graphic Design In Japan』。2015年版の発行を記念して、
掲載作品の中から約300点を実物とモニタで展示します。身近な雑貨から、書籍、商品パッケージ、
シンボル・ロゴ、ポスター、ウェブサイト、映像、展覧会やショップの空間デザインに至るまで、世界で
も評価の高い日本のグラフィックデザインの現在を、ぜひご覧ください。
●企画概要
名 称：

東京ミッドタウン・デザインハブ第52回企画展
「日本のグラフィックデザイン2015」
英文名称 ： Tokyo Midtown Design Hub 52nd Exhibition:
Graphic Design in Japan 2015
会 期：
2015年6月19日
（金）
〜8月5日
（水）11:00 -19 :00
会期中無休・入場無料
会 場：
東京ミッドタウン・デザインハブ
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F）

主 催：

東京ミッドタウン・デザインハブ
http://www.designhub.jp/

企画・運営 ： 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
http://www.jagda.or.jp/

●関連イベント

会期中、グラフィックデザイナー・アートディレクター等によるトー
クイベントを開催します。決定しだい、デザインハブ公式サイト
（http://designhub.jp/）よりご案内します。

昨年の会場風景

『Graphic Design in Japan 2015」
●年鑑

厳正な選考を通過した約600作品（1,500図版）を掲載。世界で
も評価の高い日本のグラフィックデザインの現在を伝えつつ、デー
タベース性も持たせた、実用性の高いデザイン年鑑です。
カテゴリー ：

ポスター／ジェネラルグラフィック／CI・VI・シンボル・
ロゴ・タイプフェイス／ブック・エディトリアル／パッケー
ジ／新聞広告・雑誌広告／環境・空間／インタラクティ
ブデザイン／映像／複合
編集・制作 ： JAGDA年鑑委員会
編集長 ：
服部一成
ブックデザイン：田中良治
発 行：
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
（JAGDA）
発 売：
株式会社六耀社 ／2015年6月20日予定
価 格：
16,200円（税込） ／ISBN 978-4-89737-792-6
●お問い合わせ
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGD

年鑑2015版（D:田中良治）

＊ビジュアル画像がご入り用の際は、お手数ですがJAGDA事務局（担当：工藤 kudo@jagda.or.jp）までご連絡ください。
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● 主な展示作品（今年の受賞作品より）
第17 回亀倉雄策賞（www.jagda.or.jp/awards/kamekura/17/）
佐野研二郎

SANO Kenjiro

19 7 2 年東京生まれ。多摩
美術大学グラフィックデザ
イン科卒業。博報堂を経て、
MR̲ DESIGN設立。多摩美
術大学統合デザイン学科教
授。主な仕事に、東京国際映
画祭ロゴマーク、サントリー
「南アルプスの天然水」
「グ
リーンダカラちゃん」、
トヨタ
「ReBORN」
「 TOYOTOWN」
、
多摩美術大学、日光江戸村
「ニャンまげ」、T BS「Tブー!
S」、映画「STAND BY M E
ドラえもん」、
ミツカン
「とろっ
豆」、NHK Eテレ「ふうせん
いぬティニー」、山形県新米
「つや姫」、
幻冬舎「パピルス」、
au「LIS M O !」などがある。
受賞に、毎日デザイン賞、
NY ADC金賞、D& ADイエ
ローペンシル、ONE SHOW
DE S I GN金賞、カンヌライ
オンズ金賞、東京ADC会員
賞、日本パッケージデザイン
大賞金賞、ACC金賞、ACC
タレント賞（グリーンダカラ
ちゃん）
、みうらじゅん賞
（ニャ
ンまげ）
など。

デザインイベントの企画展出品ポスター「HOKUSAI̲LINE」
（cl：デザインアソシエーション）
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JAGDA 賞 2015（www.jagda.or.jp/awards/category/2015/）
カテゴリー【ポスター】
デザインイベントの企画展出品作品
「蛸は烏賊が好き 烏賊は蛸が苦手」
（ad+d+i：葛西 薫 cl：デザインアソシエーション）

