
お問合せおよびデータのご請求などは下記へご連絡ください。

1／6

DSA 日本空間デザイン賞 2015　大賞 「エアラス・性能と品質」に決まる
「DSA 日本空間デザイン賞 2015（主催：一般社団法人 日本空間デザイン協会）」は、応募総数 806 作品の中
から、空間デザイン大賞・日本経済新聞社賞に、廣村正彰氏（1954 年愛知県生まれ／グラフィックデザイナー）
の 「エアラス・性能と品質」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 」 
2 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「DSA 日本空間デザイン賞」は、本年で49 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 11月17 日（火）東京ミッドタウンで開催を予定しています。その後、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。

一般社団法人日本空間デザイン協会
デザイン賞委員会

報道資料　１／ 2
2015 年 6 月 30 日
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開催場所 東京・港区
展示期間 2015 年 4 月
アートディレクション 廣村正彰 [ 廣村デザイン事務所 ]
デザイン 阿部航太、関根早弥香 [ 廣村デザイン事務所 ]
コピー 松木圭三

照明デザイン 武石正宣 [ICE 都市環境照明研究所 ]
施工 凸版印刷
クライアント 特種東海製紙
撮影 ナカサ＆パートナーズ

デザイン意図

印刷用紙の展示会「エアラス・性能と品質」の展示計画。
壁一面にエアラスが差し込まれたインスタレーション作品は、来場した人々のイントロダクションとなる。
展示コーナーは、エアラスという紙を多角的にデータ解析してメカニズムを紹介する「エアラス解析」、ドイツ人写真
家による100 歳以上の人のポートレイトと、その人生を綴った文章をエアラスにプリントして展示する「100 歳の記
憶展」、エアラスを用いた6 名のクリエイターによるポスター作品を展示する「グラフィックトライアル」の3つの構
成で成り立ち、紙の魅力を最大限に伝える。

DSA 日本空間デザイン賞 2015　日本空間デザイン大賞（日本経済新聞社賞）

エアラス・性能と品質

一般社団法人日本空間デザイン協会
デザイン賞委員会

報道資料　2 ／ 2
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「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報

●A682 エアラス・性能と品質
代表者	 	 廣村正彰／廣村デザイン事務所
展示場所	 	 東京・港区
展示期間	 	 2015 年 4月
アートディレクション	 廣村正彰／廣村デザイン事務所
デザイン	 	 阿部航太、関根早弥香／廣村デザイン事務所
コピー	 	 松木圭三
照明デザイン	 武石正宣／ ICE都市環境照明研究所
施工	 	 凸版印刷
クライアント	 特種東海製紙
撮影	 	 ナカサ＆パートナーズ

● E23 NIKE Innovation House 
代表者	 	 山崎みどり／ナイキ　ジャパン
展示場所	 	 東京・原宿
展示期間	 	 2014 年 5月～ 6月
クリエイティブディレクション	 山崎みどり／Nike	Brand	Design
空間デザイン	 井上尚志、南	正一郎、高橋大輔、鈴木亮介、中榮康二／Hakuten
デジタルデザイン	 （インスタレーション、アプリケーション）
	 	 野村浩気、北村博朗／ IMG	SRC　中村英治、松浦	寿悟、兼間哲郎
	 	 ／ Root	Communications
グラフィック	 関谷由加子／22design
プロデュース	 齋藤祐太、山田英次／Hakuten　高橋慎士、喜多昂介／ IMG	SRC　
	 	 杉山裕之／Root	Communications
クライアント	 ナイキ　ジャパン
撮影	 	 工藤	彬歳

● C25 NIKE COURT at THE POOL AOYAMA 
代表者	 	 山崎みどり／ナイキ　ジャパン
展示場所	 	 東京・青山
展示期間	 	 2014 年 8月
クリエイティブディレクション	 山崎みどり／Nike	Brand	Design
空間デザイン	 井上尚志、南	正一郎、高橋大輔、中榮康二／Hakuten
グラフィック	 	 関谷由加子／22design
プロデュース	 齋藤祐太／Hakuten
クライアント	 ナイキ　ジャパン
撮影	 	 河田弘樹

● C172	 Billboard
代表者	 	 生田直人／ニット
所在地	 	 三重・鈴鹿
完成年月	 	 2014 年11月
デザイン･設計	 生田直人／ニット　松下	慎太郎、鈴木	崇志／一級建築士事務所タスエス
外構照明計画	 角舘まさひで／ぼんぼり光環境計画
施工	 	 大野工務店
クライアント	 TCJ
撮影	 	 平井	広行

● E187 LIFE COLOR WINDOW
代表者	 	 花原正基／資生堂
所在地	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2014 年10月
デザイン	 	 花原正基／資生堂　今野千尋／PARTY
ディレクション	 小助川雅人／資生堂　中村洋基／PARTY
コピーライティング	 横山裕子／資生堂
プロデュース	 中村夏子／資生堂
ウェブディレション	 富澤智子／資生堂
プロジェクトマネジメント	阿久津達彦／PARTY
アカウントエグゼクティブ	小野崎裕典／PARTY
テクニカルディレクション	マーシュー・ファーゴ、渡島健太、村上守／PARTY　	
クライアント	 資生堂
エージェンシー	 PARTY

DSA 日本空間デザイン大賞（日本経済新聞社賞）　1 作品

DSA 日本空間デザイン優秀賞　15 作品

2015 年 6 月 30 日
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● C215 BbyB.GINZA
代表者	 	 堀田真澄／乃村工藝社
所在地	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2014 年11月
デザイン	 	 佐藤オオキ／nendo
共同設計	 	 堀田真澄、鈴木祥平／乃村工藝社
照明計画	 	 榎並宏／Ｌ・ＧＲＯＷ
プロダクション	 乃村工藝社
クライアント	 三交クリエイティブ・ライフ
撮影	 	 阿野	太一

●B287 大阪国際平和センター
代表者	 	 吉永光秀／乃村工藝社
所在地	 	 大阪・中央
完成年月	 	 2015 年 4月
クリエイティブディレクション
	 	 吉永光秀／乃村工藝社
デザイン	 	 高橋勇人、小阪雄造／乃村工藝社
グラフィックデザイン	 金野美稔、五十嵐大輔、東原由季／乃村工藝社
造形デザイン	 井上禎人／乃村工藝社
演出	 	 鈴木俊幸／乃村工藝社　栗山貴臣／アクロス
プロダクション	 乃村工藝社
クライアント	 大阪国際平和センター
撮影	 	 淺川敏

● E289 moving projection theater　「たてもののおしばい」
代表者	 	 髙橋匡太／髙橋匡太事務所
展示場所	 	 神奈川・横浜
完成年月	 	 2014 年10月～11月
アーティスト	 髙橋匡太
脚本・演出	 	 柴幸男／劇団ままごと
出演	 	 大重わたる、洪雄大、多賀麻美、間野律子、山本雅幸
音楽	 	 山中透
映像	 	 川口怜子、村上美都
システム	 	 阪口達顕、光中友輝、長谷川愛／ハートス
企画制作	 	 ワコールアートセンター
主催	 	 スマートイルミネーション横浜実行委員会
撮影	 	 森日出夫、村上美都、市川靖史

