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DSA 日本空間デザイン賞 2016　
大賞 「ふじのくに地球環境史ミュージアム」に決まる

「DSA 日本空間デザイン賞 2016（主催：一般社団法人 日本空間デザイン協会）」は、応募総数 785 作品の中から、
DSA 空間デザイン大賞 / 日本経済新聞社賞に、加藤剛氏、石河孝浩氏、篠原宏一氏（株式会社丹青社 文化空間事業部）
の「 ふじのくに地球環境史ミュージアム」に決定しました。
全作品から 50 作品が最終審査会へ進み、その中から「大賞」１作品、「金賞」10 作品、「銀賞」15 作品、「BEST50」 
賞 24 作品が本年度の優れた作品として選出されました。また、日本空間デザイン協会特別賞として、東日本大震災へ
の「復興支援賞」1 作品、「地域賞」2 作品、「学生賞」1 作品、「企画・研究賞」 3 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 50 年目となります。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 8 日（火）
東京ミッドタウンで開催（予定）します。その後、全国各地でデザイン賞受賞作品の展覧会や本年度の賞作品を収録した 

「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行っていきます。

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
2016 年 7 月 7 日
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開催場所 静岡県・駿河
完成年月 2016 年 3 月
ディレクション 加藤剛 [ 丹青社 ]
デザイン 石河孝浩 [ 丹青社 ]
プランニング 篠原宏一 [ 丹青社 ]　

サイン・グラフィックデザイン 氏デザイン
展示アドバイザー  洪恒夫 [東京大学総合研究博物館 ]
施工   丹青社
クライアント	 	 	 静岡県
撮影   ナカサ＆パートナーズ

デザイン意図

静岡県立初の自然系博物館であり、全国初となる地球環境史の博物館を、廃校活用により整備。活動テーマ「百
年後の静岡が豊かであるために」の具現化にあたり、自ら考え、行動の実践へと導くことを目指し、「学び／考える場」
という学校環境を活かした「思考を拓くミュージアム」をコンセプトとしてデザインした。各教室では学校の椅子
や机、黒板等の要素を活用、再構成し、展示テーマの核心となる部分を表現。また展示テーマをシンボル化した
サインを廊下で展開し、展示空間とグラフィックの一体的なデザインで、思考を促す仕掛けとした。

DSA 日本空間デザイン賞 2016　日本空間デザイン大賞（日本経済新聞社賞）

ふじのくに地球環境史ミュージアム

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
2016 年 7 月 7 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報

●B333 ふじのくに地球環境史ミュージアム
代表者	 	 石河孝浩／丹青社
展示場所	 	 静岡県・駿河
完成年月	 	 2016 年 3月
ディレクション	 加藤剛／丹青社　
デザイン	 	 石河孝浩／丹青社　
プランニング	 篠原宏一／丹青社　
サイン・グラフィックデザイン	 氏デザイン
展示アドバイザー	 洪恒夫／東京大学総合研究博物館　
施工	 	 丹青社
クライアント	 静岡県
撮影	 	 ナカサ＆パートナーズ

● C114　神戸レザークロス SHOWROOM 
代表者	 	 山本大介／DAISUKEYAMAMOTO/de:sign
展示場所	 	 兵庫県・神戸市
完成年月	 	 2015 年 9月
デザイン	 	 山本大介／DAISUKE	YAMAMOTO	/	de:sign			
照明計画	 	 安原正樹、松浦瑞起／Plus	y		
施工	 	 岩見創工
クライアント	 神戸レザークロス
撮影	 	 高山幸三

● E158　NIGHT WAVE 光の波プロジェクト
代表者	 	 矢野大輔／ TokyoLightingDesign
展示場所	 	 神奈川県・逗子海岸
完成年月	 	 2015 年10月
デザイン	 	 矢野大輔、饗庭暉人／ Tokyo	Lighting	Design 合同会社	
プロデュース	 石多未知行／一般財団法人プロジェクションマッピング協会	
グラフィック	 佐々木敏行／デザインオフィス	PORCO	
WEBデザイン	 佐藤ねじ
WEB実装	 	 藤澤伸
協力	 	 池田貴裕／パイフォトニクス　
主催	 	 逗子市観光協会
撮影	 	 岡田謙一郎

●D211　香りをまとう
代表者	 	 黒谷優美／資生堂
展示場所	 	 東京・汐留
完成年月	 	 2016 年 4月
ディレクション	 黒谷優美／資生堂　
デザイン	 	 黒谷優美／資生堂
クリエティブディレクター	 檜原由比子
プロデュース	 深井さえ子
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

● A216　mt ex 3331
代表者	 	 居山浩二／イヤマデザイン
展示場所	 	 東京・千代田区
展示期間	 	 2016 年1月〜2月
ディレクション	 居山浩二／イヤマデザイン　
デザイン	 	 渡辺真由子／イヤマデザイン　
施工	 	 ディー・エイト
クライアント	 カモ井加工紙
撮影	 	 安彦幸枝

DSA日本空間デザイン大賞（日本経済新聞社賞）　1作品

DSA日本空間デザイン金賞　10作品

 2016 年 7 月 7 日
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●A244　APPLE ＋　学び方のデザイン「りんご」と日常の仕事｜三木健展
代表者	 	 三木健／三木健デザイン事務所
展示場所	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2015 年 5月
ディレクション	 三木健／三木健デザイン事務所　
デザイン	 	 三木健／三木健デザイン事務所　
施工	 	 ムラヤマ
クライアント	 ギンザ・グラフィック・ギャラリー
撮影	 	 村上登志彦／wheel

●D276　ビューティーグラフィックス　”バトル ”
代表者	 	 丸橋桂／資生堂
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2015 年 7月〜9月
ディレクション	 丸橋桂／資生堂　
クライアント	 資生堂

●D463　伊勢丹 新宿店本館 　JAPAN SENSES 2016　“ 睦の美 ”
代表者	 	 佐藤寧子／プランクス
展示場所	 	 東京・新宿
展示期間	 	 2015 年12月〜2016 年1月
クリエイティブディレクション	 佐藤寧子／プランクス　
ディレクション、アーティスト	 ニコラ・ビュフ
デザイン	 	 板谷政岳／プランクス　
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

●D605　和と洋をつなぐ、表玄関
代表者	 	 髙田大資／資生堂
展示場所	 	 東京・銀座
完成年月	 	 2016 年 3月
クリエイティブディレクション	 信藤洋二／資生堂　
アートディレクション	 髙田大資／資生堂　
デザイン	 	 髙田大資、小林恵理子／資生堂　
施工	 	 現代工房
クライアント	 資生堂
撮影	 	 飯野太平

