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空間デザイン大賞 2014  ATELIER MUJI「食のかたがみ展 だし」 に決まる

DSA 「空間デザイン賞 2014」は、大賞および日本経済新聞社賞に、応募総数779作品の中から、
萬代基介氏（1980 年神奈川生まれ／建築家）の ATELIER MUJI「食のかたがみ展 だし」に決定
しました。他に、「優秀賞」15作品、「審査員賞」5作品、また、空間デザイン特別賞として、東日本大震災
への「復興支援賞」1作品、「地域賞」、「学生賞」各2作品、「企画・研究賞」1作品が選出されました。
日本空間デザイン協会が主催する「空間デザイン賞」は、本年で48年目となる世界最大規模の空間
環境系のデザイン賞として、毎年国内外の空間デザインの中から優れた作品を顕彰しています。
贈賞式は10月23日（木）東京ミッドタウンで開催の予定。関連して、全国各地でデザイン賞受賞
作品の展覧会や賞作品を収録した「年鑑日本の空間デザイン」の刊行、受賞者によるシンポジウムの
開催なども予定しています。



大賞ほか上位賞27作品の一覧は別紙「アワードリスト」をご覧ください。

■デザイン意図　小さなテーブルによって空気をデザインする。展示物である小さなだしの素材を
のせるための小さなテーブルを無数につくる。テーブルは、床から直径2mmのカーボンの柱によって
支えられる。それぞれのテーブルは、のせる素材の重さや重心に合わせて設計し、ぎりぎり垂直を
保つ極限の構造になっている。空間の中で絶妙にバランスを保ちながら、フワフワと浮遊するテー
ブル。人が通り、微風が吹く事で、テーブルは小さく揺れ、だしの香りが微かに空間の中に漂う。
それは、人と展示物との間に生まれる繊細なコミュニケーションのあり方である。

会場構成・空間デザイン：萬代基介建築設計事務所 萬代基介
企画：くらしの良品研究所、ATELIER MUJI� グラフィックデザイン ：6D 木住野彰悟�
監修：伝承料理研究家 奥村彪生�� � 施工：商華堂、萬代基介建築設計事務所�
クライアント：良品計画　� � � 撮影：藤岡直樹
場所：東京・有楽町� � � � 展示期間：2013 年 10 月～ 12 月
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空間デザイン大賞 2014  ATELIER MUJI「食のかたがみ展 だし」 に決まる



「DSA空間デザイン賞2014」 審査結果速報

● 821A　ATELIER MUJI「食のかたがみ展 だし」　〈東京・有楽町〉
代表者   　　　　　　　：萬代基介建築設計事務所 萬代基介
会場構成・空間デザイン：萬代基介建築設計事務所 萬代基介
企画　　　　　　　　　：くらしの良品研究所 , ATELIER MUJI
グラフィックデザイン　：6D 木住野彰悟
監修　　　　　　　　　：伝承料理研究家 奥村彪生
施工　　　　　　　　　：商華堂、萬代基介建築設計事務所
クライアント　　　　　：良品計画
撮影者　　　　　　　　：藤岡直樹

■「空間デザイン大賞（日本経済新聞社賞）」　1作品

■「空間デザイン優秀賞」　15作品
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14.06.20

代表者　　　　：KHA-Kotaro Horiuchi Architecture 堀内功太郎
ディレクション・デザイン：KHA-Kotaro Horiuchi Architecture INC.  堀内功太郎
デザイン・パートナー：KHA-Kotaro Horiuchi Architecture INC. O.D. 
　　　　　　　　　　　名古屋大学 藤井千裕
動画　　　　　：藤原次郎
施工　　　　　：アクティス 久保田政秀
クライアント　：KHA-Kotaro Horiuchi Architecture INC. 堀内功太郎
撮影者　　　　：成原満 , 森一生

● 280C　紙の洞窟　〈名古屋・丸の内〉

代表者　　　　　　：丹青社 岩崎裕次郎
ディレクション　　：丹青社 小山将史
プランニング　　　：丹青社 尾関隆義 , 関本幸乃 
デザイン　　　　　：丹青社 岩崎裕次郎 , 湯浅絵里奈 , 橋間君子 , 高橋誠
テクニカルデザイン：丹青社 阿部孝行
グラフィック　　　：丹青社 増田菜美
プロダクション　　：丹青社
クライアント　　　：新潟市
撮影　　　　　　　：フォワードストローク

● 465B　新潟市マンガ・アニメ情報館�　〈新潟・新潟〉

代表者　　　：ナカダ 佐藤陽一
企画　　　　：金沢美術工芸大学
デザイン　　：ナカダ 佐藤陽一
施工　　　　：ナカダ
クライアント：金沢美術工芸大学

● 318A　平成の百工比照　～美大があつめたものづくりの技と意匠～　〈石川・金沢〉

代表者　　　　　　　：乃村工藝社 吉永光秀
アートディレクション：乃村工藝社 吉永光秀
デザイン　　　　　　：乃村工藝社 齋藤直輝 , 岩野早希子 , 小阪雄造
グラフィック　　　　：乃村工藝社 金野美稔 , 五十嵐大輔
造形　　　　　　　　：乃村工藝社 岸川研一
プロダクト　　　　　：乃村工藝社 千野和行
プロダクション　　　：乃村工藝社
クライアント　　　　：トヨタ産業技術記念館
撮影者　　　　　　　：淺川敏

● 217B　トヨタ産業技術記念館　〈名古屋〉

代表者　　　　　　：水谷俊博建築設計事務所 水谷俊博
建築設計　　　　　：水谷俊博建築設計事務所 水谷俊博 , 水谷玲子
企画　　　　　　　：アーツ前橋館 住友文彦
ロゴデザイン・サインデザイン：エイトブランディングデザイン 西澤明洋
照明デザイン　　　：岩井達弥光景デザイン 岩井達弥
インテリアデザイン：ミリメーター 宮口明子 , 笠置秀
施工　　　　　　　：フロムトゥ 長敏光
クライアント　　　：前橋市� � � 撮影　　：ZOOM 淺川敏

● 645B　アーツ前橋　〈群馬・前橋〉



「DSA空間デザイン賞2014」 審査結果速報
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代表者� � � 　　：資生堂 沖津真美
クリエイティブディレクション：資生堂 信藤洋二
アートディレクション� 　　：資生堂 沖津真美 
デザイン　　　� � 　　：資生堂 沖津真美
プロダクション� � 　　：現代工房
撮影者　　　　� � 　　：小野強志

● 525D　東京銀座資生堂ビル ウインドウ　“銀座のオアシス”　〈東京・銀座〉

代表者　　　　　�� 　　　：資生堂 村田一平
クリエイティブディレクション　：信藤洋二
アートディレクション・デザイン　：村田一平 
書体　　　　　� � 　　　：小林豊
企画・プロデュース� 　　　：鈴木久美子,永岩亮平
プロダクション� � 　　　：現代工房
クライアント　� � 　　　：資生堂
撮影者　　　�� � 　　　：飯野太平

