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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67回企画展

「日本のグラフィックデザイン2017」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67回企画展となる「日本のグ
ラフィックデザイン2017」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』。2017年版の発行を記念して、掲
載作品の中から約300点を実物と映像で展示します。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

会

称：東京ミッドタウン・デザインハブ第67回企画展
「日本のグラフィックデザイン2017」
期：2017年6月17日（土）〜8月6日（日）11:00‒19:00
会期中無休・入場無料
場：東京ミッドタウン・デザインハブ

主

催：東京ミッドタウン・デザインハブ

会

（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F）
http://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（JAGDA）
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。詳細が決定
次第、デザインハブ公式サイト
（http://designhub.jp/）
よりご案内します。

展覧会ビジュアル（デザイン：髙田 唯）

昨年の会場風景

一般からのお問い合わせ先：公益社団法人日本グラフィクデザイナー協会
電話：03-5770-7509

E-mail：hub@jagda.or.jp

報道関係のお問い合わせ先：株式会社オズマピーアール

電話：03-4531-0214

E-Mail：jdp@ozma.co.jp
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担当：月田、新井、鈴木

●年鑑『Graphic Design in Japan 2017』について

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。
◎収録内容

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

序文：

浅葉克己（JAGDA会長）

巻頭コラム：

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
穂村 弘（歌人・作家）

特集ページ企画：「マイ・ベスト・ロゴ

編集・制作：

JAGDA年鑑委員会

796名の自選作」

編集長：

林 規章

発行：

公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA)

価格：

16,200円（税込）／ISBN 978-4-89737-895-4

ブックデザイン： 髙田 唯
発売：

株式会社六耀社 ／2017年6月23日

◎選考委員

青木克憲、浅葉克己、井上嗣也、居山浩二、色部義昭、植原亮輔、
えぐちりか、
柿木原政広、葛西 薫、勝井三雄、上條喬久、菊地敦己、工藤“ワビ”良平、

左合ひとみ、佐藤 卓、澁谷克彦、新村則人、髙田 唯、寺島賢幸、永井裕明、

仲條正義、長友啓典、服部一成、原 研哉、福島 治、松永 真、三木 健、水野 学、
渡邉良重／以上29名

年鑑「日本のグラフィックデザイン2017」
ケース（デザイン：髙田 唯）

●東京ミッドタウン・デザインハブについて

｢東京ミッドタウン・デザインハブ｣は、2007年4月に開設したデザインネットワークの拠点です。デザインのプロ

モーション・職能・研究教育という3つの異なる役割を担う機関が連携し、デザインによって ｢人｣｢ビジネス｣｢知識｣

を結びつけ、展覧会やセミナーの開催、出版などで情報を発信しています。

ハブ（HUB）の語源は ｢車輪の軸｣。複数のものが寄り集まる場所を意味します。｢東京ミッドタウン・デザインハブ｣
は、多くの人をデザインの力でつなぎ、動かす場として、常に新しいものごとにチャレンジしています

２

● 主な展示作品（今年の受賞作品より）
第19 回亀倉雄策賞（www.jagda.or.jp/awards/kamekura/19/）
渡邉良重

WATANABE Yoshie

1961年山口県生まれ。山口大学

卒業。1986 年宮田識デザイン事

務 所（現・ドラフト）入社。植

原亮輔と共に2012年にキギを設

立。グラフィックデザインの他、
現在もドラフトのプロダクトブラン

ド「D-BROS」のディレクターを

務めながらも、糸井重里氏が主

宰する「ほぼ日」と洋服のブラン

ドCACUMA（'13 年〜）を、さら

に滋賀県の伝統工芸の職人たち

と、陶器・家具・布製品などの
ブランドKIKOF（'14 年〜）を立

ち上げ。また、デザインワークの
流れの中で作品制作をし、展覧
会を行っている。

'15 年に東京・白金にキギの生み

出すデザイン製品等を販売する

シ ョップ＆ギ ャ ラ リ ー「OUR
FAVOURITE SHOP」をオープ

ン。絵 本『BROOCH』
（文・内

田也哉子）
、
『ジャーニー』
（詩・

長田弘、ジュエリー・薗部悦子）
、

『UN DEUX』
（文・高山なおみ）
、
『ぬりえの赤ずきん、くるみ割り

人形、不思議の国のアリス』
（文・
安藤隆）
、および作品集『キギ
/KIGI』
『KIGI̲M』をリトルモア

より刊行。東京ADCグランプリ、
D&AD 金賞、One show Design

金賞、NY ADC金賞などを受賞。

洋菓子のパッケージデザイン「AUDREY」
（cl：プレジィール）
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JAGDA 賞 2017（www.jagda.or.jp/awards/category/2017/）

