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DSA 日本空間デザイン賞 2017　
大賞「広島平和記念資料館東館」に決まる

「DSA 日本空間デザイン賞 2017（主催：一般社団法人日本空間デザイン協会）」は、応募総数 755 作品の中から、
DSA 日本空間デザイン大賞／日本経済新聞社賞に田中利岳氏、藤井明文氏、島智子氏（株式会社丹青社）の「 広島平和
記念資料館東館」に決定しました。
全作品から50作品が最終審査会へ進み、その中から今年の優れた作品として、「大賞」1作品、「金賞」10 作品、「銀賞」
15 作品、「BEST50 賞」24 作品、さらに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」
３ 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、今年で半世紀を越え、51 年目の開催となりました。
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。秋
には贈賞式、そしてその後は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
2017 年 7 月 3 日
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展示場所 広島県・広島市
完成年月 2017 年 4 月
代表者	 田中利岳／丹青社
総括責任者	 藤井明文／丹青社
デザインディレクション	 田中利岳／丹青社
プランニング	 島 智子、小杉重信、倉本大樹、
 西川瑛海／丹青社
デザイン	 田中利岳、深野正典、内海理美
 ／丹青社

映像コンテンツディレクション	 塩田達郎／丹青研究所
映像コンテンツ	 丹青社、丹青研究所、
	 イエローツーカンパニー、キャドセンター、
	 プロトタイプ、WOW
サインディレクション	 高橋賢治／丹青社
グラフィック・サイン	 丹青社、氏デザイン、図考館
プロダクション	 加藤勝実／丹青社
クライアント	 広島市
撮影	 ナカサ＆パートナーズ

デザイン意図

原爆の非人道性、被害の凄惨さを後世に継承する事を目的に、全館改修を見据えた資料館東館のリニューアル。
1発の原子爆弾によって、ものごとが一瞬にして無くなることの意味を考えたい。この風景が激変する一瞬の空間
体験を、ヒロシマへの憶いの出発点と位置付けた。また、被爆の前と後、崩壊と復興、生と死など、1発の原子
爆弾がもたらした出来事の対の関係性に着目、対比のデザインを徹底し、記憶の顕在化を試みた。そして、この
一連の風景を追体験する世界中の人々と共に、ヒロシマを憶い、未来を手繰る。

DSA 日本空間デザイン賞 2017　大賞／日本経済新聞社賞

広島平和記念資料館東館

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
2017 年 7 月 6 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報

●B714　広島平和記念資料館東館
代表者	 	 田中利岳／丹青社
展示場所	 	 広島県・広島市
完成年月	 	 2017年 4月
総括責任者		 藤井明文／丹青社
デザインディレクション	 田中利岳／丹青社
プランニング	 島	智子、小杉重信、倉本大樹、西川瑛海／丹青社
デザイン	 	 田中利岳、深野正典、内海理美／丹青社
映像コンテンツディレクション	 塩田達郎／丹青研究所
映像コンテンツ	 丹青社、丹青研究所、イエローツーカンパニー、キャドセンター、プロトタイプ、WOW
サインディレクション	 高橋賢治／丹青社
グラフィック・サイン	 丹青社、氏デザイン、図考館
プロダクション	 加藤勝実／丹青社
クライアント	 広島市
撮影	 	 ナカサ＆パートナーズ	

●A51　第 27 回 国際文具・紙製品展 ISOT 2016 “ デザインフィルブース ”
代表者	 	 斉藤里枝／エイブルビーン
展示場所	 	 東京・有明
展示期間	 	 2016 年 7月
プロデュース	 豊田栄一、横山まどか、高橋貴根、下田洋一、齋藤泰陽、矢田洸、山本桃子
	 	 ／デザインフィル
デザイン	 	 池澤和重、斉藤里枝／エイブルビーン
プロダクトマネジメント	 青柳めぐみ／アートフリーク
設計	 	 加納和真／アートフリーク
スーパーバイザー	 成田秀、石山慎吾／アートフリーク
プロダクション	 アートフリークものづくりファクトリー
クライアント	 デザインフィル
撮影	 	 クドウオリジナルフォト