● 540D　資生堂銀座ビル ウインドウ　“資生堂書体”　〈東京・銀座〉

代表者　　　　　：竹中工務店  濱野裕司
デザイン　：資生堂 信藤洋二 , 小林豊 , 植草力也 , 菅原章 , 村田一平 , 渡部宏介 , 堀景祐
デザイン・建築設計：竹中工務店 , 濱野裕司 , 美島康人 , 丸林哲 , 山仲多佳 , 原 弘
施工　　　　　　：竹中工務店 小野哲郎
クライアント　　：資生堂
撮影　　　　　　：ナカサ＆パートナーズ

● 535C　資生堂銀座ビル　〈東京・銀座〉

代表者　　　　　�� 　：東宝映像美術 鈴木真理子
プロデュース　　�� 　：東宝映像美術 鈴木真理子
総合ディレクション・デザイン：東宝映像美術 湯浅範人
システムプランニング� 　：東宝映像美術 滝澤俊夫
映像プロデュース�� 　：東宝映像美術 古川哲也
映像ディレクション� 　：勝谷事務所 勝谷ケンシ
プロダクション　�� 　：東宝映像美術
クライアント　　�� 　：東芝 石崎昌之
撮影　　　　　　�� 　：フォワードストローク 奥村浩司

● 285C　東芝スマートコミュニティセンター エントランス　〈神奈川・川崎〉

代表者　　　　　　　：乃村工藝社 A.N.D. 齋藤玲子
アートディレクション：乃村工藝社 A.N.D. 小坂竜
デザイン　　　　　　：乃村工藝社 A.N.D. 齋藤玲子 , 竹内宏法
ライティングデザイン：ICE 武石正宣 , 水谷純
アートワーク　　　　：SSD 澤田広俊
ファイバー照明製作　：プロダクツ・ケイ 川勝忠

● 324C　W 広州 フェイ　〈中国・広州〉

代表者　　　　：プランクス 佐藤寧子
ディレクション：プランクス 佐藤寧子 , 三越伊勢丹 小町谷春生 ,Lulu
デザイン　　　：プランクス 板谷政岳
グラフィック　：KYOTARO
施工　　　　　：国際装飾 , 丹青ディスプレイ , マリ・アート
クライアント　：三越伊勢丹

● 382D　伊勢丹新宿店本館 ウインドウ　“ネクスト ノスタルジー”　〈東京・新宿〉



「DSA空間デザイン賞2014」 審査結果速報
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代表者　　　　：Design Fresco 竹重匡
ディレクション：Design Fresco 竹重匡
デザイン　　　：Design Fresco 越智順二
プロデュース　：今井雅敏
施工　　　　　：オートアンドハウス
クライアント　：ライカカメラジャパン
撮影者　　　　：スターリン エルメンドルフ

● 686C　ライカストア京都　〈京都・祇園〉

代表者� � � 　　：DGTアーキテクツ 田根剛
インスタレーションデザイン　：DGTアーキテクツ 田根剛
テクニカルディレクション・演出：ルフトツーク 遠藤豊
プロダクトディスプレイデザイン：シチズン時計 小松淳,井上英樹,吉田麻理恵,高橋靖史,
　　　　　　　　　　　　　　  幸田拓真
デザインコーディネーション　：イクシー 安田信幸,伊藤里絵子
プロデュース　� � 　　：アサツー ディ・ケイ 小野満志呂,唐澤龍也,村岡秀俊
プロダクション� � 　　：キシログラフィアS.R.L.
クライアント　� � 　　：シチズン時計
撮影　　　　�� � 　　：新村卓之

● 665E　LIGHT is TIME　〈イタリア・ミラノ トリエンナーレ会場〉

代表者　　　　：廣村デザイン事務所 廣村正彰
ディレクション：廣村デザイン事務所 廣村正彰
デザイン　　　：廣村デザイン事務所 阿部航太 , 関根早弥香
建築設計　　　：日建設計
施工　　　　　：コトブキ
クライアント　：ヤマト運輸
撮影　　　　　：ナカサアンドパートナーズ

● 628D　羽田クロノゲート　〈東京・大田区〉

代表者　　　　� � ：クレーインク 太田菜穂子,南木隆助
ディレクション� � ：クレーインク 太田菜穂子
基本設計　　　� � ：南木隆助
アートディレクション� ：10 inc 柿木原政弘,内田真弓
実施設計　　　� � ：Massimo Quendolo, Lea Saito
映像　　　　　� � ：シカク 大久保雅人,大久保篤史
プロダクション� � ：NTT ラーニングシステムズ
クライアント　� � ：文化庁
撮影　　　　　� � ：シカク 成田小夜子

● 286E　L'art de Rosanjin -魯山人の美- 日本料理の天才 1883-1959　〈パリ・フランス国立ギメ東洋美術館〉

代表者　　　：玉川大学芸術学部 田中敬一
プランニング：玉川大学芸術学部 田中敬一
光演出制御　：玉川大学芸術学部 岩崎修
制作　　　　：玉川大学芸術学部
協力　　　　：西松建設 , シグ , テルミック ,DOTWORKS
主催　　　　：玉川大学芸術学部 メディア・デザイン学科

● 792E　クレーン・イルミネーション　〈東京・玉川大学内〉

■「空間デザイン審査員賞」　5作品

■「空間デザイン審査員賞　田川欣哉賞」



「DSA空間デザイン賞2014」 審査結果速報
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代表者　　　　� � ：丹青社 田中啓介
プロデュース　� � ：ハウステンボス,凸版印刷
企画　　　　　� � ：凸版印刷,丹青社 田中啓介,久保慎太郎
デザイン　　　� � ：丹青社 田中啓介
プロジェクト・マネジメント：丹青社 久保慎太郎
プロダクション� � ：丹青社
事業主　　　　� � ：ハウステンボス
撮影者　　　　� � ：田中写真事務所

● 672E　ハウステンボス “光の王国 2013 リンクファンタジア”　〈長崎・佐世保〉

代表者　　　�� � 　� ：we+ inc. 林登志也
プロデュース・ディレクション� ：we+ inc. 林登志也
アートディレクション・デザイン� ：we+ inc. 安藤北斗 
テクニカル・ディレクション� ：aircord inc. 橋本俊行
デザイン　　�� � � ：村田秀明 , 松山真也
システム・デベロッパー� � ：岩崎修
施工　　　　�� � � ：デエク
クライアント�� � � ：スター商事
撮影者� � � � ：隼田大輔

● 148E　SIGG GO ROUND　〈東京・渋谷〉

代表者　　　：de:sign 山本大介
デザイン　　：de:sign 山本大介　
施工　　　　：コトブキスタイル 福田雄二 
クライアント：アピスコーポレーション 中村浩
撮影者　　　：TANK 高山幸三

● 284C　DiEGO 表参道　〈東京・渋谷〉

代表者　　　　：乃村工藝社 酒井亨
プロデュース　：乃村工藝社 伴野保
建築・構造計算：乃村工藝社 白石康展
デザイン　　　：乃村工藝社  吹浦透
造形　　　　　：ノムラテクノ 中山隆 , 安藤慶行
施工管理　　　：乃村工藝社 及川誠 , 橋場典彦
プロダクション：乃村工藝社
クライアント　：陸前高田市