●D457 伊勢丹新宿店本館・メンズ館　クリスマス - Life is a Gift –
代表者	 	 佐藤寧子／プランクス
展示場所	 	 東京・新宿
展示期間	 	 2014 年11月～12月
ディレクション	 佐藤寧子／プランクス
アートディレクション	 矢内里／日本デザインセンター
デザイン	 	 （本館）小野郁子、安松里香／ミューアソシエイツ
	 	 （メンズ館）板谷政岳／プランクス
アーティスト	 ミロコマチコ
施工	 	 （本館）国際装飾、丹青ディスプレイ、マリ・アート　（メンズ館）国際装飾
クライアント	 三越伊勢丹

●D462 CH-AIR-S
代表者	 	 山本陽一／山本陽一建築設計事務所
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2014 年 5月～ 6月
デザイン	 	 山本陽一／山本陽一建築設計事務所
プロデュース	 藤田孝治／moph
施工	 	 moph
クライアント	 イッセイ	ミヤケ

「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報 2015 年 6 月 30 日
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● E527 六本木ヒルズ ウエストウォーク クリスマスデコレーション “Snowy Air Chandelier”
代表者	 	 小松宏誠／Kosei	Komatsu	Studio
展示場所	 	 東京・六本木
展示期間	 	 2014 年11月～12月
デザイン	 	 小松宏誠／Kosei	Komatsu	Studio
アート制作	 	 石渡愛子、大下哲平
デザインディレクション	 JTQ
演出照明	 	 MGS照明設計事務所
協賛	 	 BMW
施工	 	 中村展設
クライアント	 森ビル
撮影	 	 山口賢一／RRD

●B538 企画展「トイレ？行っトイレ！～ボクらのうんちと地球のみらい」
代表者	 	 内田まほろ／日本科学未来館　
展示場所	 	 東京・お台場
展示期間	 	 2014 年 7月～10月
主催・企画制作	 日本科学未来館　フジテレビジョン
基本設計・設計監修	 乃村工藝社、中原祟志、谷尾剛史／DENBAK-FANO	DESIGN
映像制作	 	 吉田まほ／NHKアート
グラフィック	 TAKAIYAMA	
プロローグ・エピローグ脚本、演出	　鈴木おさむ
施工	 	 NHKアート
クライアント	 日本科学未来館
撮影	 	 吉次史成

●D642 美を動かそう
代表者	 	 駒井麻郎／資生堂
所在地	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2015 年 4月
ディレクション	 信藤洋二、駒井麻郎／資生堂　鈴木清巳／イシマル
デザイン	 	 鈴木清巳／イシマル　駒井麻郎／資生堂
施工	 	 現代工房
クライアント	 資生堂
人物撮影	 	 戎康友

●A700 「私の選んだ一品 2014」展
代表者	 	 平綿久晃／モーメント
展示場所	 	 東京・六本木
展示期間	 	 2014 年10月
デザイン	 	 渡部智宏、平綿久晃／モーメント
施工	 	 アートポジション
クライアント	 日本デザイン振興会
撮影	 	 モーメント

● C705 BAO BAO ISSEY MIYAKE メタリックバルーン
代表者	 	 平綿久晃／モーメント
展示場所	 	 東京・日本橋
展示期間	 	 2014 年12月
デザイン	 	 平綿久晃、渡部智宏／モーメント
施工	 	 シービーケー
クライアント	 イッセイミヤケ
撮影	 	 荒木文雄

●A750 ABLE & PARTNERS TOKYO DESIGN WEEK in MILANO 2015  
 エントランス・ブースデザイン
代表者	 	 前野慧／多摩美術大学
展示場所	 	 イタリア・ミラノ
展示期間	 	 2015 年 4月
会場デザイン	 長谷川喜美／ベルベッタ・デザイン
ディレクション	 田淵	諭／多摩美術大学　
デザイン・制作・施工	 前野慧、吉田岳、神農志織、高村耕、中村一翔、福嶋果奈美、加藤結衣、鎌谷賢百、
	 	 ダオトランアイニ、村上光穂／多摩美術大学
協力	 	 柳崎純／クラリタス　磯部	綾、五味翔太、富所	駿／多摩美術大学環境デザイン学科研究室
協賛	 	 鹿島建設、松井建設、スペース、ストロー工房
主催	 	 デザインアソシエーション

「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報 2015 年 6 月 30 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報 2015 年 6 月 30 日

DSA 日本空間デザイン審査員賞　5 作品

 山倉礼士賞

●A24　NikeLab x sacai SHOWROOM 
代表者	 	 山崎みどり／ナイキジャパン
所在地	 	 東京・原宿
展示期間	 	 2015 年 3月
クリエイティブディレクション	 山崎みどり／Nike	Brand	Design
空間デザイン	 井上尚志、高橋大輔、中榮康二／Hakuten
デジタルデザイン (インスタレーション )
	 	 筒井真佐人／ IMG	SRC
グラフィック	 関谷由加子／22design
プロデュース	 福田雄之／Hakuten　喜多昂介／ IMG	SRC
クライアント	 ナイキ　ジャパン
撮影	 	 皆川	聡

 柘植喜治賞

● E313　進撃の巨人展
代表者	 	 山田竜太／乃村工藝社
展示場所	 	 東京・上野公園
展示期間	 	 2014 年11月～2015 年1月
空間演出ディレクション	 山田竜太／乃村工藝社
空間デザイン	 栗原優美子、丸山和哉／乃村工藝社
造形デザイン	 中川智志／乃村工藝社
プロダクト	 矢野知宏、新家健司／乃村工藝社
プロダクション	 乃村工藝社
主催	 	 「進撃の巨人展」製作委員会
撮影	 	 花房徹治、鳥巣智行

 廣村正彰賞

●D390　資生堂銀座ビル “資生堂書体唐草”
代表者	 	 村田一平／資生堂
所在地	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2014 年 7月
アートディレクター・デザイン	 村田一平／資生堂
クリエイティブディレクター	 信藤洋二／資生堂
タイポグラファー	 澁谷克彦
コピーライター	 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	 	 飯野太平

　豊口協賞

● C670　天然温泉　久松湯
代表者	 	 杉千春、高橋真奈美／プラネットワークス
所在地	 	 東京・練馬
完成年月	 	 2014 年 5月
プロデュース・建築設計	 杉千春、高橋真奈美／プラネットワークス
照明計画	 	 武石正宣／都市環境照明研究所
サイン計画	 木住野彰悟／6D-K
演出	 	 鈴木太朗／アトリエオモヤ
施工	 	 飛鳥建設
クライアント	 風間久松
撮影	 	 鳥村鋼一、古賀親宗／sinca

