2022年5月25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97回企画展

「日本のグラフィックデザイン2022」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
デザイン協会、
多摩美術大学 TUB）
は、
第97回企画展となる
「日本のグラフィックデザイン2022」
を6月30日

（木）から8月11日
（木・柷）
まで開催します。

本展を担当する日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）は、会員約3,000人を擁するアジア最大級のデザイ
ン団体であり、1981年より毎年、過去1年間のJAGDA会員の優れた仕事や作品をまとめた年鑑『Graphic
Design in Japan』
を発行し、
日本の多種多様で質の高いグラフィックデザインの成果を国内外に紹介しています。
本展では、年鑑2022年版の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
界各地のコンペティションでも高く評価を受ける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。

●開催概要

名称：東京ミッドタウン・デザインハブ第97回企画展「日本のグラフィックデザイン2022」
（木）〜8月11日
（木・祝）11:00-19:00 会期中無休・入場無料
会期：2022年6月30日
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
企画・運営：公益社団法人日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）

ウェブサイト：https://designhub.jp/exhibitions/7544
展示カテゴリー：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／デジタルメディア／映像／複合

メインビジュアル（デザイン：上西祐理）

昨年の会場風景

●JAGDAとは
（公社）
日本グラフィックデザイン協会／JAGDA（会長：佐藤 卓、副会長：永井一史・原 研哉）
は、1978年に設
立され、現在会員3,000人を擁するアジア最大級のデザイン団体です。展覧会やセミナーの開催、年鑑の発行
や各種アワードの運営、デザインによる地域振興や公共デザインの取り組み、国際交流、デザインの権利保護
活動など、
さまざまな公益目的事業を全国各地で展開しています。 https://www.jagda.or.jp/

一般からのお問い合わせ先：公益社団法人日本グラフィックデザイン協会
電話：03-5770-7509 E-mail：hub@jagda.or.jp
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●主な展示作品（2022年度の各賞受賞作品より）※展示内容は変更される場合があります
第24回亀倉雄策賞（www.jagda.or.jp/awards/kamekura/）
JAGDA初代会長を務め、世界のデザイン界にも影響を与え続けた故・亀倉雄策の業績をたたえ、1999年創設。
毎年『Graphic Design in Japan』出品作品の中から、年齢やキャリアを問わず、最も輝いている作品とその制作者に授与。

大貫卓也
ONUKI Takuya

1958年東京生まれ。1980年多

摩美 術 大学グラフィックデ ザイ

ン科 卒 業 。同 年 、博 報 堂 入社 。
1993年大貫デザイン設立。とし

まえ ん 、日清 食 品カップヌード
ル、ラフォーレ原 宿、新 潮 文 庫

Y o n d a ? 、ペ プ シ コ ー ラ

Pepsiman、資生堂TSUBAKI、
SoftBankなど、多くのブランド
コミュニケーションを行う。東京

ADC賞・会員賞・会員最高賞・グ

ランプリ（1981・1986・1987・

1989-2002・2007・2018）、
カンヌ国際 広告映画祭グランプ

リ（1992）
・金賞・銀賞（1993・
1994・1995）、NY ADC金賞

（1992）
・銀賞（1992・1993）、
毎日デ ザイン賞、毎日広告デザ
イン賞最高賞、ほか受賞多数。

平和希求キャンペーンポスターおよび関連制作物「HIROSHIMA APPEALS 2021」

（org：ヒロシマ平和創造基金/広島国際文化財団/日本グラフィックデザイン協会広島地区）
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●JAGDA賞2022（www.jagda.or.jp/awards/category/）
その年を代表する優れたグラフィックデザインを顕彰し、後世に伝えるため、2008年創設。
毎年『Graphic Design in Japan』出品作品の中から、特に優れた数作品に授与。