● 121F　“奇跡の一本松”保存業務　〈岩手・陸前高田〉

■「空間デザイン審査員賞　柘植喜治賞」

■「空間デザイン審査員賞　廣村正彰賞」

■「空間デザイン審査員賞　山倉礼士賞」

■「空間デザイン協会特別賞　復興支援賞」　1作品

代表者　　　　：丹青社 綿引典子
ディレクション：丹青社 和田明彦
プランニング　：丹青社 倉本大樹 , 谷川功晃 
デザイン　　　：丹青社 綿引典子 , 高井諒 , 中井弘志
プロダクション：丹青社
クライアント　：厚生労働省
撮影者　　　　：ヴィスタジャパン 廣崎節雄

● 504B　重監房資料館　〈群馬・草津〉
■「空間デザイン審査員賞　豊口 協賞」



「DSA空間デザイン賞2014」 審査結果速報
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代表者　　　：竹中工務店 森田昌宏
建築設計　　：竹中工務店 森田昌宏 , 興津俊宏
クライアント：外市
撮影者　　　：母倉知樹

● 616C　外市秀裳苑ビル　〈京都・四条〉

代表者　　　：京都大学大学院 工学研究科建築学専攻 太田裕通
デザイン　　：京都大学大学院 太田裕通 , 北村拓也
施工　　　　：ジーク 
クライアント：京都大学附属図書館

● 561B　京都大学附属図書館ラーニングコモンズ　〈京都〉

代表者　　　　　�� ：武蔵野大学 風袋宏幸
アートディレクション� ：武蔵野大学 風袋宏幸
システムデザイン�� ：武蔵野大学 柳田景生,馬場広平,佐藤真衣 
形状デザイン　　�� ：武蔵野大学 内田耕平,志賀美紀,森田亮,会田ちあき,井出祭子
　　　　　　　　　 �   大貫瞳,島勇登
展示設計　　　　�� ：武蔵野大学 佐藤倫子,小林沙也香
映像・グラフィックデザイン：武蔵野大学  佐藤真衣,志賀美紀,佐野杏奈
プロダクション・施工� ：武蔵野大学 EP3
撮影者　　　　　�� ：中島悠二

●451E　ライティング・オブジェ展 “スケール“　〈東京・丸の内〉

代表者　　　　：乃村工藝社 高橋新
プランニング　：乃村工藝社 保坂隆 , 下國由貴
デザイン　　　：乃村工藝社 高橋新 , 千野義昭
ディレクション：乃村工藝社 石井和茂 , 菊池康子
プロダクト　　：乃村工藝社 長崎誠一 , 岡裕一
施設運営・管理：シーズ・スリー 粟谷貴弘 , 伊勢かづみ
プロダクション：乃村工藝社
クライアント　：ジーシー

● 61F　カムリエ　〈東京・文京〉

■「空間デザイン協会特別賞 企画・研究賞」　1作品

■「空間デザイン協会特別賞　学生賞」　2作品

■「空間デザイン協会特別賞　地域賞」　2作品

代表者　　　　：松本直也デザイン 松本直也
プロデュース　：成安造形大学
ディレクション：松本直也デザイン 松本直也
デザイン　　　：松本直也デザイン 松本直也 , 成安造形大学生
協力　　　　　：成安造形大学 佐久川長久
主催　　　　　：成安造形大学
撮影　　　　　：浅野 豪

●215E　Yoshi Bar　〈滋賀・成安造形大学内〉
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○フィッシングショー大阪2014 “ジャッカル ブース”

　大阪／ビークス　北山仁士

○エコプロダクツ 2013 “レンゴー ブース”

　東京・有明／博展　原 慎太郎

○2014シリーズ開幕記念　横浜DeNAベイスターズ “次の野球展”

　神奈川・横浜／博展　福坂 済

○エクステリア＆ガーデンフェア NAGOYA 2013 “四国化成工業 ブース”

　愛知・名古屋／博展　高橋 匠

○OHARA 2013 “A&W Atsuko Matano ブース”

　東京・有楽町／博展　酒井美菜子

○第15回グルメ＆ダイニングショー春2014

　“ニッポンいいもの再発見!コーナー”

　東京・有明／博展　堀田純希

○第58回 日本リウマチ学会総会・学術集会 “田辺三菱製薬 ブース”

　東京・高輪／博展　高橋 匠

○朝日住まいづくりフェア2013 “大和ハウス工業 ブース”

　東京・有明／博展　歌代 悟

○松井秀喜展　-55番の軌跡-

　東京・芝公園／博展　吉田早也香

○SCビジネスフェア2014 “三井不動産 ブース”

　神奈川・横浜／博展　矢野吉昭

○総合印刷機材展2013 “ハイデルベルグジャパン ブース”

　東京・有明／博展　北川 卓

○LED Next Stage “カネカブース”

　東京・有明／博展　矢野吉昭

○JAPANドラッグストアショー2014 “KOSE ブース”

　千葉・幕張／博展　遠藤友莉奈

○JACLaS EXPO 2013 臨床検査機器・試薬・システム展示会

　“積水メディカルブース”

　神奈川・横浜／博展　山中優花

○建築建材展2014 “東洋鋼鈑 ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　熊谷琴絵

○第38回日本ショッピングセンター全国大会SCビジネスフェア2014

　“三菱地所 ブース”

　神奈川・横浜／博展　山中優花

○第6回化粧品産業技術展 “岩瀬コスファ ブース”

　神奈川・横浜／ムラヤマ　横田 茜

○ジャパンアミューズメントエキスポ2014 “フリュー ブース”

　千葉・幕張／ムラヤマ　深澤美香

○CEATEC JAPAN 2013 “日本航空電子工業 ブース”

　千葉・幕張／フジヤ　菅原由貴子

○エコプロダクツ2013 “三菱電機 ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　赤澤真美

○国際ホテルレストランショー2014 “ホシザキ電機 ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　赤澤真美

A部門　エキシビション、プロモーション空間
○スヌーピー展 “しあわせは、きみをもっと知ること。”

　六本木／Branco　丸山健史

○名古屋スクエアimaショールーム

　愛知・名古屋／パールマネキン　岩井誠

○ユーロショップ2014

　ドイツ・デュッセルドルフ／パールマネキン　岩井誠

○東京デザイン照明展2014 “パナソニック ブース”

　東京・有明／乃村工藝社　日野寿一

○RMK 春夏コレクション2014 “PLAY ON PINK”

　東京・表参道／デザインカフェ　平澤 太

○第32回 JAPANTEX 2013 インテリアトレンドショー “TOSO ブース”

　東京・有明／デザインカフェ　平澤 太

○シーテックジャパン2013 “パイオニア ブース”

　千葉・幕張／乃村工藝社　河内勝巳

○国際モダンホスピタルショウ2013 “FUJIFILM ブース”

　東京・有明／デザインカフェ　平澤 太

○第21回日本消化器関連学会週間 “FUJIFILM ブース”

　東京・高輪／デザインカフェ　平澤 太

○JAPAN SHOP 2014 特別展示 “VMD Tree Shop”

　東京・有明／ノムラデュオ　山田祐照

○エコプロダクツ2013 “エプソン販売 ブース”

　東京／昭栄美術　刀根 亮

○日本国際包装機械展2013 “システムスクエア ブース”

　東京・有明／システムスクエア　斉藤寿満

○エコプロダクツ2013 “シチズン ブース”