 鈴木康広賞

●B695　もりのみやキューズモール BASE ＿エアトラック
代表者	 	 藤原治哉／竹中工務店
所在地	 	 大阪・森ノ宮
完成年月	 	 2015 年 4月
デザイン	 	 合田靖、藤原治哉／竹中工務店
施工	 	 竹中工務店
照明デザイン	 角館まさひで／ぼんぼり光環境計画
クライアント	 東急不動産
撮影	 	 母倉知樹
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● C693　ひた鮎やな場 - 竹テント -
代表者	 	 栗田融／九州産業大学
展示場所	 	 大分・日田
展示期間	 	 2014 年 7月～11月
デザイン	 	 栗田融／九州産業大学
デザイン協力	 岩下美咲、小林さくら、松井由貴、森香織／九州産業大学
プロダクション	 日田ソーシャルビジネス研究会、カワモト
クライアント	 三隈川観光開発、川床振興組合

● E249　平城京天平祭　夏　2014
代表者	 	 木村寿行／ TSP 太陽
展示場所	 	 奈良・佐紀町
展示期間	 	 2014 年 8月
プランニング	 木村寿行、山口典久、石崎大輝／ TSP 太陽
ディレクション	 「デジタル掛軸」長谷川章　　
ディレクション	 「GINGA」平野治朗　
ディレクション	 「ミラーボーラー」麻田亮、打越敏明、玉田黄太郎／ミラーボーラーズ
ディレクション	 「天平五つの彩」友井隆之、小林治夫、吉光清隆、松尾謙／ATWAS
装花	 	 「ミラーボーラー」櫻田博嵩、吉成優子／ねのうわさ　
主催	 	 平城宮跡にぎわいづくり実行委員会、奈良県、奈良市

●B383　みちのえき　富士川
代表者	 	 森鼻良太／スペース
所在地	 	 山梨・富士川町
完成年月	 	 2014 年 7月
ディレクション	 佐々木靖浩／スペース
プランニング	 山田秀明／スペース
コーディネーション	 畠山啓／スペース
デザイン	 	 森鼻良太、中野香菜／スペース
プロダクション	 原田照夫、原田怜／スペース
クライアント	 富士川町
撮影	 	 御園生大地

● E354 リバーブスケープ
代表者	 	 風袋宏幸＋EP3／武蔵野大学
展示場所	 	 東京・青山
展示期間	 	 2014 年10月～11月
ディレクション	 風袋宏幸／武蔵野大学
学生代表・全体デザイン	 中島圭佑、蒲原知英奈／武蔵野大学	
構造デザイン	 松本航、須賀清志、柳井直人／武蔵野大学	
プロダクト・システムデザイン	
	 	 高山薫、沖山颯、冨野由梨、中林早貴、五十嵐南帆、山城由紀子、進藤華乃子、
	 	 阿部玲央奈／武蔵野大学	
サウンドデザイン	 打矢郁　藤本遼太郎、森美樹／武蔵野大学
施工	 	 武蔵野大学	EP3
協力	 	 竹内正人、宮本一行
撮影	 	 中島悠二

「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報 2015 年 6 月 30 日

DSA 日本空間デザイン協会特別賞　復興支援賞　1 作品

DSA 日本空間デザイン協会特別賞　地域賞　2 作品

DSA 日本空間デザイン協会特別賞　学生賞　2 作品
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● E737 Christmas House
代表者	 	 石川めい／沖縄県立芸術大学
展示場所	 	 沖縄・　宜野湾
展示期間	 	 2014 年12月
デザイン	 	 石川めい／沖縄県立芸術大学
施工	 	 石川めい／沖縄県立芸術大学
クライアント	 宜野湾ベイサイド情報センター（Gwave）

● F304　野口英世記念館
代表者	 	 森誠一朗／乃村工藝社
所在地	 	 福島　猪苗代町
完成年月	 	 2015 年 3月
プロデュース	 竹中工務店
プランニング	 森誠一朗、稲垣美麻／乃村工藝社
デザイン	 	 堤雄一郎、巻柄利枝／乃村工藝社
グラフィック	 御園生昌敏
プロダクトディレクション	 矢島健作、加藤明／乃村工藝社
映像・コンテンツディレクション
	 	 大口克二／ノムラテクノ
プロダクション	 乃村工藝社
クライアント	 野口英世記念会
撮影	 	 赤沼博志／ビー・シード離山スタジオ

● F525　ながれゆく日々
代表者	 	 川崎美波／東京藝術大学
展示場所	 	 東京　上野公園
展示期間	 	 2015 年1月～3月
プロデュース	 川崎美波／東京藝術大学
卒業制作	 	 川崎美波／東京藝術大学

DSA 日本空間デザイン協会特別賞　 企画・研究賞  ＜一般＞ 1 作品

DSA 日本空間デザイン協会特別賞　 企画・研究賞  ＜学生＞ 1 作品

「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 審査結果速報 2015 年 6 月 30 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 入賞・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