●D671　Change!
代表者	 	 檜原由比子／資生堂
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2015 年 5月〜8月
ディレクション	 檜原由比子／資生堂　
デザイン	 	 檜原由比子／資生堂
クリエイティブディレクター	 信藤洋二／資生堂　
施工	 	 現代工房
クライアント	 資生堂
撮影	 	 飯野太平

●D672　Sensation of Skin （肌の感覚）
代表者	 	 信藤洋二／資生堂
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2016 年1月〜3月
ディレクション	 信藤洋二／資生堂
デザイン	 	 TASKO	inc.、堀尾寛太
プロダクション	 TASKO	inc.
クライアント	 資生堂
撮影	 	 飯野太平

「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報  2016 年 7 月 7 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報

●B43　チューリップ四季彩館
代表者	 	 深野友規／乃村工藝社
展示場所	 	 富山県・砺波市
完成年月	 	 2016 年 3月
デザイン	 	 深野友規／乃村工藝社　
プランニング	 下國由貴／乃村工藝社　
映像ディレクション	 後藤映則／乃村工藝社　
グラフィック	 水谷綾志、中島祐実／GyoGyoMaaMa	Creation	Office　
設計協力	 	 堀智映、畠山泰明／KAZAANA	design	studio　
プロダクション	 乃村工藝社、宝来社、日本エレクトロニクスサービス、プランツスケープ、
	 	 京田クリエーション、テレビ朝日クリエイト4ｄ、遠藤照明
クライアント	 砺波市
撮影	 	 宮本真治／シンフォトワーク

● C68　SKY CIRCUS サンシャイン 60 展望台
代表者	 	 高橋珠恵／乃村工藝社
展示場所	 	 東京・豊島区
完成年月	 	 2016 年 4月
プロデュース	 寺本誠／電通、坂爪研一／乃村工藝社　
デザイン	 	 高橋珠恵、鈴木洋子／乃村工藝社　
グラフィック	 田中せり／電通、帖佐泰行／乃村工藝社　
コンテンツ企画・映像	 福井智右／電通、白藤誠至、工藤成／電通テック　
コンテンツ企画・デザイン・産学連携　　山田竜太／乃村工藝社　
施工	 	 乃村工藝社
クライアント	 サンシャインシティ
撮影	 	 鈴木賢一

● C92　まるごとにっぽん
代表者	 	 吉里謙一／ｃｍｙｋ
展示場所	 	 東京・浅草
完成年月	 	 2015 年12月
デザイン	 	 吉里謙一、加藤裕子、上原拓也、井上勝也、四方謙一／ｃｍｙｋ　　
ディレクション	 美島康人、原弘、町田巌／竹中工務店設計部　
グラフィック	 宮坂克己／ケーアタック　　
プランニング	 山口晋司／ON&OFF　
施工	 	 建築　竹中工務店、内装　安西工業
クライアント	 東京楽天地
撮影	 	 ナカサ＆パートナーズ

● E232　トランスフローラ　エイミの光るシルク
代表者	 	 長谷川喜美／ベルベッタ・デザイン
展示場所	 	 東京・新宿
完成年月	 	 2015 年 5月
アーティスト	 スプツニ子！
空間デザイン	 長谷川喜美／ベルベッタ・デザイン	
ファッション＆シューズデザイン　　串野真也
西陣織	 	 細尾真孝
グラフィック・映像	 泉谷和範
クライアント	 スプツニ子！
撮影	 	 三嶋義秀

● C268　二子玉川 蔦屋家電
代表者	 	 池貝知子／アイケイジー
展示場所	 	 東京・二子玉川
完成年月	 	 2015 年 5月
デザイン	 	 池貝知子／アイケイジー
演出	 	 東宮洋美／ライトスケープ・デザイン・	オフィス
グラフィック	 原研哉／日本デザインセンター
施工	 	 船場
クライアント	 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
撮影	 	 ナカサアンドパートナーズ

DSA日本空間デザイン銀賞　15作品

 2016 年 7 月 7 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報

●A307　2015 年ミラノ国際博覧会・日本館
代表者	 	 浦橋信一郎／電通
展示場所	 	 イタリア・ミラノ
展示期間	 	 2015 年 5月〜10月
総合プロデュース /プランニング　　内藤純、浦橋信一郎、矢野高行、竹林正雄、鷲田健二、張軼／電通
ディレクション	 紫舟／東京新美術、猪子寿之／チームラボ、竹村真一／アースリテラシープログラム、
	 	 清水亮一／ロボット、齋藤精一／ライゾマティクス　
施工	 	 日本館展示制作コンソーシアム（乃村工藝社・丹青社）
クライアント	 幹事省、農林水産省経済産業省実施機関、日本貿易振興機構
撮影	 	 大谷宗平／ナカサアンドパートナーズ

●D316　和光本館ショーウインドウ 「灯」
代表者	 	 武蔵淳／和光
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2015 年 9月〜11月
アートディレクション、デザイン　　武蔵淳／和光
デザイン	 	 吉田秀和、奥田雄一／和光　
デザイン	 	 車屋康弘／シャコー　
デコレーター	 内藤大子
人形ねぷた組師	 中川俊一
クライアント	 和光
撮影	 	 守屋敏彦

● E400　モリタウン「Share Flower」プロジェクト２０１５
代表者	 	 澁谷雅己／丹青ディスプレイ
展示場所	 	 東京・昭島
展示期間	 	 2015 年 5月〜2016 年 2月
プロデュース	 澁谷雅己／丹青ディスプレイ　
ディレクション	 徳増茂道／丹青ディスプレイ　
アートワーク	 ミレイヒロキ
デザイン	 	 ミレイヒロキ、徳増茂道／丹青ディスプレイ
制作ディレクション	 柴森弘行、岸田裕／丹青ディスプレイ　
施工協力	 	 エアロテック、スタジオソル、エーキッズ、エフェクトメイジ、エス	キューブ
プロダクション	 丹青ディスプレイ　
クライアント	 昭和飛行機工業
撮影	 	 牧野弘

●D473　梅田 蔦屋書店から「記憶に残る」　メッセージ
代表者	 	 小島靖史／ノムラデュオ
展示場所	 	 大阪市・北区
完成年月	 	 2015 年 5月
ディレクション	 小島靖史／ノムラデュオ　　
デザイン	 	 小島	靖史／ノムラデュオ　　
営業	 	 丹後	あかね／ノムラデュオ　　
プロダクション	 ノムラデュオ
アートワーク	 ポップライフ
クライアント	 カルチュア・コンビニエンス・クラブ