　東京・有明／ナル・コーポレーション　柳屋恵二

○アイアンマン 300％　The Exhibition

　東京・神宮前／フジヤ　仲屋光廣

○2014国際医用画像総合展 “ジェイマックシステム ブース”

　横浜／ノムラデュオ　品川利之

○文芸提灯展　言ノ葉の灯

　東京・押上／フジヤ　仲屋光廣

○第43回東京モーターショー2013 “LEXUS ブース”

　東京・有明／乃村工藝社　田村啓宇

○第86回日本整形外科学会学術総会 “第一三共 ブース”

　広島／フジヤ　衣斐亜寿香

○国際自動車通信技術展2014 “本田技研工業 ブース”

　東京・有明／博展　森 崇

○エコプロダクツ 2014 “ライオン ブース”

　東京・有明／博展　平山彬子

○ITEM in JRC 2014国際医用画像総合展 “シーメンス・ジャパン ブース”

　神奈川・横浜／博展　森 崇

○エコプロダクツ 2014 “サンデン ブース”

　東京・有明／博展　長尾彩香

空間デザイン賞入選作品 [ 部門／作品名／場所／作品代表者 所属・氏名 ]
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○第36回バンコク国際ギフトフェア “ジャパンハウス ブース”

　タイ・バンコク／リュウコゼキデザインスタジオ　小関隆一

○ラブ・ローカル・インダストリー展

　東京・新宿／リュウコゼキデザインスタジオ　小関隆一

○エコプロダクツ2013

　“塩ビ工業・環境協会/塩化ビニル環境対策協議会 ブース”

　東京・有明／HB DESIGN STUDIO　渡辺英稔

○エコプロダクツ2013 “日本製紙 ブース”

　東京・有明／博展　高橋 匠

○ジャパンゴルフフェア2014 “三菱レーヨン ブース”

　東京・有明／フジヤ　福地航大

○ポケモンゲームショー

　東京・有明／白水社　赤松真也

○WOC2014TOKYO “ライカ ブース”

　東京・丸の内／フジヤ　福地航大

○第21回日本乳癌学会学術総会 “ノバルティス ファーマ ブース”

　静岡・浜松／AZOIC　菊池克弥

○第39回 FOODEX JAPAN 2014

　千葉・幕張／アートフリーク　東田久美子

○第43回東京モーターショー2013 “YAMAHA ブース”

　東京・有明／KAZAANA design studio　堀 智映

○アラブヘルス 2014 “富士フィルム ブース”

　アラブ首長国連邦・ドバイ／脇谷健一デザイン事務所　脇谷健一

○草月陶房40年記念　越前の竹林から　-勅使河原宏の陶にいける-

　東京／ノムラデュオ　青木順子

○adidas 2014 FIFA World Cup Exhibition

　東京・六本木／ムラヤマ　野元雄介

○エコプロダクツ2013 “オール東京62市区町村共同事業 ブース”

　東京・台場／環境計画研究所　荻野裕一

○東京マラソンEXPO2014 “タビオ ブース”

　東京・有明／ジーク　有元 茜

○'13食博覧会・大阪テーマ館

　大阪／ジーク　有元 茜

○第76回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2014

　“ラドンナ ブース”

　東京・有明／アートフリーク　平山友美子

○氣志團万博 2013

　千葉・袖ヶ浦／シミズオクト　増渕滋光

○warew exhibition

　東京・有明／NOSIGNER　太刀川英輔

○FABIA ブランドデビューイベント

　東京・六本木／タカトリオフィス　鷹取 努

○第24回 国際文具・紙製品展 ISOT 2013 ”デザインフィル ブース”

　東京・有明／エイブルビーン　池澤和重

○臨床検査機器・試薬・システム展示会 2013

　“アボットジャパン×東芝メディカルシステムズ ブース”

　神奈川・横浜／アートフリーク　酒井良隆

○建築・建材展2014 “ゲーテハウス ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　杉田真哉

○日本木工機械展2013 “兼房 ブース”

　愛知・名古屋／スペース SC研究所　尾西雄一郎

○エコプロダクツ2013 “キリン ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　横田 茜

○レジャーホテルフェア2013 “東京マツシマ ブース”

　東京・有明／フジヤ　長谷川真理

○JGAS2013 会場計画

　東京・有明／ムラヤマ　野元雄介

○ミラノマンガフェスティバル 「日本マンガの200年展」

　イタリア・ロトンダ ディ ビア ベザーナ／ムラヤマ　菊地大作

○シーテックジャパン2013 “インテル ブース”

　東京・有明／フジヤ　長谷川真理

○フォトンフェア2013

　静岡・浜松／フジヤ　長谷川真理

○インテリアトレンドショー 第32回 JAPANTEX 2013 “ニチベイ ブース”

　東京・有明／ムラヤマ　駒崎 薫

○ベビー・キッズ&マタニティショー2013

　“GMPインターナショナル ブース”

　東京・有明／博展　歌代 悟

○国際フィッシングショー2014 “モーリス ブース”

　神奈川・横浜／博展　平田 寛

○スーパーマーケットトレードショー2014 “高山 ブース”

　東京・有明／博展　酒井美菜子

○JAPAN SHOP 2014 “サンゲツ ブース”

　東京・有明／フジヤ　小林由果

○日本の地域産業の今 vol.2　いわてのうるし 浄法寺漆

　東京・銀座／シービーケー　中沢仁美

○デリーオートエキスポ2014 DATSUN GLOBAL DESIGN MODULE

　インド・デリー／Katayama DESIGN STUDIO　方山裕一

○シーピープラス2014 “エプソン販売 ブース”

　神奈川・横浜／ディー・エイト　中沢拓也

○第6回化粧品産業技術展 2013 “日本色材工業研究所 ブース”

　神奈川・横浜／アートフリーク　河野晋也

○JACLaS EXPO 2013

　“シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス ブース”

　神奈川・横浜／アートフリーク　河野晋也

○第13回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 “帝人 ブース”

　東京・有明／コムプライム　相馬大介

○第5回国際二次電池展～バッテリージャパン～ “ゼオン ブース”

　東京・有明／コムプライム　相馬大介

○第2回高機能プラスチック展 “住友ベークライト ブース”

　東京・有明／フジヤ　松本雅宗

○国際眼科学会2014 “トプコン ブース”

　東京・丸の内／フジヤ　山下あずさ

○第26回 インターフェックスジャパン2013 “トップ ブース”

　東京・有明／フジヤ　山下あずさ
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○シーテックジャパン2014 “アルプス電気 ブース”

　千葉・幕張／白水社　秋本隆史

○東京デザイナーズウィーク2013 “JDN ブース”

　東京・青山／JDN　新庄良太郎

○「80人のデザイナーとその仲間たち」展

　-日建スペースデザイン創立２０周年記念展示-

　東京・飯田橋／日建スペースデザイン　山本祥寛

○特別展「恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス

　～知られざる大陸ララミディアでの攻防～」

　大阪／中央宣伝企画　新井こずえ

○エコプロダクツ2013 ウェルカムディスプレイ

　東京・有明／日経ピーアール　小林日出子

○シーテックジャパン2013 “富士通 ブース”