■ TANGE BY TANGE 1949-1959　丹下健三が見た
 丹下健三
京都工芸繊維大学	/	KINO	architects　木下昌大

■リテールテックJAPAN2015 “J-Mups ブース ”
ムラヤマ　野元雄介

■フィールズ新機種発表会　ウルトラマンゼロ
丹青社　田中啓介

■第 25 回 国際文具・紙製品展 ISOT 2014 “ デザインフィ
ルブース ”
エイブルビーン　斉藤里枝

■ C3fit IN-pulse Press Conference
JOKE　渡辺力

■「素材の力」巡回展
コイズミスタジオ　小泉誠

■東京マルテー祭
フジヤ　照内真澄

■国際アパレルｅｘｐｏ　『コロニアル　リゾート』
パールマネキン　岩井誠

■ TOKYO PACK 2014 メイワパックスブース
フジヤ　衣斐亜寿香

■東京ワンダフルプロジェクト　ゲストサロン　ベイズタワー
 アンドガーデン
環境計画研究所　進藤然子

■ GLOBAL FRONT TOWER　レジデンシャルサロン
環境計画研究所　進藤然子

■ティム・バートンの世界
	 ブランコ　赤羽紀容樹
■第 1 回トイレ産業展 2014　サラヤブース
白水社　松塚庸平

■ FLOWER LUSH IN ROPPONGI HILLS
AD&D　髙谷廉

■ IFA2014 “Panasonic Booth”
乃村工藝社　橋本麻子

■ JAPAN SHOP 2015　トライテラスブース
白水社　川端信二

■ ifia JAPAN 2014 第 19 回国際食品素材 / 添加物展・
 会議　森永乳業ブース
maquiart!　川上マキ

■ CYCLE MODE international 2014 " ミズタニ自転車　
ブース "
博展　堀田純希

■エコプロダクツ 2014” 塩ビ工業・環境協会 / 塩化ビニル環
境対策協議会 ブース ”
博展　堀田純希

■ライティング・フェア 2015/ カネカブース
博展　矢野吉昭

■第16 回日本褥瘡学会学術集会　スミス＆ネフューウンド
 マネージメント　ブース
コルボ　増谷孝博

■ライティング・フェア 2015 “ヤマギワブース”
ソリッドデザイン　森田智

■グリーンリモデルフェア 2015 “TOTO ブース”
ソリッドデザイン　森田智

■波佐見のめし椀展
ドド		原田圭

■雑貨展
ドド		原田圭

■ライティングフェア 2015　大光電機ブース
乃村工藝社　日野寿一

■ NikeLab x sacai SHOWROOM 
 ナイキ		ジャパン　山崎みどり
■ Inter BEE 2014 日立ブース
ブランコ		古田雅敏

■第 27 回インターフェックスジャパン 大協精工ブース
ディー・エイト　中沢拓也

■人とくるまのテクノロジー展 2014 “トヨタ自動車ブース ”
サクラインターナショナル　中田翔

■アニメジャパン 2015 バンダイナムコグループ ブース
ムラヤマ　佐藤史能

■ SC ビジネスフェア 2015 住友商事 & 住商アーバン開発 ブース
ノムラデュオ　品川利之

■ジャパンウォッチコレクション 2014 秋冬 - シチズン
ムラヤマ　安部敦

■東京デザイナーズウィーク 2014 コンテナ展　東北新社
ムラヤマ　安部敦

■ビューティーワールドジャパン 2014 MTG ブース
ムラヤマ　赤澤真美

■ 2014 東京国際包装展 DIC ブース
フジヤ　長谷川真理

■ SC ビジネスフェア 2015　三菱地所グループブース
ムラヤマ　橫田茜

■ジャパンアミューズメントエキスポ 2015　FuRyu ブース
ムラヤマ　深澤美香

■第 7 回ワールドデンタルショー 2014　岩瀬歯科商会ブース
ムラヤマ　深澤美香

■ JIMTOF2014 第 27 回 日本国際工作機械見本市
ムラヤマ　臺駿一郎

■ SHISEIDO ULTIMUNE プレスイベント会場
資生堂（中国）投資有限公司	山田明宏

■パチンコ・パチスロイノベーションフェア 2015 大光電機ブース
フジヤ　長谷川真理

■ CP+2015 エプソン販売ブース
ディー・エイト　中沢拓也

■ CP+2015 コシナ / カールツァイスブース
アートフリーク　戸邉浩明

■ヨシモトコレクションの世界～ W.T. ヨシモト氏の人生の軌跡を
 探る～
中央宣伝企画　小永井律子

■国際モダンホスピタルショウ 2014　ピーエスシー
 （現ファインデックス）ブース
フジヤ　内田将樹

■オフィス防災 EXPO/ 尾西食品ブース
ノムラデュオ　飯田信行

■第 6 回国際二次電池展～バッテリージャパン～ ゼオンブース
コムプライム　後藤麻文

A 部門　エキシビション、プロモーション空間



2／ 9

「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 入賞・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

■ Inter BEE 2014 / ゼンハイザージャパンブース
博展　高橋匠

■エコプロダクツ 2014/ 日本製紙ブース
博展　高橋匠

■第 52 回日本癌治療学会学術集会　ヤクルト本社ブース
フジヤ　荒木秀暢

■ヴァン クリーフ＆アーペル　「ラ メゾン ペルレ」
ブランコ　木下太郎

■第 49 回スーパーマーケット・トレードショー 2015
 会場装飾
フジヤ　萩原充隆

■第 44 回　インターネプコン ジャパン ”日本アルミット
 ブース”
フジヤ　萩原充隆

■日建スペースデザイン 20 周年企画展「かんがえたこと、
 できたもの。」
日建スペースデザイン　小林健悟

■第 29 回日本医学会総会 2015 エームサービスブース
中村展設　永井真利子

■ジャパンフィッシングショー 2015 / シマノブース
博展　鈴木亮介

■アラブヘルス 2015 富士フィルムブース
脇谷健一デザイン事務所　脇谷健一

■アラブヘルス 2015 ジャパンパビリオン
脇谷健一デザイン事務所　脇谷健一

■オート上海 2015 HAVAL ブース
たしろまさふみデザインルーム　たしろまさふみ

■贈りたいギフト・私の贈り物
シービーケー　中沢仁美

■第 52 回日本癌治療学会学術集会　ノバルティス ファーマ　
ブース
アコースト・コーポレーション　薮下貴志

■マタニティ& ベビーフェスタ 2015「GMP インター
 ナショナルブース」
博展　歌代悟

■山口小夜子展
資生堂　小林恵理子

■中村誠の資生堂　美人を創る
資生堂　小林恵理子

■東京マラソン EXPO2015　ダビオブース
ジーク　有元茜

■バーゼルワールド 2015　シチズンブース
イクシー　安田信幸

■ CEATEC JAPAN 2014 ロームブース
ジーク　日下穰

■ SHISEIDO THE GINZA ULTIMUNE PROMOTION
資生堂　堀景祐

■ MWC - モバイルワールドコングレス - 2015　NEC ブース
イクシー　安田信幸

■エコプロダクツ 2014 “日本テクノブース”
博展　平田寛

■ JAPAN PACK 2015 / 日本製紙グループブース
博展　矢野吉昭

■レジャーホテルフェア 2014/ 東京マツシマブース
博展　矢野吉昭

■インテリアライフスタイル " ラドンナブース "
博展　深谷昇吾

■ CP+2015　Panasonic Booth
乃村工芸社　井上裕史

■建築・建材展 2015　DIC ブース
丹青ディスプレイ　山口純一

■ JASIS2014 　日本電子ブース
ジゴワット　岡田典子

■ ITEM in JRC 2015 国際医用画像総合展 
 ザイオソフトブース
博展　森崇

■ JIMTOF2014 第 27 回日本国際工作機械見本市 
 ヤマザキマザックブース
博展　森崇

■ HR EXPO2014 リクルートジョブズブース
博展　森崇

■ JIMTOF2014 第 27 回日本国際工作機械見本市 
 三菱電機ブース
博展　森崇

■ツーリズム EXPO ジャパン 2014 成田国際空港ブース
博展　森崇

■日本工学院専門学校卒業展 2015
博展　森崇

■国際自動車通信技術展 2015 本田技研工業ブース
博展　森崇

■ロゼ  インペリアル 2015  ロゼ  ソワレ  バイ  モエ
ブランコ　丸山健史

■カップヌードルライトプラス まるごと体験スペース “ささやき 
Light+”
電通　藤田卓也

■特別展「ヒカリ展　光のふしぎ、未知の輝きに迫る！」
中央宣伝企画　新井こずえ

■ 2014 ニューバランスフェア
フジヤ　餅川雪彦

■第 43 回 国際ホテル・レストラン・ショー　東京マツシマ
 ブース
フジヤ　荒木秀暢

■サンシャイン水族館特別展 ぴちょぴちょカワイイ展
フジヤ　餅川雪彦

■ PV EXPO 2015 “ネクストエナジー・アンド・リソースブース”
サクラインターナショナル　中田翔

■ 第 49 回ジャパ ンゴルフフェア 2015 ／ 三 菱レ イヨン・
ALDILA ブース
フジヤ　福地航大

■つながる伝統的工芸品展 佐賀 2014
TAKT	PROJECT　本多敦

■パークホームズ 豊洲ザ レジデンス
環境計画研究所　岡崎晴香

■ JAPAN SHOP 2015　旭中部資材ブース
フジヤ　綾部光江

■ CEATEC JAPAN 2014 ／JEITA ブース
フジヤ　福地航大

■ ITEM in JRC 2015 国際医用画像総合展 / シーメンス・
 ジャパンブース
博展　高橋匠
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「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 入賞・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