●D538　Thoughts drifting
代表者	 	 小林恵理子／資生堂
展示場所	 	 神奈川・葉山
完成年月	 	 2015 年 9月
クリエイティブディレクター	 檜原由比子／資生堂
アートディレクター、デザイナー　　小林恵理子／資生堂
施工	 	 現代工房　安藤隆夫
クライアント	 資生堂
撮影	 	 飯野太平

 2016 年 7 月 7 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報

●B618　国立科学博物館　地球館リニューアル
代表者	 	 上原裕／乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体
展示場所	 	 東京・上野
完成年月	 	 2015 年 7月
ディレクション	 執行昭彦、高橋久弥
デザイン	 	 上原裕、志水俊介、土井啓郁、成田英樹　
プランニング	 粟國嘉隆、齊藤恵理、髙尾戸美、谷川功晃、千葉香菜子、山城弥生、山田淳、
	 	 渡邉創
グラフィック	 高橋賢治、糸井直人、加藤淳子／ライブアド、商図工房
映像制作	 	 松本孝史／ロボット、メディアタージ
施工	 	 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体
クライアント	 国立科学博物館
撮影	 	 フォワードストローク

● E619　WONDER MOMENTS
代表者	 	 松尾高弘／ルーセントデザイン
展示場所	 	 大阪・吹田
完成年月	 	 2015 年11月
展示設計	 	 会津寿美子、紀伊健／トータルメディア開発研究所、立花弘章／ファイズデザイン　
建築設計	 	 北村仁司／竹中工務店　
映像制作	 	 田中雅文／ガブ、稲垣克、金智勲／モイ、市川	泰雅
クライアント	 海遊館
撮影	 	 高島慶／ナカサアンドパートナーズ

● E625　「見えるもの・見えないもの」
代表者	 	 山田幸泉／グループ泉 -SEN-
展示場所	 	 東京・赤坂
完成年月	 	 2016 年 2月
インスタレーション	 山田幸泉／グループ泉 -SEN-　
施工	 	 草月流　アトリエ
撮影	 	 関谷幸三

●A720　The TENSION
代表者	 	 伊藤光児／荒川技研工業
展示場所	 	 東京・有明
完成年月	 	 2016 年 3月
デザイン	 	 橋本夕紀夫デザインスタジオ
施工	 	 タイワ
クライアント	 荒川技研工業
撮影	 	 ナカサアンドパートナーズ

●B734　ミツカンミュージアム
代表者	 	 關本丹青／電通
展示場所	 	 愛知・半田
完成年月	 	 2015 年11月
プロデュース	 内藤純、神志名剛／電通　
プロデュース	 關本丹青、小山沙織／電通　
ディレクション	 遠藤聡、下道大樹、常岡陽平	／電通テック　　
デザイン	 	 小林信之、野中清一／丹青社、吉本倫之、菊地仁／ムラヤマ　　
クライアント	 MizkanPartners
撮影	 	 奥村浩司／フォワードストローク

 2016 年 7 月 7 日
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●B460　宮古市震災遺構「たろう観光ホテル」保存整備
代表者	 	 小林宜文／丹青研究所
展示場所	 	 岩手・宮古
完成年月	 	 2015 年12月
プロデュース	 吉田清一郎／丹青社　
プロジェクトマネージャー	 越前小太郎／丹青社　
ディレクション	 小林宜文／丹青研究所　
プランニング	 安斎聡子／丹青社　
デザイン	 	 井上大輔／丹青研究所　
プロダクション	 丹青社
クライアント	 宮古市
撮影	 	 PR45

● E131　平城京天平祭　秋　２０１５
代表者	 	 木村寿行／ TSP 太陽
展示場所	 	 奈良県・奈良市
展示期間	 	 2015 年10月〜11月
企画	 	 木村寿行、石崎大輝、寺島祥博／ TSP 太陽
龍　ディレクション	 櫻田博嵩、吉成優子／ねのうわさ　
龍　施工	 	 麻田亮、中村則夫、石川和俊、古賀智也、森井順子、藤井信行
花の遣唐使船　ディレクション　　吉川隆憲／GreenArt 松楽園　
主催	 	 平城宮跡にぎわいづくり実行委員会・奈良県・奈良市
撮影	 	 塩崎智裕

●D209　南あわじ市役所
代表者	 	 松塚庸平／白水社
展示場所	 	 兵庫県・南あわじ市
完成年月	 	 2015 年 5月
プロデュース	 南あわじ市
ディレクション	 NTTファシリティーズ、社家一級建築士事務所、フタバ設計共同企業体
デザイン	 	 筧雄平、岡俊徳、柳樂和哉／NTTファシリティーズ　
外構サインデザイン	 松塚庸平／白水社　イワモトイッテツ／ソニックデザインラボ　
施工	 	 白水社
クライアント	 南あわじ市
撮影	 	 フォワードストローク

● E578　ヒトトキノス
代表者	 	 谷田真研究室／名城大学
展示場所	 	 愛知県・常滑市
完成年月	 	 2016 年 3月
デザイン	 	 名城大学理工学部建築学科・谷田真研究室、島崎崇／GROUND、
	 	 朝日宏和／Beggarticks
協力	 	 イオンモール常滑
撮影	 	 谷川ヒロシ

「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 審査結果速報  2016 年 7 月 7 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　１作品
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● F354　ふじのくに地球環境史ミュージアム
代表者	 	 石河孝浩／丹青社
展示場所	 	 静岡県・駿河
完成年月	 	 2016 年 3月
ディレクション	 加藤	剛／丹青社　
デザイン	 	 石河孝浩／丹青社　
プランニング	 篠原宏一／丹青社　
サイン・グラフィックデザイン　　氏デザイン
展示アドバイザー	 洪恒夫／東京大学総合研究博物館　
施工	 	 丹青社
クライアント	 静岡県
撮影	 	 ナカサ＆パートナーズ

● F727　国立科学博物館　地球館リニューアル‐3F 親と子のたんけんひろば　コンパス
代表者	 	 上原裕／乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体
展示場所	 	 国立科学博物館
展示期間	 	 2015 年 7月
ディレクション	 執行昭彦、高橋久弥
デザイン	 	 上原裕
プランニング	 粟國嘉隆、齊藤恵理、山田淳
グラフィック	 高橋賢治、糸井直人、加藤淳子
施工	 	 乃村工藝社、丹青社設計施工共同企業体
クライアント	 国立科学博物館
撮影	 	 フォワードストローク