　千葉・幕張／ジーク　水口 亮

○国際フィッシングショー2014 “がまかつ ブース”

　横浜・みなとみらい／ジーク　平等隆志

○建築建材展2014 “GOOD DESIGN ZONE”

　東京・有明／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○THE POWER OF COLOR

　東京／SOL style　伊東 裕、劔持良美

○CANTACARTA CAFFE

　東京・青山／SOL style　伊東 裕、劔持良美

○2013国際ロボット展 “安川電機 ブース”

　東京・有明／スピン　中村直樹

○JAPANSHOP2014 “ARAKAWA ブース”

　東京・有明／SOL style　伊東 裕、劔持良美

○モノマチ2013 モノづくり市

　東京・徒蔵／SOL style　伊東 裕、劔持良美

○エコプロダクツ2013 “日本テクノ ブース”

　東京・有明／博展　平田 寛

○ジャパンゴルフフェア “ナイキゴルフ ブース”

　東京・有明／ビートニク　山田 旭

○ピエール・カルダン 展示会 “Spring/Summer 2014”

　東京・六本木／息吹工藝社　渡邉世志治

○震災から３年、キオクと復興の今

　東京・六本木／ビートニク　山田 旭

○下水道展’13東京 “カナフレックス ブース”

　東京・有明／ジーク　野々 顕

○第48回ジャパンゴルフフェア2014 “キャロウェイゴルフ ブース”

　東京・有明／博展　中榮康二

○第43回東京モーターショー2013 “ダイハツ ブース”

　東京・有明／電通　関口真一郎

○SISLEY 2013 A/W 展示会

　東京・表参道／息吹工藝社　渡邉世志治

○ROOMBLOOM IFFT/interiorlifestyle living 2013

　東京・有明／ミンナ　長谷川哲士

○ENEX2014 経済産業省 資源エネルギー庁

　東京・有明／スピン　露木彰彦

○日本心血管インターベンション治療学会2013

　“アボットバスキュラージャパン ブース”

　兵庫・神戸／アートフリーク　酒井良隆

○ITS世界会議東京2013 “NECグループ ブース”

　東京・有明／NECマネジメントパートナー　池上 剛

○第20回ITS世界会議 “KDDI ブース”

　東京・有明／博展　中榮康二

○第34回国際眼科学会 “参天製薬 ブース”

　東京・有楽町／アコースト・コーポレーション　東 めぐみ

○JAPAN SHOP 2014 “トライテラス ブース 光の舞台”

　東京・有明／昭栄美術　戸田礼香

○コメ展 “サテライトブース in 東京ミッドタウン”

　東京・赤坂／アクシス　皆川雄一

○DRESSER　二子新地 マンションギャラリー

　神奈川・川崎／環境計画研究所　秋和悟之

○歌舞伎座ギャラリー　「歌舞伎の美春」

　東京・銀座／丹青社　土井啓郁

○The 11th AUTOMEC

　“アイシン精機 グローバルモーターショー ブース”

　ブラジル・サンパウロ／電通　浦橋信一郎

○CEATEC JAPAN 2013 ”千葉県/千葉市 ブース”

　千葉・幕張／千葉県立東金高等技術専門校　長濱晃子

○Blue Windy Lounge @Yuigahama 2013

　神奈川・鎌倉／電通　石阪太郎

○第30回ジャパン建材フェア “ハウステック ブース”

　東京・有明／トーガシ　河合雄介

○CGF THE GLOBAL SUMMIT 2013 “ロレアル ブース”

　東京／中村展設　永井真利子

○クラッシィタワー淀屋橋 マンションサロン

　大阪／環境計画研究所　伊東孝祐

○エコプロダクツ2013 “資生堂 ブース”

　東京・有明／資生堂　沖津真美

○ザ・ギンザ コスメティックス 新製品発表会

　東京・銀座／資生堂　沖津真美

○システム コントロール フェア 2013

　“三菱重工業 MHIコントロールシステムズ ブース”

　東京・有明／George P. Johnson　勝呂友美

○ITEM in JRC 2014 国際医用画像総合展 “島津製作所 ブース”

　神奈川・横浜／ジゴワット　一前義憲

○PV Japan 2013 “フジプレアム ブース”

　東京・有明／ジゴワット　一前義憲

○第12回ヘルスフードエキスポ “奥野製薬工業 ブース”

　東京・有明／ジゴワット　一前義憲

○Bloom  BEAUTY BIOTOPE　資生堂ベネフィーク 新スキンケア発表会

　東京・押上／資生堂　小林恵理子

○MAJOLICASTLE

　東京・渋谷／資生堂　小林恵理子

○Search Your Winter

　東京・渋谷／博報堂　小野直紀
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○東京大学モバイルミュージアム in みやざき

　宮崎／東京大学総合研究博物館　洪 恒夫

○日清食品グループ “the WAVE” エントランスホール展示

　東京・八王子／大日本印刷　近藤大介

○下関ふくふくこども館

　山口・下関／丹青社　西山健一

○諫早市美術・歴史館

　長崎・諫早／丹青社　土井啓郁

○台湾 國立海洋科技博物館

　台湾・基隆市／丹青社　土井啓郁

○十和田ビジターセンター

　青森・十和田／乃村工藝社　上原 裕

○箱根ジオミュージアム

　神奈川・箱根／乃村工藝社 　上原 裕

○JAL工場見学 ～SKY MUSEUM～

　東京・羽田／コクヨファニチャー　鹿野喜司

○南山大学 人類学博物館

　愛知・名古屋／丹青社　齊藤克己

○山梨ジュエリーミュージアム

　山梨・甲府／丹青社　林野友紀

○山梨県立リニア見学センター リニューアル

　山梨・都留／丹青社　福田 隆

○郵政博物館

　東京・押上／丹青社　高柳 敦

○八海山雪室

　新潟・南魚沼／KAJIMA DESIGN　星野時彦

○高台避難誘導を促進する光環境整備-岩手県釜石市

　岩手・釜石／ぼんぼり光環境計画　角舘政英

C部門　商業・サービス空間
○エヌティティデータエンジニアリングシステムズエーエムデザインラボ

　大阪・箕面／TotalDesignWorks ROOT　清家久仁

○鴨川シーワールド レストランオーシャン

　千葉・鴨川／KFXデザイン　Fernando Vazquez

○珈琲とお菓子「き」

　東京・世田谷／イド　小栗誠詞

○THE GRAND ORIENTAL MINATOMIRAI

　神奈川・横浜／乃村工藝社　松田知也

○Moonlit Garden Wuxi Bld 43 Seles Center

　中国・無錫／PRISM DESIGN SHANGHAI　小林正典

○通りの小屋

　大阪／岩橋翼建築設計事務所　岩橋 翼

○AirBuggy BUILD & BIKE 90DAYS STORE

　東京・赤坂／博展　歌代 悟

○グローバル住販 人形町仲介センター

　東京・中央区／デザインカフェ　平澤 太

○マークイズ みなとみらい

　神奈川・横浜／乃村工藝社　中 和哉

○バーゼルワールド “セイコーパビリオン 2013・2014”

　スイス・バーゼル／丹青社　猪瀬恭志

○ジャンプフェスタ2014 “ポケモン ブース”