■金澤老舗百年會 創立 30 周年記念事業　金澤老舗百年展
ナカダ　北川里沙

■エアラス・性能と品質
廣村デザイン事務所　廣村正彰

■多治見市陶磁器意匠研究所　卒業生・研究生　作品展
竹内克デザイン事務所　竹内克

■エコプロダクツ 2015　ライオンブース
博展　山中優花

■「私の選んだ一品 2014」展
モーメント　平綿久晃

■ KOKUYO クロニクル
モーメント　平綿久晃

■ NASTA エクステリア エキシビジョン
モーメント　平綿久晃

■浅草モノづくりの祭典 A-ROUND 2014
SOL	style　伊東裕、劔持良美

■池田修三と詩人たち
モーメント　平綿久晃

■きょうりゅうすいぞくかん -Penguin Meets Dinosaur-
デザインアートセンター　荒川れい

■ THAIFEX2014 ジャパンパビリオン
SOL	style　伊東裕、劔持良美

■住まいの耐震博覧会　春 "トーヨーキッチンスタイルブース”
博展　山中優花

■ Natural American Spirit Menthol One - Smoking 
Lounge
DDB	JAPAN　鈴木浩平

■ JAPAN SHOP 2015 “荒川技研工業ブース”
SOL	style　伊東裕、劔持良美

■ CP＋ 2015 / シグマ ブース
ジールアソシエイツ　鎌田修

■新作発表会「MIKIMOTO COLLECTION 2014-2015」
ミキモト　玉理礼子

■にほんのきれいのあたりまえ展
ヴェルト　藤田光弘

■ Ambiente2015　ジャパンパビリオン
SOL	style　伊東裕、劔持良美

■海 !! ー出航！ふしぎな世界へー
エヌ・ティー・エス　吉田隆

■ ABLE & PARTNERS TOKYO DESIGN WEEK in 
MILANO 2015 エントランス・ブースデザイン
多摩美術大学　前野慧

■みえないものを設計する －清水建設の６つのプロジェクト－
清水建設　清水壮輔

■カタチとナリタチ
博報堂　小野直紀

■フコク生命 ご当地キティミュージアム
博報堂プロダクツ　岩間直哉

■ RING-LEAF　PRPOJECT
ディーコンセプトデザインオフィス　竹村尚久

■ニコニコ超会議 2015 " 超 HangameLiveブース "
ジールアソシエイツ　川村渉

■ Fun to Share ラウンジ
博報堂プロダクツ　山﨑智志

■ライトフェアインターナショナル 2014/ カネカブース
博展　矢野吉昭

■ジュネーブモーターショー 2015　トヨタ TS040
  HYBRID サウンドエクスペリエンス
イクシー　安田信幸

■ツーリズム EXPO ジャパン 2014  " 全日本空輸ブース"
昭栄美術　松本理恵

■第 5 回化粧品開発展 ケミコスクリエイションズブース
デザインカフェ　小畠衛

■ ITEM in JRC 2015 国際医用画像総合展 FUJIFILM ブース
デザインカフェ　小畠衛

■ DISCOVER LYON
WALTZ.　川﨑敏弘

■世界らん展日本大賞 2015
ベルベッタ・デザイン　長谷川喜美

■東京オートサロン 2015　ダンロップ ブース
デザインカフェ　小畠衛

■ NIKE SPORTSWEAR FALL/HOLIDAY 14 SEASON
博展　中榮康二

■デザインタッチ 2014 / マツダ  デザイン展示
スピン　露木彰彦

■第 49 回ジャパンゴルフフェア 2015　キャロウェイゴルフ
 ブース
博展　中榮康二

■ワコール 2014 秋冬合同展
博展　吉田早也香

■「Invisible Force」／ LIVING & DESIGN 2014
 DAIKIN ～うるさら7～
バロン　吉田英司

■ SUNTORY JIM BEAM BAR
電通　石橋治子

■ Komorebi
Firm.　松村和典

■ライティング・フェア 2015　“ルミオテック　ブース ”
George	P.	Johnson　福山正紘

■ “ PARCO SHOW ” ナゴパル文化祭 2014
間宮晨一千デザインスタジオ　間宮晨一千

■ MIRALI JAPAN 2015.01Collection Ray Ban
 ブース
ジールアソシエイツ　蜂谷亮平

■ FOODEXJAPAN 2015（第 40 回国際食品・飲料展）
 “日本緑茶センターブース”
昭栄美術　佐藤弘明

■名古屋マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　マラソン EXPO
 メナードブース
スペース　尾西雄一郎

■第 41 回国際福祉機器展 H.C.R 2014 “富士データシステム
 ブース”
スペース　尾西雄一郎

■ PV EXPO2015/電菱 ブース
ジールアソシエイツ　鎌田修

■ヨツバコナツヤスミ 2014
ミンナ　長谷川哲士

■国際モダンホスピタルショウ 2014 日本ストライカーブース
オフィス	フォー・ユー　市川茂雄
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「DSA 日本空間デザイン賞 2015」 入賞・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