● F585　超人競技が都市空間をデザインする
代表者	 	 広庭伸樹／千葉大学
展示場所	 	 東京・都心環状線、都庁都民広場
完成年月	 	 2016 年 4月
プロデュース	 千葉大学柘植研究室
グラフィック	 広庭伸樹
デザイン	 	 大久保玲亮

DSA日本空間デザイン協会特別賞　	企画・研究賞		＜一般＞2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 2016」 審査結果速報  2016 年 7 月 7 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■IFA2015 : Panasonic Booth
西田大介／乃村工藝社
 ■国際交流基金巡回展

　「マンガ・北斎・漫画 現代日本マンガから見た『北斎漫画』」
中沢仁美／シービーケー
 ■モエ ヘネシー ディアジオ　　ジョニーウォーカー　”ラグジュア
リー・プロモーション ”
江口誠一／ノムラデュオ
 ■Horizon for The Small World 

　「新しい建築の楽しさ 2015」展　会場構成
山田紗子／山田紗子建築設計事務所
 ■第 45 回 インターネプコンジャパン " 日本アルミット" ブース
宮川実穂／フジヤ
 ■ツーリズム EXPO2015 羽田空港ブース
品川利之／ノムラデュオ
 ■第 3 回電力自由化 EXPO “ 株式会社 Looop ブース ”
中嶋千恵／サクラインターナショナル
 ■第 50 回 ジャパ ンゴルフフェア 2016　“ 三 菱レ イヨン・
ALDILA ブース ”
福地航大／フジヤ
 ■ 「三禅定の旅」立山・白山・富士山をめぐる
西田茂／宝来社
 ■SC ビジネスフェア 2016　日本郵便ブース
杉﨑香／ムラヤマ
 ■塩ビ工業・環境協会　エコプロダクツ 2015
五十嵐実里／ igarashidesignoffice
 ■CEATEC JAPAN 2015 三菱電機ブース
駒崎薫／ムラヤマ
 ■第 9 回 UIC 世界高速鉄道会議　株式会社日立製作所
丸山健史／ブランコ
 ■LED NEXT STAGE/ ウシオライティングブース
白銀香奈美／博展
 ■第 4 回鉄道技術展　“ 川崎重工 ブース ”
福地航大／フジヤ
 ■システムコントロールフェア 2015「オムロンブース」
歌代悟／博展
 ■LED NEXT STAGE 2016 　三菱電機照明ブース
歌代悟／博展

 ■2016　securityshow　SECOM booth
岡村橋二郎／Original	Design	Co.,Ltd.
 ■第 22 回 東京国際ブックフェア 小学館ブース
川崎英治／	乃村工藝社
 ■Life Story 日常を豊かに変える Life Space UX のある生活  
by Sony and Living Motif
皆川雄一／アクシス
 ■ジャパンウォッチコレクション 2015 秋冬 _ シチズン
安部敦／ムラヤマ
 ■第 28 回 インターフェックス ジャパン　トップブース
綾部光江／　フジヤ
 ■第 7 回 化粧品産業技術展　日本色材工業研究所ブース　
綾部光江／　フジヤ
 ■下水道展 '15 東京 クボタブース
深澤美香／ムラヤマ
 ■東京モーターショー 2015 TOYOTA ブース
山下祥平／乃村工藝社
 ■第 44 回 東京モーターショー 2015 レクサスブース
川崎年登／博報堂プロダクツ
 ■FOODEX JAPAN 2016（第 41 回国際食品・飲料展）
吉村舞子／ムラヤマ
 ■ジャパンウォッチコレクション 2016 春夏 _ シチズン
安部敦／ムラヤマ
 ■CEATEC JAPAN 2015 シャープブース
井上茂宏／乃村工藝社
 ■JAPAN JEWELLERY FAIR  2015 
中沢拓也／ディー・エイト
 ■TOKYO AUTO SALON 2016 PIAA ブース
中沢拓也／ディー・エイト
 ■CP+2016 EPSON 販売ブース
中沢拓也／ディー・エイト
 ■システムコントロールフェア 2015 

　MECHATROLINK 協会ブース
中沢拓也／ディー・エイト
 ■自由に語り合うくらし展　in Panasonic Center OSAKA
高橋建司／乃村工藝社
 ■JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2015 花王ブース
小阪雄造／乃村工藝社

A部門　エキシビション、プロモーション空間

入選

 ■第 44 回東京モーターショー 2015　YAMAHA ブース
堀智映／KAZAANA
 ■第 26 回 国際文具・紙製品展 ISOT 2015 “デザインフィルブース”
斉藤里枝／エイブルビーン
 ■第 89 回日本消化器内視鏡学会総会　

　コヴィディエン ジャパンブース
栗原絵美／アコースト・コーポレーション
 ■Tohgashibition - マイナビ MEGA EXPO
河合雄介／トーガシ

 ■連載完結記念 岸本斉史 NARUTO －ナルト－展
堀江恭輔／乃村工藝社
 ■The World of Sports
高橋麻衣／乃村工藝社
 ■エコプロダクツ 2015/ 日本製紙ブース　
高橋匠／博展
 ■東京ゲームショウ 2015 サイゲームス グランブルーファンタ
ジーブース
伊藤佑子／丹青社
 ■祭 with Android
小野直紀／博報堂

BEST50
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■国際宝飾展 2016　株式会社桑山ブース
道休瑞紀／ジールアソシエイツ
 ■建築・建材展 2016　宮吉硝子ブース
尾西雄一郎／スペース
 ■第 34 回 JAPANTEX 2015　“トーソーブース ”
平澤太／デザインカフェ
 ■JASIS2015 " 日本電子ブース "
岡田典子／ジゴワット
 ■第 18 回国際福祉健康産業展 ウェルフェア 2015　　