　千葉・幕張／白水社　宮崎 翔

○4億年、昆虫との手紙展。

　東京・竹橋／エヌ・ティー・エス　吉田 隆

○creation baumann LED Next Stage 2014

　東京・有明／ナツメトモミチ　夏目知道

○BMW i Press Conference

　東京・六本木／ビートニク　山田 旭

○演奏情景を切り取る。-ヤマハデザイン研究所50周年企画展-

　東京・六本木／TAKT PROJECT　本多 敦

○Embedded Technology 2013 “Intel ブース”

　千葉・幕張／ナオ・デザイン　小林睦直

○めくる什器、めぐる什器。-MAXRAY新製品展示会-

　東京・六本木／TAKT PROJECT　本多 敦

○第43回東京モーターショー2013 “ブリヂストン ブース”

　東京・有明／シンク・デザイン　白石 陽

○PVEXPO2014 “電菱 ブース”

　東京・有明／ジールアソシエイツ　鎌田 修

○パテックフィリップ展～歴史の中のタイムピース～

　東京・神宮外苑／ビートニク　山田 旭

○LED Next Stage 2014 “ルートロン ブース”

　東京・有明／ジールアソシエイツ　鎌田 修

○バーゼルワールド 2014 “シチズン ブース”

　スイス・バーゼル／イクシー　安田信幸

○LED NEXT STAGE 2014 “DNライティング ブース”

　東京・有明／ジールアソシエイツ　石井香菜実

○東京ゲームショウ 2013 “マイクロソフト ブース”

　千葉・幕張／AMP　上遠野博史

○ARDBEG SPACE EVENT

　東京・台場／息吹工藝社　渡邉世志治

○FOODEXJAPAN2014 “南アフリカ パビリオン ブース”

　千葉・幕張／トーガシ　苅部聴行

○デンソーデザインの変化展

　東京・六本木／デンソー　杉山真二

○第77回東京インターナショナル・ギフトショー春2014

　“イケモク ブース”

　東京／PCデザイン事務所　皿田亮朋

B部門　文化・街づくり空間
○ANA Discovery Center

　東京・下丸子／乃村工藝社　中村和延

○海洋博公園 海洋文化館

　沖縄・国頭郡／乃村工藝社　志水俊介

○立教学院展示館

　東京・池袋／大日本印刷　北村 豊
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○ザ・プリンス　さくらタワー

　東京・高輪／乃村工藝社 A.N.D.　齋藤玲子

○COREDO室町3

　東京・日本橋／乃村工藝社 A.N.D.　小坂 竜

○バー　バックヤード

　東京・港区／乃村工藝社　谷 高明

○未来屋書店 みらいやのもり

　千葉・幕張／ジーク　山中隆寛

○ファンタジア深圳 本社オフィス

　中国・深圳／乃村工藝社　吉永光秀

○ヒルトン福岡シーホーク ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

　チャペル オーラ

　福岡／乃村工藝社　青野恵太

○鬼平江戸処　東北自動車道 羽生パーキングエリア（上り）

　埼玉・羽生／乃村工藝社　青野恵太

○ザ マーカススクエア福岡

　福岡・輝国／丹青社　林野友紀

○にんべん 日本橋本店

　東京・日本橋／船場　廣瀬 悠

○あんしん館 コミュニティホール武庫之荘

　兵庫・尼崎／elevennine interior design office　永田 武

○FRAPBOIS　あべのハルカス ソラハ

　大阪・阿倍野／パルス　武井ヒロヨシ

○ハモニカチャレンジマルシェ : エディ

　東京・吉祥寺／武蔵野大学　風袋宏幸

○オービィ横浜

　神奈川・横浜／丹青社　眞田章太郎

○上海湯包小館　アピタ稲沢

　愛知・稲沢／スペース Design Lab.　根石武信

○グランフロント大阪　うめきたフロア

　大阪・梅田／丹青社　大山久志

○三井ガーデンホテル 京都新町 別邸

　京都・中京／竹中工務店　小林浩明

○肥後橋シミズビル

　大阪／フィールドフォー・デザインオフィス　代田哲也

○常磐自動車道 守谷サービスエリア(上り) 　Pasar守谷

　茨城・守谷／丹青社　長谷川あみ湖

○HAMAKICHI DINING ＆ CAFE

　東京・芝浦／コクヨファニチャー　岡本 悠

○アニヴェルセルみなとみらい横浜

　神奈川・横浜／フィールドフォー・デザインオフィス　森 芽久美

○難波 ブルーバード ミナミ

　大阪・浪速／カフェ　森井 良幸

○東映アニメーション 中野オフィス「PORTAL」

　東京・中野／ダイヤオフィスシステム　富本亮太

○アステラス製薬　別館

　東京・日本橋／フィールドフォー・デザインオフィス　並木良一

○Le Coeur Café ANTIQUE 一宮店

　愛知・名古屋／スペース Design Lab.　根石武信

○ロン・ポワン

　東京・丸の内／船場　大川武人

○ハウステンボス ミューズホール

　長崎・佐世保／乃村工藝社　高橋文朋

○リサとガスパール タウン

　山梨・富士吉田／ムラヤマ　蓮見 藍

○ハイランドリゾート ホテル＆スパ　リサ ルーム / ガスパール ルーム

　山梨・富士吉田／ムラヤマ　蓮見 藍

○神戸ポートピアホテル但馬

　兵庫・神戸／乃村工藝社 A.N.D.　田村 憲明

○タツノ横浜工場ショールーム リニューアル

　東京、神奈川・横浜／フジヤ　浅野友里

○京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ

　京都／スペース　大藪由紀夫

○ガンボ & オイスターバー 大手町店

　東京・大手町／白水社　川端信二

○麻布テーラースクエア福岡 アートワーク

　福岡・天神／コンポジット　寺江隆志

○DESCENTE SHOP TOKYO

　東京・原宿／フジヤ　中郡伸一

○トレーディングポスト 青山本店

　東京・神宮前／乃村工藝社　越膳博明

○KLOS コイズミ照明オペレーションスタジオ

　大阪／乃村工藝社　松浦竜太郎

○club Arcadia

　大阪／スーパーマニアック　今福彰俊

○bar005

　大阪・西心斎橋／スーパーマニアック　今福彰俊

○パンケーキ専門店 エムジー

　大阪・心斎橋／スーパーマニアック　今福彰俊

○人形師 原孝洲

　東京・浅草橋／スーパーマニアック　今福彰俊

○アソコ 原宿店

　東京・渋谷／船場　神戸 暁

○ホワイトエッセンス高島　サロン・ド・エム

　滋賀・高島／乃村工藝社　松浦竜太郎

○"DIESEL SHIBUYA Home Collection “Windows”

　東京・渋谷／岡田公彦建築設計事務所　岡田公彦

○丸八製茶場

　石川・加賀／ヨシダ宣伝　河野慶太

○今村証券カンファレンスルーム改修

　石川・金沢／フィールドフォー・デザインオフィス　藤井 誠

○diptych

　滋賀・草津／タカラスペースデザイン　小林昌平

○Hilton Arena - Hilton Odawara Resort & Spa

　神奈川・小田原／ジーク　橋本健司

○ぽっぽ町田活性化プロジェクト

　東京・町田／フィールドフォー・デザインオフィス　大久保敏之
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○倶楽部うるわし カラオケ室