カテゴリー
【CI・VI・シンボル・ロゴ・
タイプフェイス・モーションロゴ】
菓子店のロゴ「はれ」
（ad+d：菊地敦己 cl：はれ 五風十雨）

カテゴリー【ジェネラルグラフィック】
芸術祭の告知グラフィック・グッズ「札幌国際芸術祭2014」
（ad+d：長嶋りかこ cl：創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会）

カテゴリー【ブック・エディトリアル】
写真家の作品集「国東半島」
（ad+d：仲條正義 cl：青土社）

カテゴリー【パッケージ】
洋菓子「ピエール・エルメ・パリ」
（ad+d：原 研哉 cl：ピエール・エルメ・パリ）

カテゴリー【新聞広告・雑誌広告】
自動車メーカーの新聞広告
「DRIVING KIDS with TOYOTA」
（ad：小島潤一 cl：トヨタマーケティングジャパン）
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JAGDA 賞 2015（www.jagda.or.jp/awards/category/2015/）

カテゴリー【環境・空間】
個展の空間構成「ワンオフデザイン」
（ad：植原亮輔・渡邉良重

org：パス ザ バトン／キギ）

カテゴリー【インタラクティブデザイン】
童話のインタラクティブアプリケーション「MERRY BOOK ROUND」
（ad+i：渡邉良重

カテゴリー【映像】
個展のインスタレーション「兆しのデザイン」
（ad+d：勝井三雄

ad：植原亮輔

cl：ギンザ・グラフィック・ギャラリー）

カテゴリー【複合】
デザイン施設の企画展「21̲21 DESIGN SIGHT コメ展」
（ad+d：佐藤 卓
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cl：21̲21デザインサイト）

cl：ザッパラス）

JAGDA 新人賞 2015（www.jagda.or.jp/awards/newdesigner/2015/）
田中良治

音楽CD「ATAK020 THE END」
（cl: アタック・トーキョー）

TANAKA Ryoji

アパレルブランドのウェブサイト
「LOOK UP AT THE PLANET AND
MAKE A WISH」
（cl: イッセイ ミヤケ）

1975年三重県生まれ。同志社大学
工学部および岐阜県立国際情報科
学芸術アカデミー卒業。2003年に
セミトランスペアレント・デザイン設
立。ウェブサイトの企画・制作から
国内外の美術館・ギャラリーでの作
品展示までウェブを核とした領域に
とらわれない活動を行っている。
info@semitransparentdesign.com

個展「退屈」の制作物・記録映像
（org: ギンザ・グラフィック・ギャラリー）

＊上記の作品を含む5作品で受賞

白本由佳

菓子のギフトセット

「Present for You」
（cl: エフカ）

SHIRAMOTO Yuka

1979年生まれ。静岡県出身。関西
外国語大学英米語学科卒業。新村
デザイン事務所、
ドラフト、
POSTALCO
を経て2011年よりフリーランス。
2014年東京ADC賞、2015年日本
パッケージデザイン大賞銀賞〈食品
部門〉受賞。
mail@yuka-shiramoto.com

ジュエリー 作 家の展示
会タイプフェイス
「Noriko Miyamoto」
（cl: 石と銀の装身具）

雑貨ブランド「Maholo」の商品スカーフと
ギフトボックス（cl: マホロ）
＊上記の作品を含む8作品で受賞

宮下良介

自主制作作品［Wordのみで
デザインした白雪姫］
「Shirayuki-hime.docx」
（cl: 宮下良介）

MIYASHITA Ryosuke

1975年神奈川県生まれ。2002年
東京芸術大学大学院デザイン専攻
修了、同年電通入社。
「ひとつぼ展」
グランプリ、
「リキテックス・ビエン
ナーレ」大 賞、
「JAG DA ポスター
展：JAPAN2001」金の卵賞、その
他受賞少数。
r.miyashita@dentsu.co.jp

紙商社のプロモーショングッズ
［不要な紙見本を再利用した
コースター］
「PAPER SAMPLE BOOK
COASTER」
（cl: 平和紙業）

自主制作フォントのポスター「Caps」
（cl: 宮下良介）

＊上記の作品を含む10作品で受賞
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