　“ 酒井医療ブース ”
平澤太／デザインカフェ
 ■エコプロダクツ 2015　“ 大和ハウスグループ ブース ”
小畠衛／デザインカフェ
 ■ジャパンフィッシングショー 2016 " グローブライドブース "
荒木秀暢／フジヤ
 ■SC ビジネスフェア 2016　ジーク株式会社ブース
有元茜／ジーク
 ■CEATEC JAPAN  2015  アルプス電気　ブース
宮崎翔／白水社
 ■国際ホテル・レストラン・ショー 2016/ カネカブース
矢野吉昭／博展
 ■システムコントロール フェア 2015/ 三菱電機ブース
高橋匠／博展
 ■SC ビジネスフェア 2016/ 大和ハウス工業ブース
高橋匠／博展
 ■レジャーホテルフェア 2015/ 東京マツシマブース
矢野吉昭／博展
 ■エコプロダクツ 2015/ 日本テクノブース
高橋匠／博展
 ■第 31 回日本静脈経腸栄養学会学術集会  ネスレ日本株式会社
櫻井里子／フジヤ
 ■有田焼書店
佐藤圭多／佐藤立体設計室
 ■とらや　洛趣会
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■SK- Ⅱ　美肌チェンジミュージアム
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■愛のコンティニュアスデザイン展
江川正範／丹青ディスプレイ
 ■国際モダンホスピタルショウ 2015
内田将樹／フジヤ
 ■第 17 回エコプロダクツ 2015
内田将樹／フジヤ
 ■エコプロダクツ 2015　ライオンブース
山中優花／博展
 ■シーテックジャパン 2015 ロームブース
日下穰／ ZYCC
 ■スーパーマーケットトレードショー 2016 グリコブース
日下穰／ ZYCC
 ■ITEM in JRC 2016 国際医用画像総合展　“ 富士フイルム 
ブース ”
小畠衛／デザインカフェ
 ■bunshi / （分枝）
ムホーエマニュエル／ウッドファーニチャージャパンアワード 2016 実
行委員会

 ■東京オートサロン 2016 _ 日産ブース
方山裕一／KatayamaDESIGNSTUDIO
 ■第 44 回東京モーターショー 2015 _ 日産ブース
方山裕一／KatayamaDESIGNSTUDIO
 ■SMART MOBILITY  CITY 2015 TOYOTA ブース
青栁龍佳／博展
 ■HVAC&R JAPAN 2016 " 東芝キヤリアブース "
菅野幸子／博展
 ■TOKYO DESIGN WEEK " オートデスクブース "
深谷昇吾／博展
 ■ブランズ横浜　マンションギャラリー
工藤千尋／環境計画研究所
 ■ブリリアタワー上野池之端 ゲストサロン
秋和悟之／環境計画研究所
 ■ＮＴＴ西日本スペシャル　おいでよ！絵本ミュージアム２０１５
宮大悟／フジヤ
 ■第 17 回エコプロダクツ 2015  7&I ホールディングス ブース
長谷川真理／フジヤ
 ■IGAS 2015 会場計画
赤澤真美／ムラヤマ
 ■ビューティーワールドジャパン 2015 MTG ブース
赤澤真美／ムラヤマ
 ■ニコニコ超会議 "Wizards of the Coast ブース "
深谷昇吾／博展
 ■第２回トイレ産業展 2015 サラヤブース
松塚庸平／白水社
 ■SC ビジネスフェア 2016　UR 都市機構グループブース
蔡知垠／博展
 ■SHISEIDO brand innovation
黒谷優美／資生堂
 ■伊勢丹新宿・ザ・ステージ　EVER BLOOM/ULTIMUNE　
特設イベント
黒谷優美／資生堂
 ■mt expo 2015
居山浩二／イヤマデザイン
 ■緑十字展 2015 ～働く人の安心づくりフェア～

　" ミドリ安全ブース "
荒木秀暢／フジヤ
 ■なつめ文具店
内藤有美／フジヤ
 ■エコプロダクツ 2015  資生堂ブース
長谷川真理／フジヤ
 ■メカトロテックジャパン " ナカニシブース "
羽部康将／HABEDESIGN
 ■NEW BALANCE BETA STADIUM
皆川雄一／アクシス
 ■東京おもちゃショー 2015 " カワダブース "
荒木秀暢／フジヤ
 ■拉拉熊的甜蜜時光特展
齊藤基樹／アルボス
 ■2015 国際ロボット展 / カワダロボティクスブース
鎌田修／ジールアソシエイツ
 ■2016 AUTUMN & WINTER ASICS Exhibition
市川茂雄／オフィスフォー・ユー



12／17

「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■白水社人物展
秋本隆史／白水社
 ■BEAUTY CROSSING GINZA 銀座＋ラ・モード＋資生堂
信藤洋二／資生堂
 ■Japan IT Week 2015 秋　“desknet’s NEO ブース ”
小畠衛／デザインカフェ
 ■2020 年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展 2015
岡部修三／upsettersarchitects
 ■旧富岡製糸場 西置繭所保存修理 仮設見学施設
松原祐美子／竹中工務店
 ■第 44 回東京モーターショー 2015 ダイハツブース
伊藤達朗／電通
 ■パナソニック　INTERZUM 2015
吉川祥世／乃村工藝社
 ■第 17 回エコプロダクツ 2015“ ニチバン ブース ”
酒井美笑／昭栄美術
 ■IoT Technology 2015 Intel ブース
小林睦直／ナオ・デザイン
 ■第 69 回日本臨床眼科学会 参天製薬株式会社ブース
奥村悠輔／アコースト・コーポレーション
 ■JAPAN ドラッグストアショー 2016　“Kaoブース ”
藤田光弘／ヴェルト
 ■LUNASOL　煌めき浄化
米谷ひろし／トネリコ
 ■東京モーターショー 2015 ブリヂストン
山田旭／ビートニク
 ■PEPI STRONG BALL
山田旭／ビートニク
 ■バーゼルワールド 2016　シチズンブース
安田信幸／イクシー
 ■エコプロダクツ 2015 アルミ缶リサイクル協会ブース
竹村尚久／ディーコンセプトデザインオフィス
 ■ISOT 国際文具・紙製品展　カンミ堂ブース
竹村尚久／ディーコンセプトデザインオフィス

 ■色部義昭：WALL
色部義昭／日本デザインセンター
 ■国際モダンホスピタルショウ 2015　“ 富士フイルム ブース ”
小畠衛／デザインカフェ
 ■Electronica China 2016 “ ヒロセ電機株式会社ブース ”
鈴木萌／昭栄美術
 ■ヒーバック & アール ジャパン　冷凍・空調・暖房展　

　三菱電機株式会社
水野智仁／昭栄美術
 ■CITIZEN xC with Peltier 
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■CITIZEN　SATELLITE WAVE -GPS Exhibition 2015
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■KOKUYO DAYS OFFICE 
吉羽拓也／コクヨ
 ■スマートエネルギー week2016 バイソンブース
青木薫／トーガシ
 ■AXE BLACK LABEL ROPPONGI STORE
星太輔／中村展設
 ■SUPER BOX 2015
田中仁朗／日東建装社
 ■８８てぬぐいワンダーマーケット
角田真祐子長谷川哲士／ミンナ
 ■食べる、集う、もてなす展
角田真祐子長谷川哲士／ミンナ
 ■第 53 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
薮下貴志／アコースト・コーポレーション
 ■田島美術店　2015 東美アートフェア
河合雄介／トーガシ
 ■LIGHTING JAPAN 2016 “ ソニー株式会社 ブース ”
安藤北斗／ウィープラス
 ■未来逆算思考
大政靖彦／電通イーマーケティングワン
 ■FANO
谷尻誠／SUPPOSEDESIGNOFFICECo.,Ltd.
 ■THE GINZA COSMETICS 新商品発表会
小林恵理子／資生堂