■オート上海 2015　トヨタブース
北京電通广告有限公司　加藤義光

■ 2020 年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展
upsetters　吉川友司

■STAR PIECE 「TOT」 EXHIBITION OSAKA/TOKYO
YOKO.inc　清野隆志

■パリモーターショー 2014 ブリヂストン
ビートニク　山田旭

■バルーンアート水族館
M's 工房　福島真衣

■ The Porsche Summer Summit 2014
H2R　アーキテクツ　白井宏昌

B 部門　文化・街づくり空間

C 部門　商業・サービス空間

■大阪国際平和センター
乃村工藝社　吉永光秀

■野口英世記念館
竹中工務店　阿部克紀

■マヨテラス
乃村工藝社　鈴木志乃

■ダイハツ　ヒューモビリティワールド
乃村工藝社　高橋建司

■みちのえき　富士川
スペース　森鼻良太

■立命館大学大阪いばらきキャンパス
竹中工務店　岩﨑宏

■慶應義塾大学　クリエイティブラウンジ “EDGE ルーム”
アクシス　桶川悟

■糸魚川フォッサマグナミュージアム
日展　小川英樹

■企画展「トイレ？行っトイレ！～ボクらのうんちと地球の
 みらい」
日本科学未来館	内田まほろ

■大阪国際大学・短期大学部　1号館
安井建築設計事務所　影林督諭

■市民交流プラザ ふくちやま
安井建築設計事務所　森雅章

■もりのみやキューズモール BASE ＿エアトラック
竹中工務店　藤原治哉

■竹中大工道具館　巡回企画展対応展示什器
ジーク　平等隆志

■四日市市立博物館プラネタリウム GINGA PORT 401
五藤光学研究所　東原健介

■たばこと塩の博物館
丹青社　服部純

■府中市郷土の森博物館
丹青社　岩崎裕次郎

■岡谷蚕糸博物館　シルクファクトおかや
乃村工藝社　深野友規

■四日市公害と環境未来館
丹青社　石河孝浩

■大船渡市魚市場展示施設
乃村工藝社　岩野早希子

■薩摩川内市消防局 防災研修センター
丹青社　田中利岳

■竹中大工道具館新館
竹中工務店　小幡剛也

■新潟市新津鉄道資料館
丹青社　岩崎裕次郎

■いしかわ赤レンガミュージアム　石川県立歴史博物館　
 加賀本多博物館
丹青社　綿引典子

■相馬市歴史資料収蔵館
乃村工藝社　堀越さやか

■新聞を楽しく学べる施設 おもしろしんぶん館
電通　永友貴之

■明星大学 資料図書館
竹中工務店　光永麻衣子

■宇宙ミュージアム　TeNQ（テンキュー）
丹青社　吉田真司

■ NIKE COURT at THE POOL AOYAMA 
ナイキ　ジャパン　山崎みどり

■ネスカフェ 原宿
ネスレ日本　遠藤庸子

■リベラーラつくば
丹青社　藤谷隼平

■ダンシングクラブ
丹青社　上垣内泰輔

■アシックス　スポーツ工学研究所東館
竹中工務店　松浦真樹

■ Wonder Life-BOX 2020
乃村工藝社　阿部幸子

■元祖野球鳥おかむら
長尾勝彦＋デザインオフィス　長尾勝彦

■ SHISEIDO THE GINZA　ファサードプロモーション　
MAQuillAGE　「レディにしあがれ」
資生堂　沖津真美

■岡山一番街キッチンランウェイ
乃村工藝社　佐伯俊輔

■ Berlitz Flagship Language Center
コクヨファニチャー　佐藤航
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■一風堂 新宿アイランドタワー店
スーパーマニアック　今福彰俊

■小石川テラス
コクヨファニチャー　鹿野喜司

■羽田空港ＪＡＬ国際線ファーストクラスラウンジ
乃村工藝社　齋藤玲子

■安川電機みらい館
乃村工藝社　田村啓宇

■リシンク スモーキング
電通　村上史郎

■ “hu+gMUSEUM”（ハグミュージアム）
乃村工藝社　向井一智

■ UCC COFFEE ACADEMY TOKYO
コクヨファニチャー　岡本悠

■キュープラザ原宿
竹中工務店　小岩ほのか

■トリバコーヒー　銀座本店
乃村工藝社　宮里貴司

■ＮＯＣＯ
竹中工務店　黒田隆士

■ Con-Bo
乃村工藝社　山野恭稔

■ CONNECT TO
乃村工藝社　山野恭稔

■ヤマハ大阪ビル
竹中工務店　加藤慎悟

■ T'ｓ dining
竹中工務店　加藤慎悟

■ Libretto with ACTUS
スペース　鳴海裕治

■ルコント 銀座店
息吹工藝社　渡邉世志治

■ Toranomon HOP
乃村工藝社　佐々木啓資

■ GINZA EH BUILDING
乃村工藝社　中村和延

■ syn 丸八製茶場　富山店
ヨシダ宣伝　河野慶太

■ FIRESIDE OFFICE
タイプ・エービー　伊藤孝紀

■阿部蒲鉾店本店
乃村工藝社　谷高明

■東京東信用金庫「ひがしん北斎ギャラリー」建築空間
 デザイン
マサミデザイン	髙橋正実

■キャナルシティ博多共用トイレ
ジーク　濱野緑子

■東京タワーエントランスリニューアル
乃村工藝社　中村寿考

■ To;Fuku CAFE
メック・デザイン・インターナショナル　飯島雅朗

■ロイヤルパークホテル  ザ  羽田
メック・デザイン・インターナショナル　飯島雅朗

■ヤッコマリカルド セントラルワールドショッピングプラザ 
 バンコク
丹青社　可知友貴子

■チキンハウス テラスゲート土岐店
デザインスタジオクロウ　藤本泰士

■モリパーク　アウトドアヴィレッジ
丹青社　林谷知明

■ SUMIYOSHIDO Kampo Lounge / 住吉堂鍼灸院
イド　小栗誠詞

■シマノ　マニュファクチャリングテクノロジー 　ギャラリー
乃村工藝社　井上茂宏

■中銀カプセルタワー改修デザイン
ROOM810　齋藤悠

■ SAKATA VISIONARIUM
博報堂プロダクツ　梶谷拓生

■トロ トーキョー
丹青社		上垣内泰輔

■ !/F（インターフェイス）
TAKT	PROJECT　本多敦

■川井有明自動車ショールーム
竹中工務店　佐田野剛

■ポケモンセンターメガトウキョー
丹青社　竹田佳史

■ Billboard
ニット　生田直人

■ BOWL　READING STYLE PROJECT FUJIMI
船場　野田雄三

■西鉄天神高速バスターミナル　リニューアルプロジェクト
エイムクリエイツ　佐藤徹

■ THE PARK IZUMO
エリアコネクション　ワタナベユウキ

■いづもの SAKABA
エリアコネクション　ワタナベユウキ

■めのうの店川島
エリアコネクション　ワタナベユウキ

■ KOTOWA 京都 八坂
ジーク　山中隆寛

■ BbyB.GINZA
乃村工藝社　堀田真澄

■東レ・メディカルショールーム
博展　堀田純希

■ニプロ アイメップ ショーアップルーム
大日本印刷　中沢隆

■ユナイテッド　新オフィス
コクヨファニチャー　鹿野喜司

■牡蠣とワイン 立喰い　すしまる
スーパーマニアック　今福彰俊

■炭焼 DINIDNG nen
スーパーマニアック　今福彰俊

■羽田空港ＪＡＬ国際線サクララウンジ
乃村工藝社　齋藤玲子

■間人温泉　炭平
スーパーマニアック　今福彰俊
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■小肥羊 大阪本店
ジーク　室谷丞一郎