カテゴリー【ポスター】
写真集のポスター「NUDIST」
（ad+d：永井裕明 cl：キネェントス）

カテゴリー
【CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス】
化粧品会社の CI「POLA」
（ad+d：服部一成 cl：ポーラ）

カテゴリー【ジェネラルグラフィック】
飲料メーカーの環境活動プロジェクトのツール
「サントリーの愛鳥活動 - 未来への糸 - Line of life Project」
（ad+d：木住野彰悟 cl：サントリーホールディングス）

カテゴリー【パッケージ】
洋菓子のパッケージ「AUDREY」
（ad+d：渡邉良重 cl：プレジィール）

カテゴリー【ブック・エディトリアル】
写真集のブックデザイン「薔薇刑」
（ad：浅葉克己 cl：YMP）
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JAGDA 賞 2017（www.jagda.or.jp/awards/category/2017/）

カテゴリー【新聞広告・雑誌広告】
出版社の新聞広告
「死ぬときぐらい好きにさせてよ」
（ad+d：宮下良介 cl：宝島社）

カテゴリー【環境・空間】
マスキングテープの企画展空間構成
「mt ex」
（ad+cd：居山浩二 cl：カモ井加工紙）

カテゴリー【インタラクティブデザイン】
美術館の企画展のプロモーションサイト
「トーマス・ルフ展」
（ad+d：田中良治 cl：読売新聞東京本社）
thomasruﬀ.jp/

カテゴリー【複合】
カフェのブランディング
「TORAYA CAFÉ・AN STAND」
（ad+cd：葛西 薫 cl：虎玄）
カテゴリー【映像】
下着ブランドの CF「春風のいたずら」
（ad+cd：えぐちりか
cl：ピーチ・ジョン）
http://bit.ly/1PP8foP

5

JAGDA 新人賞 2017（www.jagda.or.jp/awards/newdesigner/2017/）

三澤 遥

MISAWA Haruka

1982年群馬県生まれ。2005年武
蔵野美術大学工芸工業デザイン
学 科 卒 業。デ ザインオフィス
ʼ 09 年より日本デ
nendo を経て、
ザインセンター原デザイン研究所
に所属。
ʼ 14 年 7 月より三澤デザ
イン研究室として活動開始。

展示会場運営会社のグラフィックツール
「TOKYO BIG SIGHT」
（cl: 東京ビッグサイト）

動物園のブランディング
「UENO PLANET」
（cl: 東京都恩賜上野動物園）

＊上記の作品を含む 7 作品で受賞

八木義博
YAGI Yoshihiro

1977 年京都府生まれ。2001年
京都造形芸術大学情報デザイン
学科卒業、同年電通入社。東京
ADC 賞 (ʼ 09、
ʼ 13、
ʼ 14)、佐治敬三
賞、ONE SHOW Design グ ラ
ン プ リ、CANNES Design Lions
グランプリ、D&AD イエロー・ペ
ンシル、NY ADC 金賞など受賞。

鉄道会社のキャンペーンポスター
「行くぜ、東北。」（cl: 東日本旅客鉄道）

電機メーカーの広告キャンペーン
「Life is electric」（cl: パナソニック）

＊上記の作品を含む 8 作品で受賞

玉置太一

TAMAKI Taichi

総合芸術大学のイメージ映像「NEW ANGLE, NEW WORLD.」
（cl: 日本大学 藝術学部）
チョコレート菓子のポスター
「森永 DARS」
（cl: 森永製菓）

1984 年神奈川県生まれ。2006
年日本大学藝術学部デザイン学
科コミュニケーションデザイン
コース卒業、同年電通入社。

＊上記の作品を含む 11 作品で受賞
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