B部門　文化・街づくり空間

 ■水俣市立水俣病資料館
稲野辺翔／乃村工藝社
 ■佐賀県立宇宙科学館　ゆめぎんが
湯浅忠／乃村工藝社
 ■京都鉄道博物館
奥田龍一／乃村工藝社
 ■ニフレル
北村仁司／竹中工務店

 ■やきいもファクトリーミュージアム
山下佳宏／日展
 ■Active Learning Camp
山口茜／乃村工藝社
 ■半田赤レンガ建物
築山知代／乃村工藝社
 ■名古屋文理大学 FLOS
今福良記／竹中工務店

入選

BEST50

 ■宮古市震災遺構「たろう観光ホテル」保存整備
小林宜文／丹青研究所

 ■セーレンプラネット（福井市自然史博物館分館）
岩崎裕次郎／丹青社
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■西巣鴨小学校、築山再生プロジェクト 
　－子供たちのクリエイティビティを引出す、遊び場の再生－
白井宏昌／NPO 法人建築思考プラットフォーム
 ■ニコンミュージアム
高橋吉弘／トータルメディア開発研究所
 ■日ノ出町アートブックライブラリー
住谷素子／KSA
 ■蝉類博物館―昆虫黄金期を築いた天才・加藤正世博士の世界
洪恒夫／東京大学総合研究博物館
 ■日本科学未来館常設展示 100 億人でサバイバル
中原崇志／デンバクファノデザイン
 ■生田神社境内整備　2015
井ノ口洪太／竹中工務店
 ■名古屋商科大学大学院　名古屋キャンパス　丸の内タワー
町田伊左雄／竹中工務店

 ■宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
石河孝浩／丹青社
 ■Suntory  Whisky Yamazaki Distillery -Renewal-
Project 2016- 
滝澤弥香／電通
 ■サッポロビール博物館
竹田佳史／丹青社
 ■立命館大学 平井嘉一郎記念図書館
赤川貴世友／安井建築設計事務所
 ■TOTO ミュージアム
神田武志／丹青社
 ■うらめしや～冥途のみやげ　展
原伸年／丹青ディスプレイ
 ■富久ソラのこども園ちいさなうちゅう
大江和範／エッジ

C部門　商業・サービス空間

 ■リッチモンドホテル プレミア浅草インターナショナル
碩昭博／竹中工務店
 ■カナエル神奈川西支店
木下昌大／京都工芸繊維大学 /KINOarchitects
 ■KASHIKEY THE STORE
中村和延／乃村工藝社
 ■イオンモール堺鉄砲町
岩井正和／竹中工務店
 ■MTRL KYOTO
佐野文彦／佐野文彦 studioPHENOMENON
 ■YKK ファスナー専用機械部品工場
宮下信顕／竹中工務店
 ■西武池袋本店 9F 屋上 食と緑の空中庭園
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■Hair Clinic gnome
永田武／elevennineinteriordesignoffice
 ■Foot Cure Factory
永田武／elevennineinteriordesignoffice
 ■ザ テンダー ハウス
齋藤玲子／乃村工藝社 A.N.D.
 ■BROMPTON JUNCTION TOKYO
原慎太郎／博展

 ■SANGETSU TOKYO SHINAGAWA SHOWROOM
亀田奈緒／乃村工藝社
 ■鈴鹿サーキット　サーキットチャレンジャー
中井利明／ムラヤマ
 ■甲斐宝刀 信玄館
蓮見藍／ムラヤマ
 ■OSAKA ENGLISH VILLAGE
峯岸愛／ムラヤマ
 ■SUNTORY UNIVERSITY
高橋勇人／乃村工藝社
 ■博多味のタウン
岩井貴史／ジーク
 ■KOTOWA 奈良公園
山中隆寛／ジーク
 ■相鉄沿線名店プロジェクト　酒と板そば　ともしび
松田豪／三井デザインテック
 ■New Balance Japan  showroom ＆ office
松田豪／三井デザインテック
 ■二上家 展示場
中村隆秋／ナカムラデザイン事務所
 ■ミッション遂行型タイムアタックアトラクション 【インスパイヤ】
升水裕一／中央宣伝企画

入選

BEST50

 ■海のようなショウルーム／三洋販売広島支社
末森憲義／清水建設
 ■クアーズテックギャラリー＆オフィス   ～ Pure, Repeat, 
Clarity
佐藤航／コクヨファニチャー
 ■西武池袋本店 プレステージ ブティック
平綿久晃／MOMENT

 ■TOMOKO KODERA CONCEPT SHOP
深野友規／乃村工藝社
 ■サー・トーマス・リプトン ティーハウス ギンザ
鶴谷真衣／丹青社
 ■西武渋谷店　A 館エントランス
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■新柏クリニック
菅原努／竹中工務店
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「DSA 日本空間デザイン賞 2016」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■3 × 3 Lab Future
大西亮／乃村工藝社
 ■トキハわさだタウン　フェスタ広場改修
濱久貴／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■天神地下街レストルーム
吉田麻紀／丹青社
 ■今治タオル　松山エアポートストア
佐藤可士和／サムライ
 ■HAYAMA NATURAL TABLE  Bojun
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■丹青社本社オフィス
洪恒夫／丹青社
 ■千里バンパク ロフト
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■HANDS CAFE エトモ中央林間
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■金沢 ロフト
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■札幌時計台ビル
並木良一／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■TOTO MUSEUM
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■プリンセスワンスプーン東京
澤田貴史／スペース
 ■南房総富浦ロイヤルホテル
伊藤公美／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■INPEX MUSEUM
寺井弘典／ピクス
 ■西武池袋 書籍館
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■あたみ石亭 ダイニング雲珠
向笠謹明／フィルデザイン
 ■個室会席 北大路 虎ノ門茶寮
向笠謹明／フィルデザイン
 ■FLUX CONDITIONINGS
佐藤可士和／サムライ
 ■ROKU
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■数研出版　関西本社ビル
吉田直弘／竹中工務店
 ■Sanchito
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■CORAZYs
エマニュエルムホー／emmanuellemoureauxarchitecture+design
 ■Bakery & CafeDining RACCOLTA
室谷丞一郎／ジーク
 ■フェザーミュージアム
野々顕／ジーク
 ■プライミクス ミュージアム
野々顕／ジーク
 ■サンシャインシティプリンスホテル パノラマフロア
田中映子／三井デザインテック
 ■テノハ代官山
新海一朗／SIGNAL