■ Camping Kitchen 立命館大学大阪いばらきキャンパス
船場　西山文絵

■恩の時 - 別邸 -
一之瀬 DesignOffice　一之瀬暁洋

■和食　柚子屋
一之瀬 DesignOffice　一之瀬暁洋

■エクスコムグローバル　エクスコムラウンジ
ダイヤオフィスシステム　吉岡謙一

■ステラ マッカートニー 青山
竹中工務店　鈴木重則

■新宿東宝ビル
竹中工務店　宮下信顕

■京都駅ビル専門店街 TheCUBE 11F グルメ街
スペース　大藪由紀夫

■奥伊吹スキー場　センターハウス
スペース　尾西雄一郎

■荘内銀行　温海支店
船場　成富法仁

■天然温泉　久松湯
プラネットワークス　杉千春、高橋真奈美

■エイチ ･アイ･エス 心斎橋 OPA 店
スペース　根石武信

■湘南美容外科クリニック池袋東口院
ジーク	松尾政人

■エイチ ･アイ･エス 京都四条河原町店
スペース　遠山慧

■ WINE ＆ CHINESE DINING AIREN
スペース　根石武信

■五穀 イオンモール浜松市野店
スペース　町田幹樹

■さがみ庭 イオンモール名古屋茶屋
スペース　町田幹樹

■ひた鮎やな場 - 竹テント -
九州産業大学　栗田融

■ BAO BAO ISSEY MIYAKE メタリックバルーン
モーメント　平綿久晃

■ PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 成田空港
モーメント　平綿久晃

■ STARBUCKS COFFEE 玉川髙島屋 SC
モーメント　平綿久晃

■ミキモト銀座 2 丁目本店
ミキモト　河合知恵

■ＡＴグループ本社　北館
竹中工務店　石黒紘介

■シスメックス　グローバルコミュニケーションセンター
大日本印刷　佐藤譲

■ WALL CLOUD
佐々木設計事務所　佐々木龍一

■フォトロン　神保町オフィス
三井デザインテック　村山仁

■ DREAM DAIRY FARM RESTAURANT
落合守征デザインプロジェクト　落合守征

■ミーティングスペース　バルブ
コクヨファニチャー　吉羽拓也

■ JINS Global Head Office
ジェイアイエヌ　萩原祐子

■みなみ歯科・矯正歯科
平手健一＋テラダデザイン

■ショートカット
848Design　橋谷昇

■かまぼこを贈る
848Design　橋谷昇

■水曜日のアリス　東京
スペース　澤田貴史

■汐風の果樹園
848Design　橋谷昇

■ AKRIS Popup Store OMOTESANDO
ナツメトモミチ　夏目知道

■ GINZA TANAKA　銀座本店ファサードリニューアル
ジーク　吉原学

■カヌレドゥジャポン ドゥドゥ
浅野藝術　浅野雅晴

■ウェアラブルクロージングバイアーバンリサーチ_ 東京ソラマチ店
息吹工藝社　渡邉	世志治

■日本料理　都万麻
サンテン・コーポレーション　吉田潤

■「翠嵐　ラグジュアリーコレクションホテル京都」
竹中工務店　原田千賀子

■ニコン本社 エントランス
山下設計　三沢守

■ TOYOTA MIRAI SHOWROOM
スピン　露木彰彦

■ HEIM MUSEUM
スピン　露木彰彦

■ 109 シネマズ二子玉川
フィールドフォー・デザインオフィス　島田雄太

■ hakata green hotel
フィールドフォー・デザインオフィス　井筒英理子

■わたす　日本橋
三井デザインテック　木野田千晴

■三井不動産　日本橋街づくり推進部　新オフィス
三井デザインテック　木野田千晴

■ mokuzai.com マルホンショールーム
フィールドフォー・デザインオフィス　井筒英理子

■紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
船場　廣瀬悠

■味の素グループ うま味体験館
ドムス　村上徹

■ BALL DONUT PARK
ジーク　室谷丞一郎

■ ATT 4 FUN 　4 階　甜蜜王國
ノード　張替亜紀子

■コロプラ本社オフィス
三井デザインテック　児玉あゆみ

■村田製作所テクノロジー・ゾーン
トータルメディア開発研究所　島村昌志
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■ Samsonite BLACK LABEL GINZA
スペース　美寿見一

■ Onomichi U2
SUPPOSE	DESIGN	OFFICE	Co.,Ltd.　谷尻誠

■ aeru meguro
NOSIGNER　太刀川英輔

■ BROOK'S CAFE
T-Square	Design	Associates　津田茂

■ PORTinc. INNOVATION LAB.
コクヨファニチャー　浅野里紗

■いしかわ百万石物語・江戸本店
プランテック総合計画事務所　来海忠男

■ white essense 広島 pacela
スペース　木村ユカ

■マルハン新世界店
ビアボーリンク　河合恭誌

D 部門　ショーウインドウ＆ヴィジュアルデザイン空間

■とらや 羽田空港ショーウインドウディスプレイ
息吹工藝社　渡邉	世志治

■とらや 赤坂本店 ショーウインドウディスプレイ『紫陽花』
息吹工藝社　渡邉	世志治

■とらや 赤坂本店 ショーウインドウディスプレイ『亀』
息吹工藝社　渡邉	世志治

■とらや 赤坂本店 ショーウインドウディスプレイ『端午』
息吹工藝社　渡邉	世志治

■ツキヌケロ！
滋賀県立大学　大西亜季

■伊勢丹 新宿店本館 花々祭 “生命の祝祭”
KAPPES　林登志也

■三越 日本橋三越本店　はなばな祭
KAPPES　林登志也

■帝国ホテル  ホテルショップ『ガルガンチュワのクリスマス』
息吹工藝社　渡邉	世志治

■『クールエスケープ・マイアミブリーズ』
息吹工藝社　渡邉	世志治

■ Hearts play hide-and-seek
資生堂　近藤香織

■資生堂銀座ビル 「資生堂書体唐草」
資生堂　村田一平

■ 2014AW=(x/150)(x/135) 未来の美しい色を求めよ。
資生堂　村田一平

■日本橋タカシマヤ “TAKASHIMAYA NIPPON ものがたり
 / 鳥獣戯画 ”
エー・ティ・エー		鯉江真弓

■日本橋タカシマヤ “「Luxe Style」2014 AUTUMN
  ISSUE”
エー・ティ・エー		鯉江真弓

■伊勢丹　新宿店本館　イセタンジャパンセンスィズ　
 “ 伊勢丹×金沢美術工芸大学　『素の美』”
金沢美術工芸大学　中内萌木

■ WHO ARE YOU?
九州大学　西村愛望

■伊勢丹新宿店メンズ館　Season In
プランクス　佐藤寧子

■魔法のショーウィンドウ
フジヤ　岡田悠

■伊勢丹新宿店本館　彩り祭 “空想百貨博物館 ”
プランクス　佐藤寧子

■東京銀座資生堂ビル　小ウィンドウ　「カレイドスコープ」
資生堂　沖津真美

■資生堂エコールドハヤマ　「おもてなしの手」
資生堂　沖津真美

■インタフェース  ウインドウ装飾
フジヤ　橋本航平

■ユニクロメガストア インストアディスプレイ
ムラヤマ　安部敦

■西武渋谷店「めでたい」
ケー・ディー　大月勝弘

■西武池袋本店「blanc de blancs」
ケー・ディー　大月勝弘

■西武池袋本店「Zip me up!」
ケー・ディー　大月勝弘

■西武渋谷店「SHIBUYA ICONIC」
ケー・ディー　大月勝弘

■西武渋谷店「A WISH COMES TRUEー未来デパートから
の贈り物ー」
ケー・ディー　大月勝弘

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 2014 クリスマスー煌めく夢
の世界へー
エー・ティ・エー　田所竜馬