● C90　迷宮森殿 ITADAKI
代表者	 	 水村真理子／ムラヤマ
展示場所	 	 栃木県芳賀郡茂木町
完成年月	 	 2017年 3月
ディレクション	 佐藤宏平／ムラヤマ
デザイン	 	 水村真理子／ムラヤマ
ブレーントラスト	 池田俊彦、赤塚学志、森田卓、小平康史
音楽制作	 	 山口優、永田太郎
テクニカルディレクション	吉田典義、石田亨／ムラヤマ
プロダクション	 ムラヤマ
クライアント	 モビリティランド
撮影	 	 板村光一郎／J-Lights

● D99　西武渋谷 What a Wonderful Christmas
代表者	 	 安藤北斗／we+
展示場所	 	 西武渋谷店
展示期間	 	 2016 年11月〜12月
ディレクション・デザイン	安藤北斗／we+
ディレクション	 林登志也／we+
デザイン	 	 青木陽平／we+
テクニカルディレクション	松山真也／siro
施工	 	 吉忠マネキン
クライアント	 そごう・西武
撮影	 	 村瀬健一

DSA日本空間デザイン賞		大賞／日本経済新聞社賞　1作品

DSA日本空間デザイン賞		金賞　10作品

 2017 年 7 月 6 日
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●D151　和光本館「暁」
代表者	 	 武蔵淳／和光
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2016 年11月〜12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、水野まゆ子、木村亜弓／和光
プロダクション	 車屋康弘／シャコー
デコレーション	 内藤大子
クライアント	 和光
撮影	 	 守屋敏彦

●A192　mt × vitra
代表者	 	 居山浩二／イヤマデザイン
展示場所	 	 ドイツ・ヴィトラキャンパス
展示期間	 	 2016 年 6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
クライアント	 カモ井加工紙

●A200　紙庵
代表者	 	 片桐和也／Katagiri	Architecture+Design
展示場所	 	 二条城　台所
展示期間	 	 2016 年 5月
デザイン	 	 片桐和也、藤井彩加／Katagiri	Architecture+Design
デザイン	 	 犬塚聡敬／犬塚聡敬デザイン事務所
プロデュース	 大川教／灘アートギャラリー
構造設計	 	 佐藤淳／佐藤淳構造設計事務所
施工	 	 大沼　誠／フレームス
クライアント	 灘アートギャラリー
撮影	 	 渡辺琢哉／渡辺琢哉写真事務所

●A310　 eBoutique 2020
代表者	 	 吉泉聡／TAKTPROJECT
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2016 年 8月〜10月
デザインディレクション	 吉泉聡／	TAKT	PROJECT
デザイン	 	 吉泉聡、本多敦、宮崎毅、櫛笥友季未／	TAKT	PROJECT
クライアント	 ソニー
撮影	 	 阿野太一

●A315　Visible Motion
代表者	 	 吉泉聡／ TAKTPROJECT
展示場所	 	 イタリア・ミラノ
展示期間	 	 2017年 4月
デザインディレクション	 吉泉聡／	TAKT	PROJECT
デザイン	 	 吉泉聡、本多敦、宮崎毅、櫛笥友季未／ TAKT	PROJECT
エンジニアリング	 武井祥平／Nomena
サウンドデザイン	 高橋琢哉／Oyster
プロデュース	 桐山登士樹／ TRUNK
クライアント	 アイシン精機
撮影	 	 大木大輔

●D720　紅 -beni-
代表者	 	 片板豊樹／資生堂
展示場所	 	 資生堂	銀座ビル1F
展示期間	 	 2016 年12月〜2017年 3月
デザイン	 	 片板豊樹／資生堂
施工	 	 現代工房
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 2017」 審査結果速報 2017 年 7 月 6 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報

● E775　ブリュッセル・フラワーカーペット
代表者	 	 鈴木不二絵／乃村工藝社
展示場所	 	 ベルギー・ブリュッセル・グランプラス
展示期間	 	 2016 年 8月
デザイン	 	 鈴木不二絵／乃村工藝社
デザイン	 	 マーク・シュカウトテイト
クライアント	 非営利組織	フラワーカーペット事務局
撮影	 	 ウィム・ヴァンメール、ピーター・テステルマン