カテゴリー【ポスター】

大学のイメージポスター

「女子美術大学 image 0」
（林 規章

cl: 女子美術大学）

カテゴリー【ジェネラルグラフィック】

デザイナーの回顧展のメモリアルボックス
（永井裕明

「EIKO BOX」
cl: エヌ・ジー）

カテゴリー

【CI・VI・シンボル・ロゴ・タイプフェイス】
書店の写真家特集イベントのロゴ

「原點

中平卓馬」
（服部一成

cl: ムーム ブックショップ）

カテゴリー【パッケージ】

カテゴリー【ブック・エディトリアル】

ベーカリーカフェのパッケージデザイン

グラフィックデザイナーの作品集のブックデザイン

「エブリパン」
（菊地敦己

「仲條 NAKAJO」

cl: ジンズ）

（服部一成
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cl: ADP）

●JAGDA賞2022（www.jagda.or.jp/awards/category/）

カテゴリー【新聞広告・雑誌広告】
靴ブランドの雑誌広告

「dansko」
（井上庸子

cl: シースター）

カテゴリー【デジタルメディア】

芸術祭の告知モーショングラフィック

（髙田 唯

「PICNIC ART FESTIVAL 2021」

cl: ピクニックアートフェスティバル）
https://vimeo.com/666713169/

カテゴリー【環境・空間】
博物館の巡回展キット

「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」

（三澤 遥

cl: 国立科学博物館）

photo: Gottingham

カテゴリー【映像】

印刷加工会社のプロジェクト映像
（岡崎智弘

「紙工視点」

cl: 福永紙工）

https://vimeo.com/669333796/

カテゴリー【複合】

平和希求キャンペーンポスターおよび関連制作物

「HIROSHIMA APPEALS 2021」
（大貫卓也

org: ヒロシマ平和創造基金／広島国際文化財団／

日本グラフィックデザイン協会広島地区）
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●JAGDA新人賞2022（www.jagda.or.jp/awards/newdesigner/）
優秀な若手デザイナーをクローズアップし、次代を担う人材を育成するため、1983年創設。
毎年『Graphic Design in Japan』出品者の中から、今後の活躍が期待される39歳以下の有望なグラフィックデザイナーに授与。

竹田美織

TAKEDA Miori

ファッションブランドの
ラッピングツール

「IENA」

（cl: ベイクルーズ）

1986年神奈川県横浜市生まれ。多摩美術

大学グラフィックデザイン学科卒業、2011

年より資生堂クリエイティブ本部に所属。
2021年独立。ビューティー系ブランドをは

じめ、ファッションやジュエリーブランドの

ギャラリーの企画展出品作品

アートディレクション等を手掛ける。
www.mioritakeda.com

化粧品ブランドのポスター「BAUM 2021」
（cl: 資生堂）

前原翔一

「CHAMBER MUSIC

FOR GREENERY」
（org: OFSギャラリー）

※上記の作品を含む5作品で受賞

MAEHARA Shoichi

シルクウエアブランドの

パッケージ「Nu」
（cl: アトリエ ワイ）

19 8 2 年 東 京 生まれ 。多 摩 美 術 大 学グラ

花いけワークショップの

フィックデザイン学科卒業。電通テック、ドラ

ポスター「花あそ部」

フトを経て。2019年に独立し現在に至る。

（cl: 花いけジャパンプロジェクト）

www.maeharashoichi.com

林業機器メーカーの社内報の

ポスター「季刊誌やまびこ」

※上記の作品を含む9作品で受賞

（cl: やまびこ）

佐々木 拓

SASAKI Taku

文具メーカーの

ツール・グッズ

「EX-」

（cl: コクヨ）

複合施設の

ブランドムービー

1985年東京生まれ。2008年多摩美術大

「THE CAMPUS」

学プロダクトデザイン専攻卒業、同年コクヨ

（cl: コクヨ）

入社。商品ブランドの企画・デザイン、空間

サイン計画、コーポレートブランディングな
ど、平面と立体を横断しながらデザインの

仕事に取り組む。主な受賞に東京ADC賞、
GOOD DESIGN AWARD金賞/BEST100、
RED DOT DESIGN AWARD、KOKUYO
DESIGN AWARDなど。

文具メーカーのグッズ

「KOKUYO MICROSCOPES」
（cl: コクヨ）

※上記の作品を含む12作品で受賞

https://think-of-things.com/yohak/
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