■シリーズ　季節による暮らしの歳時記
大丸松坂屋百貨店　松永良一

■ＪＲタワー　ウインドウディスプレイ　「ときめく夏は、発見。」
ノムラデュオ　山田祐照

■大丸心斎橋店クリスマス　「 HOLIDAY！」
大丸松坂屋百貨店　段野正夫

■花椿
資生堂　丸橋桂

■和光「巨」
和光　武蔵淳

■和光「酣」
和光　武蔵淳

■和光「遊」
和光　武蔵淳

■和光「会」
和光　武蔵淳

■和光「ウエディングカー」
和光　武蔵淳

■和光アネックス「恋する瞳」
和光　武蔵淳
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■伊勢丹新宿店メンズ館　彩り祭 “空想百貨博物館 ”
プランクス　佐藤寧子
■伊勢丹新宿店本館・メンズ館　クリスマス - Life is a Gift -
プランクス　佐藤寧子

■伊勢丹新宿店メンズ館　“新春祭 ”
プランクス　佐藤寧子

■ CH-AIR-S
山本陽一建築設計事務所　山本陽一

■伊勢丹新宿店メンズ館　“花々祭 ”
プランクス　佐藤寧子

■「KOE  春ー黄色の声を聞くー」
プランクス　佐藤寧子

■伊勢丹新宿店本館 Japan Senses  “おもてなし”
プランクス　佐藤寧子

■女の子って何でできてるの？
資生堂　小林恵理子

■祇園町南側地区　防災べルカバー
ジーク　石川次郎	

■籠淸 “ 富士の峰 ”
シービーケー　田中美穂

■銀座天國「贈り物」
持木工房　森井由佳

■ I.♥. 歌舞伎町
 興和サイン　高橋芳文
■松屋銀座　GINZA FASHION WEEK 2015SPRING
シービーケー　津谷汐美

■美を動かそう
資生堂　駒井麻郎

■ t r a n s f o r m
資生堂　岸野桃子

■ Alain Mikli アニバーサリープロジェクト
オーガストインターナショナル　プシェメク	ソボツキ

■ Crystals and Swans 空間ディスプレイ at
 Vermeerist Beams
オーガストインターナショナル　プシェメク	ソボツキ

■トゥモローランド　2015　スプリングコレクション
デザインムジカ　安藤僚子

E 部門　エンターテイメント＆クリエイティブ・アート空間

■ NIKE Innovation House
ナイキ　ジャパン　山崎みどり

■ MOET &CHANDON ”SO BUBBLY” CHRISTMAS 
2014
ノムラデュオ　江口誠一

■よみうりランド　アトラクション「ミルキーウェイ」
ムラヤマ　赤澤真美

■バンドー神戸青少年科学館
丹青社　田中利岳

■オールジャパン メダリスト・オン・アイス 2014
ムラヤマ　吉村舞子

■唐草クリスマスツリー
資生堂（中国）投資有限公司　山田明宏

■姫路城　グランドリニューアル・プロジェクト
乃村工藝社　奥田龍一

■阪急うめだ本店　ミラーボールヒンメリ「ハーベストオブジョイ」
TSP 太陽　木村寿行

■スクロールハット
武蔵野大学　風袋宏幸

■「N 響スペクタクル・コンサート」
NHKエンタープライズ　山田崇臣

■ LIFE COLOR WINDOW
資生堂　花原正基

■バーゼルワールド セイコーパビリオン 2015　- グランドセイ
コー インタラクティブフォトブック -
丹青社　猪瀬恭志

■ SHINJUKU TERRACE CITY ILLUMINATION
 2014-15
乃村工藝社　津山竜治

■ KANAZAWA TSUKIMI GATE ー金沢駅もてなしドーム
 ＜鼓門＞を彩るプロジェクションマッピングー
金沢工業大学　出原立子

■平城京天平祭　夏　2014
TSP 太陽　木村寿行

■ moving projection theater 「たてもののおしばい」
髙橋匡太事務所　髙橋匡太

■進撃の巨人展
乃村工藝社　山田竜太

■ひろしまドリミネーション 2014
フジヤ　大西峻人

■松任谷由実コンサートツアー 2013-14　"POP 
 CLASSICO"
シミズオクト　宮﨑裕介

■ THE ALFEE 40th Anniversary "40 年目の夏 "
シミズオクト　宮﨑裕介

■リバーブスケープ
武蔵野大学　風袋宏幸＋EP3

■テクテクめぐる縁がわアート in 南三陸「光の箱」
乃村工藝社　浅野敦司

■ザ・ビートルマン　プレイモアトリップ２０１４
博展　田上裕起

■伊勢丹 新宿店本館 Marimekko × KAPPES
 “ Botanical Dance”
KAPPES　林登志也

■イオンモール京都桂川店　バンブーイルミネーション 2014
ノムラデュオ　小島靖史

■日本橋タカシマヤ “TAKASHIMAYA SHOPPING
　March Botanical Garden Produced by 西畠清順 ”
ATA　鯉江真弓
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■風とうろう
cocococo	design	laboratory　畑秀樹

■カタールフレンド基金 ― 東日本大震災復興支援プロジェクト
キャンドルウィック　シルベスタ典子

■六本木ヒルズ　ウエストウォーク　クリスマスデコレーション 　
“Snowy Air Chandelier”
Kosei	Komatsu	Studio　小松宏誠

■東日本大震災復興支援 「ライティング・オブジェ 2014 東京 - 
福島」
イルミナティ　仁木洋子

■ GODZILLA HEAD ・GODZILLA ROOM / 新宿東宝ビル
竹中工務店　宮下信顕

■ Junglin’2 無意識の中の意識「メガネ」
廣村デザイン事務所　廣村正彰

■光の Misty Ring
玉川大学　田中敬一

■世田谷 246 ハーフマラソン ・ ランナーオブジェ
キャンドルウィック　シルベスタ典子

■ Natural American Spirit Menthol One - Smoking 
Lounge
DDB	JAPAN　鈴木浩平

■ Christmas House
沖縄県立芸術大学　石川めい

■ミキモト本店プラザ「MIKIMOTO NECKLACE」
ミキモト　玉理礼子

■ KITTE 水花火
SUPPOSE	DESIGN	OFFICE　谷尻誠

■ WHITE KITTE
SUPPOSE	DESIGN	OFFICE　谷尻誠

■ nicoe bus stop
SUPPOSE	DESIGN	OFFICE　谷尻誠

■サビザマ
デザインムジカ　安藤僚子

F 部門　空間の企画・研究

■フロアシャンデリア & トランジット・ライティング・ウォール
ぼんぼり光環境計画　角館政英

■ながれゆく日々
東京藝術大学　川崎美波

■錐体卍格子構造体 02
武蔵野大学　伊藤泰彦

■八重洲地下街郵便局
丹青社　箕浦陽平

■野口英世記念館
乃村工藝社　森誠一朗