　東京／フィルデザイン　向笠謹明

○リノホテル京都

　京都・右京／村川美紀建築設計事務所　村川美紀

○BAO BAO ISSEY MIYAKE 阿倍野

　大阪・阿倍野／MOMENT　平綿久晃

○羽田クロノゲート　見学コース

　東京・大田区／大日本印刷　会田晃一郎

○ナナズグリーンティー 2013

　大阪、茨城、東京、兵庫、神奈川、熊本、福岡

　エイトブランディングデザイン　西澤明洋

○三井ガーデンホテル大阪プレミア

　大阪・北区／三井デザインテック　山口昭彦、藤井奈保子

○萬亭　横浜ランドマーク店

　神奈川・横浜／848Design　橋谷 昇

○小田原　地魚づくり

　神奈川・小田原／848Design　橋谷 昇

○辻家庭園　前田家家老旧横山家迎賓館

　石川・金沢／浦建築研究所　浦 淳

○太田市保健センター

　群馬・太田／清水建設　垣内 泰

○柱の杜

　愛知・日進／間宮晨一千デザインスタジオ　間宮晨一千

○ヤング・リヴィング・ジャパン・インク　ショールーム&ラウンジ

　東京・新宿／コクヨファニチャー　佐藤 航

○パーキング

　静岡・浜松／dEL sp design　河合貞典

○コクヨファニチャー　ジャカルタショールーム

　インドネシア・ジャカルタ／コクヨファニチャー　佐藤 航

○のんKIDSDENTAL

　福岡・久留米／A.D.O.　松田泰寛

○友晃電気本社ビル

　埼玉・戸田／清水建設　柳 義明

○hows photo studio

　鳥取・米子／エリアコネクション　渡邊裕樹

D部門　ショーウインドウ＆ヴィジュアルデザイン空間
○ヴェゼル・イメージディスプレイ

　東京・青山／ノムラデュオ　山田祐照

○青い雲龍

　東京・銀座／サンモトヤマ　茂登山弘美

○オアシス

　東京・銀座／資生堂　山本千絵子

○2013 タカシマヤクリスマス ～心ときめく、夢の世界へ。～

　愛知・名古屋／エー・ティ・エー　田所竜馬

○override 木梨サイクル ウィンドウディスプレイ

　東京・原宿／ノムラデュオ　打田昭子

○KONICA MINOLTA SKT

　東京・八王子／竹中工務店　大日方淳夫

○ケーズ美容皮ふ科

　福岡・北九州／浅野藝術　浅野雅晴

○フクラシア品川クリスタルスクエア

　東京／フィールドフォー・デザインオフィス　大久保 敏之

○Yahoo!JAPAN CAFETERIA

　東京・六本木／三井デザインテック　三浦圭太

○クラタ珈琲店 戸畑店

　福岡・北九州／ジーク　川野健司

○Q'sLIVING 荘内銀行泉中央支店

　宮城・仙台／船場　成富法仁

○ロイヤルパークホテル ザ 名古屋

　愛知・名古屋／竹中工務店　黒柳 亮

○ひかりのまち

　大阪・和泉／フィールドフォー・デザインオフィス　原田靖之

○ポノス

　京都／ヴィス　鈴木幸児

○タツタテクニカルセンター

　京都・木津川／清水建設　鳥居健一

○吉池食堂

　東京・上野／丹青社　佐藤 篤

○船橋総合病院　にんじん保育室

　千葉・船橋／フィールドフォー・デザインオフィス　原田靖之

○aoihana

　三重・桑名／タイプ・エービ－　伊藤孝紀

○行岡病院 がん医療センター内　放射線治療室

　大阪／ハートス　遠藤南美

○セレクトショップ　和カフェ　京美山　SATOYAMAWALL

　京都／竹中工務店　塚本直子

○CST　サイクルステーションとりで

　茨城・取手／16アーキテクツ　小川達也

○イシヤショップ

　北海道・札幌／大日本印刷　会田晃一郎

○ジェームステイラー

　和歌山／ドロワーズ　小倉寛之

○新緑

　群馬・草津／ビートニク　山田 旭

○「PEN'S ALLEY Takeuchi」リニューアル計画

　愛知・岡崎／矢田義典設計室　矢田義典

○特別養護老人ホーム うらやす

　宮城・名取／三井デザインテック　三浦圭太

○Dream Dairy Farm Store

　千葉・印旛／落合守征建築設計事務所　落合守征

○ミンクス 銀座店

　東京・銀座／ユニオンテック　坂井 亮

○北大路 銀座本店

　東京／フィルデザイン　向笠謹明
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○和傘　伝統の技×アート

　東京・銀座／ノムラデュオ　三浦 卓

○NIKE FLYNIT CHANDELIER

　東京・原宿／丹青ディスプレイ　江川正範

○Summer Breeze

　東京・武蔵村山／ジ・エアー　鈴木孝子

○春爛漫

　東京・銀座／資生堂　山本千絵子

○「2013年 秋」

　神奈川・小田原／シービーケー　田中美穂

○アニエスベー 青山店 “マルチェロ・ウオッチ展”

　東京・南青山／セイコーウオッチ　平松維実

○和光「瀑」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「鈕」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「曲」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「髭」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「包」

 東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「愛」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「大地を纏う花嫁」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光「運命の紅い糸」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○和光アネックス「Lip Movement」

　東京・銀座／和光　武蔵 淳

○「2013タカシマヤ クリスマス」

　～サンタさんと9頭のトナカイ～ 日本橋店

　東京・日本橋／エー・ティ・エー　毛利元信

○「タカシマヤ　リュクススタイル　2014 スプリング」

 東京・日本橋／エー・ティ・エー　毛利元信

○Shadow song

　東京・新橋／資生堂　近藤香織

○香りの言葉

　東京・汐留／資生堂　山田みどり

○Words To You

　東京・銀座／資生堂　近藤香織

○西武渋谷店「Bill Cunningham New York」

　東京・渋谷／ケー・ディー　大月勝弘

○西武渋谷店「せいぶくらふと」

　東京・渋谷／ケー・ディー　大月勝弘

○西武渋谷店「一度会ったら忘れられない女性」

　東京・渋谷／ケー・ディー　大月勝弘

○西武渋谷店「Crystllize Christmas」

　東京・渋谷／ケー・ディー　大月勝弘

○西武池袋本店「Only the Best Christmas 2013」

　東京・池袋／ケー・ディー　大月勝弘

○伊勢丹新宿店本館 メンズ館 「グローバル・グリーン キャンペーン」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店メンズ館「ネクスト ノスタルジー」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店本館　彩り祭「ハッピー コスモロジー」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店本館 メンズ館「FINDING WONDER CHRISTMAS」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店本館「アリュール シック」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店本館「かわいいにほん」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○伊勢丹新宿店メンズ館　花々祭「ダンス」