●A71　BMW BUSINESS ATHLETE CLUB.
代表者	 	 南正一郎／博展
展示場所	 	 寺田倉庫／G-LION	MUSEUM/ZEPP	NAGOYA
展示期間	 	 2017年1月〜2月
クリエイティブディレクション	 南正一郎／博展、山崎みどり／Conde	Nast	Japan
プロデューサー	 齋藤祐太／博展
アシスタントプロデューサー	 木村亮人、森山友博、片岡歩香／博展
[ 空間デザイン]
デザイナー	 	 青栁龍桂／博展
[ 映像制作 ]
アートディレクター	 山崎みどり／Conde	Nast	Japan
プロデューサー	 及川大介／Conde	Nast	Japan)、佐伯真一／WOW
アシスタントプロデューサー	 小林拓也／WOW
ディレクター	 牧野滋／WOW
デザイナー	 	 小島和則、蓬莱美咲／WOW
作曲	 	 長崎智宏 (WOW)
[グラフィックデザイン]
アートディレクター	 山崎みどり／Conde	Nast	Japan
デザイナー	 	 豊沢拓真／博展、関谷由加子 (22design)、岡本洋行／博展
[プロダクトマネジメント]
ディレクター	 大野陽介、熊崎耕平、田草川貴、飯野達也／博展
写真撮影	 	 皆川聡
映像撮影	 	 山田修平／HANABI

●D148　和光本館「華」
代表者	 	 武蔵淳／和光
展示場所	 	 東京・銀座
展示期間	 	 2016 年 5月〜8月
グラフィック	 おおうちおさむ、有村菜月／ナノナノグラフィックス
デザイン	 	 奥田雄一／和光
デザイン	 	 車屋康弘／シャコー
デコレーション	 内藤大子
クライアント	 和光
撮影	 	 守屋敏彦

●A163　第７回 教育 IT ソリューション EXPO 学び NEXT 「DENSO」ブース
代表者	 	 歌代悟／博展
展示場所	 	 東京・有明・東京ファッションタウンビル
展示期間	 	 2016 年 5月
ディレクション	 杉山真二／デンソーウェーブ
デザイン	 	 歌代悟／博展
プロデュース	 佐藤達也／博展
グラフィック	 佐藤恭子／博展
映像制作	 	 釜田	俊介、茂村	洋介、三井所	高成	／アマナ
プロダクトマネジメント	渡辺真介／博展
クライアント	 デンソー
撮影	 	 御園生大地

DSA日本空間デザイン賞		銀賞　15作品

2017 年 7 月 6 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報

●B173　ISUZU PLAZA
代表者	 	 西山健一／丹青社
展示場所	 	 神奈川・藤沢市
完成年月	 	 2017年 4月
プロデュース	 中尾	博／いすゞ自動車
建築ディレクション・デザイン	今春大介、小浜豪朗／坂倉建築研究所
展示ディレクション	 西山健一／丹青社
展示プランニング	 小杉重信、山田	淳、濱元英之、郷田千晶／丹青社
展示デザイン	 中井弘志、吉田康寛、高井	諒／丹青社
プロダクション	 清水建設（建築）、丹青社（展示）
クライアント	 いすゞ自動車
撮影	 	 梶原敏英

● C276　広島おりづるタワー
代表者	 	 土居一美／乃村工藝社
展示場所	 	 広島市
完成年月	 	 2016 年 7月
アートディレクション	青木一祥、土居一美／乃村工藝社
デザイン	 	 鎌田友加里／乃村工藝社
マネジメント	 竹下直行／乃村工藝社
ライティングデザイン	砂田勝啓、叶祐士郎／大光電機
コンテンツ、映像	 水岡隆志／ Lab.751広島
プロダクション	 杉野勝則、尾崎哲久、山本峰生、保川彰宏／乃村工藝社
クライアント	 広島マツダ
撮影	 	 野村和慎

●D304　ユーミンと祝う伊勢丹の 130 年
代表者	 	 佐藤寧子／プランクス
展示場所	 	 東京・新宿
展示期間	 	 2016 年11月
ディレクション	 松任谷正隆／雲母社、レスリー・キー、佐藤寧子／プランクス
デザイン	 	 佐藤寧子／プランクス
グラフィック	 森本千絵／ゴエン
衣装デザイン	 ひびのこづえ
映像	 	 アオキスタジオ
プロダクション	 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