 ■inten
浅野雅晴／浅野藝術
 ■パークコート赤坂檜町ザ タワー レジデンシャルサロン
内海孝則／環境計画研究所
 ■日東電工株式会社 inovas( イノヴァス )
西村一斗也／日建設計
 ■太陽工業事務所・太陽工業御陵通給油所
興津俊宏／竹中工務店
 ■東京国際クリニック
見留徹／ストリーム
 ■三和木の家　HDC 名古屋ショールーム
鳴海裕治／スペース
 ■飛騨信用組合　東山支店計画
尾西雄一郎／スペース
 ■Fly Fishing Shop　Loop to Loop
清水尚志／ドス・パートナーシップ
 ■米洲ギャラリー
佐々木龍一、奥村梨枝子/佐々木設計事務所+ATELIER	O
 ■ドワンゴ教育事業本部 ・角川ドワンゴ学園オフィス
石井一東／コクヨ
 ■TechShop TOKYO
中村龍太郎／コクヨ
 ■西条中央病院
小原博之／清水建設
 ■アインズ＆トルペ，ル・トロワ
長谷川あみ湖／丹青社
 ■イベント＆コミュニティスペース ドッツ
安元直紀／丹青社
 ■イセタンハウス
上垣内泰輔／丹青社
 ■ラシーヌ　ファーム　トゥー　パーク　南池袋公園
中村耕一郎／丹青社
 ■ikari Homemade ららぽーと EXPOCITY
根石武信／スペース
 ■ラペール
蓮見淳一／丹青社
 ■HEART BREAD ANTIQUE イオンモール四条畷店
根石武信／スペース
 ■スパリゾートハワイアンズ　流れるアクアリウムプール「フィッ
シュゴーランド」
那須野純一／丹青社
 ■BLUE LAGOON
町田幹樹／スペース
 ■L’Arbre vert
町田幹樹／スペース
 ■若狭瓜割名水公園 名水の里
町田幹樹／スペース
 ■キユーピー本社・ギャラリースペース
入谷義彦／フジヤ
 ■学園の森キッズクリニック
見留徹／ストリーム
 ■サンリブきふね食品売場
玉井俊之／ジーク福岡店
 ■大山レークホテル
先本佳世／丹青社
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 ■綱島源泉　湯けむりの庄
今井彩史／久米設計
 ■プラウドタワー大泉学園
代田哲也／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■NiOR
小林祐輔／サンテン・コーポレーション
 ■METoA Ginza（メトア ギンザ）
窪田茂／窪田建築都市研究所
 ■PABLO ロッテ明洞店
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■THE DAD BOD
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■WAREHOUSE OFFICE
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■PORT INC.  WORK-TRIP-GALLERY
鹿野喜司／コクヨ
 ■Sarabeth's Tokyo
関志帆／スペース
 ■株価連動型社員食堂「KABUTERIA ／カブテリア」　日清食品
ホールディングス
青木耕治／コクヨ
 ■徳真会クオーツタワー
谷高明／乃村工藝社
 ■大川魚店　泉店
立野弘貴／船場
 ■チュチュアンナグループ本社ビル
森雅章／安井建築設計事務所
 ■雨晴
米谷ひろし／トネリコ
 ■DNP  COMPANY CAFETERIA
米谷ひろし／トネリコ
 ■なんぼや　池袋店
吉田昌弘／KAMITOPEN 一級建築士事務所
 ■Space Lab( スペースラボ )
衣川文徳／ヴィス
 ■nana's green tea 京都祇園店
吉田昌弘／KAMITOPEN 一級建築士事務所
 ■なんぼや　町田店
吉田昌弘／KAMITOPEN 一級建築士事務所
 ■なんぼや　渋谷店
吉田昌弘／KAMITOPEN 一級建築士事務所
 ■なんぼや　新宿店
吉田昌弘／KAMITOPEN 一級建築士事務所

 ■GameWith　本社オフィス
新海一朗／SIGNAL
 ■千客万来不動産　本社オフィス
新海一朗／SIGNAL
 ■グッドマン堺／グッドマン水江／グッドマン市川／グッドマンビジ
ネスパーク イースト
新海一朗／SIGNAL
 ■CyberZ OFFICE Creative Factory
浅野里紗／コクヨ
 ■四日市の美容室
片桐和也／KatagiriArchitecture+Design
 ■me ISSEY MIYAKE 玉川
平綿久晃／MOMENT
 ■BAO BAO ISSEY MIYAKE 銀座
平綿久晃／MOMENT
 ■村田製作所歴史ギャラリー
野々顕／ジーク
 ■PLEATS PLEASE / BAO BAO ISSEY MIYAKE バンコク
平綿久晃／MOMENT
 ■新古賀病院
原田靖之／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■ひろ耳鼻科・皮膚科・形成外科
一之瀬暁洋／一之瀬 DesignOffice
 ■White Winter Starbucks
谷尻誠／SUPPOSEDESIGNOFFICECo.,Ltd.
 ■北菓楼札幌本館
西田達生／竹中工務店
 ■クリエーション バウマン 東京本社ショールーム
夏目知道／ナツメトモミチ
 ■sound space BLACK CHERRY
一之瀬暁洋／一之瀬 DesignOffice
 ■ミキモト 香港 1881 HERITAGE
河合知恵／ミキモト
 ■パティスリー吉祥寺
小西真里子／スペース
 ■久保田　銀座
丸山弘敏／船場
 ■ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン
山田邦夫／清水建設
 ■横浜星のなる木
小西真里子／スペース