　東京・新宿／プランクス　佐藤寧子

○SHISEIDO THE GINZA「春の風」

　東京・銀座／資生堂　浜田佐知子

○ブリヂストン コミュニケーションスペース

　東京／WALTZ.　川崎敏弘

○京都いいMONO再発見　イタリアンな京都 DOPPEL×Ki-Yan

　京都・河原町／エー・ティ・エー　宮内 健

○Shiseido‘KANSEI’ Design Lab

　東京・銀座／資生堂　駒井麻郎

○開花宣言

　神奈川・横須賀／資生堂　小林恵理子

○水玉とレインコート

　東京・銀座／資生堂　渡辺真佐子

○home&hope

　兵庫・伊丹／京都造形芸術大学　関本徹生

○あいちトリエンナーレ2013

　愛知／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○深海のクリスマス、メガクリ！

　愛知・名古屋／滋賀県立大学　礒野 楓

○西武渋谷店 MOVIDA館

　東京・渋谷／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○ヨツバコ ナツヤスミ

　神奈川・横浜／ミンナ　角田真祐子

○まるごと津和野マルシェ

　島根・鹿足郡／ミンナ　角田真祐子

○アーバンリサーチ「ポップ アップ ショップ　名古屋ラシック」

　名古屋・栄／息吹工藝社　渡邉世志治

○アーバンリサーチ「ポップ アップ ショップ　東京大丸」

　東京・丸の内／息吹工藝社　渡邉世志治

○ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE / GINZA <Wearing Light>

　東京・銀座／小松宏誠

○母娘

　東京・銀座／ミキモト　河合知恵
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○ミッション遂行型タイムトライアルゲーム　脱出成功率1％　恐竜の森

　長崎・佐世保／中央宣伝企画　鈴木淳史

○浮遊する滴の孔

　名古屋・丸の内／KHA - Kotaro Horiuchi Architecture　堀内功太郎

○阪急うめだ本店「バース オブ ハピネス」

　大阪・梅田／TSP太陽　木村寿行

○東日本大震災復興支援「ライティング・オブジェ 2013 東京 - 福島」

　東京・丸の内・有楽町、神奈川・横浜、福島／イルミナティ　仁木 洋子

○世界らん展日本大賞2014　蘭・未来をつかもう！！

　東京・後楽／メルティス　山田和実

○お台場合衆国2013

　東京・台場／フジテレビジョン　桐山三千代

○JR姫路駅ビル　ピオレ姫路

　兵庫・姫路

　ジェイアール西日本コンサルタンツ　山下浩司、竹中工務店　本間たかし

○森林公園 Harmony with Nature 2013 <トゥランドット>「Dome」

　埼玉・比企郡／草月会　山崎春鶯

○東日本大震災復興支援チャリティ 光と音のシンフォニー

　ライティング・オブジェ2013「光の箱」

　東京・台場、福島・いわき、宮城・石巻／乃村工藝社　浅野敦司

○鶴ヶ城プロジェクションマッピング はるか2014「庄助の春こい絵巻」

　福島・会津若松／ＮＨＫエンタープライズ　森内大輔

○震災から３年　「明日へ」コンサート

　東京・渋谷／日本放送協会　山田崇臣

○YUMING SURF&SNOW in Naeba　Vol.34

　新潟・南魚沼／シミズオクト　宮崎裕介

○光のシャワー

　大阪・阿倍野／竹中工務店　原田哲夫

○ステップス イン ジ エア

　東京・京橋／旭硝子　吹春 高男

○シェリーフ西船橋グレイスノート

　千葉・船橋／フィールドフォー・デザインオフィス　志村美治

○マザー牧場 イルミネーション 2013 - 2014

　キラキラファーム -まきばの不思議な夜-

　千葉・富津／アクシス　桶川 悟

○あかりプロジェクト2013

　大阪・摂津／大阪人間科学大学　吉田幸代

○沖縄ワンダーミュージアム

　沖縄／丹青社　西山健一

○MIKIMOTO Jumbo Cristmas Tree 2013

　東京・銀座／ミキモト　河合知恵

○BOOK CLOCK

　東京・渋谷／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○SYNQA

　東京・中央区／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○Merry Merry Makeup!

　7人のHAIR MKEUP ARTISTと、TOKYO FASHION展。

　東京・銀座／資生堂　岸野桃子

○SELF & SHELF LOFT

　東京・豊島／廣村デザイン事務所　廣村正彰

○ウィンター ドリーム

　大阪／阪急阪神百貨店　亀山和廣

○ゴー グローバル

　大阪／阪急阪神百貨店　亀山和廣

○虎屋 赤坂本店「兜」

　東京・赤坂／息吹工藝社　渡邉世志治

○虎屋 赤坂本店「あじさい」

　東京・赤坂／息吹工藝社　渡邉世志治

○虎屋 赤坂本店「線香花火」

　東京・赤坂／息吹工藝社　渡邉世志治

○虎屋 赤坂本店「秋夜」

　東京・赤坂／息吹工藝社　渡邉世志治

○虎屋 赤坂本店「春風」

　東京・赤坂／息吹工藝社　渡邉世志治

○成長する森

　東京・銀座／資生堂　岸野桃子

○ミキモト本店ウインドウディスプレイ「朱鷺水・TOKIMIZU」

　東京・銀座／ミキモト　新保智子

○銀座天國　村祭り

　東京・銀座／持木工房　持木慎子

○銀座天國　午

　東京・銀座／持木工房　持木慎子

○フラクサス福岡「瞳の奥のクリスマス」

　福岡／九州産業大学　栗田 融

○ABENO HARUKAS

　大阪／廣村デザイン事務所　廣村正彰

E部門　エンターテイメント＆クリエイティブ・アート空間
○イルミナイト万博Ｘmas　ビームペインティング「colors」

　大阪・吹田／TSP太陽　木村寿行

○イルミナイト万博夕涼み　ミラーボーラー「陰と陽」

　大阪・吹田／TSP太陽　木村寿行

○天然温泉　楽の湯　こまき

　愛知／ミュー　城 康弘

○東京ミチテラス2013「明日へと続く、光のレールウェイ」

　東京・千代田区／乃村工藝社　津山竜治

○Moonlit Garden Wuxi Bld 44 INFINITY BAMBOO FOREST

　中国・無錫

　PRISM DESIGN SHANGHAI・上海莆森投資管理有限公司　小林正典

○神戸ビエンナーレ2013　アートインコンテナ国際展「WINK」

　兵庫・神戸／Masakazu Shirane + Saya Miyazaki　白根昌和

○横浜・八景島シーパラダイス 20周年大階段装飾

　神奈川・横浜／ムラヤマ　駒崎 薫

○ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2014

　埼玉・新都心／ムラヤマ　峯岸 愛



09

○JAPAN ORIGINAL BEAUTY展

　東京・銀座／資生堂　岸野桃子

○Roppongi Hills 10th Anniversary Christmas「Love! Tokyo!」

　東京・六本木／内原智史デザイン事務所　内原智史

F部門　空間の企画・研究
○展示解説の可能性の研究

　愛知・名古屋／乃村工藝社　齋藤直輝

○三菱みなとみらい技術館トライアルスクエアリニューアル

　スペースプロジェクト

　神奈川・横浜／丹青社　高井 諒

○ものづくりの風景

　神奈川・横浜／清水建設　井川博英

○まちにカーテン -都市における食農空間の提案-

　東京・神田／千葉大学大学院　櫻井利芳
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