D部門　ショーウインドウ＆ヴィジュアルデザイン空間

入選

BEST50

 ■「今」を創る伝統画材ラボ PIGMENT “ 四季 ”
佐藤寧子／プランクス

 ■シリーズ　季節による暮らしの歳時記
松永良一／大丸松坂屋百貨店

 ■NIKE RUNNING MAP CHANDELIER  ( ナイキ ランニン
グマップ シャンデリア )
山崎みどり／NikeJapan
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 ■NIPPON ものがたり　「made in NIPPON 花鳥風月」
毛利元信／エー・ティ・エー
 ■イオンスタイル堺鉄砲町　キャンディコーナーラウンド什器装
飾 
菊池卓／コモンズ
 ■とらや　“ 虹 ”
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■松屋銀座　GINZA バレンタインアベニュー
津谷汐美／シービーケー
 ■松屋銀座 春の予感 /HAPPY NEW YEAR2016
津谷汐美／シービーケー
 ■松屋銀座　GINZA FASHION WEEK SPRING 2016
津谷汐美／シービーケー
 ■南あわじ市役所　外構サイン
松塚庸平／白水社
 ■「美を掬う人 福原信三・路草 展」
山田尊康／資生堂
 ■西武池袋本店

　「Jean Paul GAULTIER for SEPT PREMIERES」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「NEO MANISH INSPIRATION」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武渋谷店

　「Jean Paul GAULTIER for SEPT PREMIERES」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武渋谷店

　「Jean Paul GAULTIER for SEPT PREMIERES」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「UKI UKI SPRING POWER」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「COOL ELEGANCE」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■和光本館ショーウインドウ 「渦」
武蔵淳／和光
 ■和光本館ショーウインドウ 「占」
武蔵淳／和光
 ■和光本館ショーウインドウ 「閃」
武蔵淳／和光
 ■和光本館ショーウインドウ 「発」
武蔵淳／和光
 ■和光本館ショーウインドウ 「箱」
武蔵淳／和光
 ■ジ ェイ ア ー ル 名 古 屋 タ カ シ マ ヤ　2016 Amour du 
Chocolat
万代明／エー・ティ・エー
 ■和光本館ショーウインドウ 「Story of you」
武蔵淳／和光

 ■タラジャーモン　“ ミラー ”
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■タラジャーモン　“ シルク ”
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■POL Ａ THE BEAUTY 銀座店「地の脈」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■伊勢丹 新宿店本館・メンズ館　グローバル・グリーン 2015　

　“人と自然のここちよい関係を知る”
佐藤寧子／プランクス
 ■チャオパニックティピー　ガーデニング
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■伊勢丹 新宿店メンズ館　彩り祭 2015　“トーキョーノマド ”
佐藤寧子／プランクス
 ■伊勢丹 新宿店本館　花々祭 2016　“ フューチャー・イズ・
ワンダフル ”
佐藤寧子／プランクス
 ■ガラスのグラフィック
渡辺真佐子／資生堂
 ■パステルパーラー
岸野桃子／資生堂
 ■東京銀座、椿
岸野桃子／資生堂
 ■“ あったか香椎 ” えきマチ1丁目香椎 冬の空間演出
栗田融／九州産業大学
 ■スコープ　“ 玉兎孫悟空 ”
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■Ready for Lady　- レディの身支度 -
近藤香織／資生堂
 ■SAPPORO SNOW VISION
佐々木靖浩／スペース
 ■銀座天國「130 年分のありがとう」
持木慎子／持木工房
 ■三越日本橋本店 彩り祭
安藤北斗／ウィープラス
 ■デジタルモーションゲート ヴィレッジヴァンガード イオン
モール常滑店
鈴木博光／スペース
 ■unexpected ギンザの風
檜原由比子／ザ・ギンザ
 ■ミキモト銀座二丁目本店　“ 桜／ SAKURA”
鈴永泰士／ミキモト
 ■ULTIMUNE _SHISEIDO THE GINZA
堀景祐／資生堂
 ■レッツエンジョイリゾート☆
徳久綾美／資生堂

E部門　エンターテイメント＆クリエイティブ・アート空間

BEST50

 ■グッドオールドデー ドリームゲーム
吉田早也香／博展

 ■東京ミチテラス 2015
津山竜治／乃村工藝社
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 ■サンリオピューロランド　ミラクルギフトパレード
桶川悟／アクシス
 ■ARK HILLS WINTER 2015-2016 

　【Season’s Glitterings 】PolarizationTree
木村寿行／ TSP 太陽
 ■星空のイルミネーション
古田雅敏／ブランコ
 ■ＮＧＴ48 劇場
山田健太郎／乃村工藝社
 ■イルミナイト万博夕涼み　ATWAS　スプラッシュライトパ
フォーマンス / ファンタズム
木村寿行／ TSP 太陽
 ■Light Origami
KAZShirane／ KAZShirane
 ■平城京天平祭　秋　２０１５
木村寿行／ TSP 太陽
 ■仙台七夕飾り　鐘崎
高谷廉／AD&D
 ■日本桜風街道
長谷川喜美／ベルベッタ・デザイン
 ■都市の花瓶
市川徹／竹中工務店
 ■躍動
荒井栄子／いけばな草月流

 ■京の七夕　堀川会場
柿澤貴恵／フジヤ
 ■ORI・AYA
宮廻正広／陶額堂
 ■MIDLAND CHRISTMAS 2015
小松宏誠／KoseiKomatsuStudio
 ■福島プロジェクションマッピング２０１６はるか　白河花かがり
山田崇臣／NHKエンタープライズ
 ■イルミネーション・ファンタジー光の華まつり
城康弘／ミュー
 ■CASA AfeliZ GINZA
秋葉哲也／アシュラスコープインスタレーション
 ■FLOWER PAD
佐々木康貴／PPP
 ■THE BOX
進藤篤／東京藝術大学
 ■ヒトトキノス
谷田真	研究室／名城大学
 ■アイデア会議室『アイデアの城』
後藤稔行／ジー・ブーン
 ■タッチ ザ ビューティー LIVE 唐草
駒井麻郎／資生堂
 ■帆／立方体／傾いた茶室
浅野言朗／浅野言朗建築設計事務所

入選

入選

F部門　空間の企画・研究

 ■即日展示
優介板東／千葉大学院
 ■名古屋国際会議場「OCTET」-Nagoya InformationStation-
伊藤孝紀	研究室／名古屋工業大学

 ■セーレンプラネット（福井市自然史博物館分館）
岩崎裕次郎／丹青社
 ■「宮古市震災遺構」遺すこと、そして復興へ
小林宜文／丹青研究所
 ■2020 年東京五輪へ向けた空間デザインの提案　- 東京湾岸祭
り大路 -
植木嘉一／千葉大学

 ■Amorphous
太刀川瑛弼／NOSIGNER

 ■ちいさな塔
進藤篤／東京藝術大学
 ■東京スカイツリー「SKYTREE ROUND THEATER」第一
弾プログラム「WIPE UP!」
東京スカイツリー、大日本印刷、P.I.C.S.