●D398　資生堂 マジョリカ マジョルカ MAJOLICA MUSEUM
代表者	 	 佐藤励／ビービーメディア
展示場所	 	 東京・メトロ新宿駅構内
展示期間	 	 2017年 2月
クリエイティブディレクター	小助川雅人／資生堂
Webディレクター	 矢村智明	／資生堂
アートディレクター	 成田久／資生堂
コピーライター	 田中翔子／資生堂
プロダクション	 吉川雅人、佐藤励、乙井菜奈、宮本安祐佳、高橋紗登美、松川美沙	／ビービーメディア
クライアント	 資生堂
撮影	 	 佐々木雅史
協力	 	 メトロ	アド	エージェンシー
協力	 	 フリークアウト

● C489　枚方 T-SITE バックヤードサイン計画
代表者	 	 廣村正彰／廣村デザイン事務所
展示場所	 	 大阪・枚方
完成年月	 	 2016 年 5月
建築	 	 竹中工務店
クライアント	 ソウ・ツー
撮影	 	 ナカサアンドパートナーズ

2017 年 7 月 6 日
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報

● C522　ニフコ YRP 防爆棟・実験棟
代表者	 	 越野達也／竹中工務店
展示場所	 	 神奈川・横須賀市
完成年月	 	 2016 年 7月
建築設計	 	 越野達也、高橋一哉／竹中工務店
施工	 	 竹中工務店
クライアント	 ニフコ
撮影	 	 小川重雄

● E611　NIKE WOMEN TOKYO
代表者	 	 中榮康二／博展
展示場所	 	 東京・両国・両国国技館
展示期間	 	 2017年 2月
クリエイティブディレクション	南正一郎／博展
プロデュース	 木島大介／博展
プランニング	 Daisuke	Masaki ／ Hakuten
デザイン	 	 中榮康二／博展
グラフィック	 関谷由加子／22design
施工	 	 大野陽介、河本洋介／博展
クライアント	 ナイキジャパン
撮影	 	 見学友宙／ナカサアンドパートナーズ

●B637　能作新社屋・新工場　--- 地域の産業観光拠点として
代表者	 	 広谷純弘／アーキヴィジョン広谷スタジオ
展示場所	 	 富山県・高岡市
完成年月	 	 2017年 4月
デザイン	 	 石田有作／アーキヴィジョン広谷スタジオ
デザイン	 	 小泉誠	/Koizumi	Studio
グラフィック	 水野佳史／水野図案室
プロデュース	 立川裕大／t.c.k.w
施工	 	 塩谷建設
クライアント	 能作
撮影	 	 車田保、MOHEY

● C662　メルクマールショールーム兼オフィス
代表者	 	 米谷ひろし／トネリコ
展示場所	 	 東京・青山
完成年月	 	 2017年 4月
デザイン	 	 君塚賢／有トネリコ
施工	 	 シービーケー
クライアント	 メルクマール
撮影	 	 藤本一貴

●A669　H&M HOUSE Forest
代表者	 	 新井里志／Kii
展示場所	 	 長野県・軽井沢
展示期間	 	 2016 年 9月
デザイン	 	 新井里志、中富慶／Kii
施工	 	 中村亮仁／マリアート
クライアント	 ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン

● E738　草月創流 90 周年記念　勅使河原茜　個展　「HANA SO」
代表者	 	 堀田真澄／乃村工藝社
展示場所	 	 草月会館
展示期間	 	 2017年 4月
ディレクション	 佐藤オオキ／nendo
デザイン	 	 堀田真澄／乃村工藝社、onndo
施工	 	 東京スタデオ
クライアント	 一般財団法人草月会
撮影	 	 太田拓実

2017 年 7 月 6 日
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● C426　ふくしま いのちと未来のメディカルセンター棟
代表者	 	 小林健悟／日建スペースデザイン
展示場所	 	 福島県立医科大学付属病院
完成年月	 	 2016 年11月
デザイン	 	 三沢里彩、九十九優子、小林健悟／日建スペースデザイン
サインデザイン	 羽田健一／ハダ　ステュディオ
	 	 長谷川仁／プラスワン
クライアント	 福島県立医科大学付属病院
撮影	 	 奥村浩司、矢野	亮／フォワードストローク

●A325　ヤマケン木のテント
代表者	 	 髙橋勝／山と住文化の研究会
展示場所	 	 南丹市・府民の森ひよし、八幡市・男山団地、
	 	 京都市・京エコロジーセンター・梅小路公園
展示期間	 	 2016 年10月〜2017年 3月
企画・設計・監理	 髙橋勝／山と住文化の研究会
構造設計・製作	 能戸謙介／山と住文化の研究会
企画・製作	 	 杉江崇／山と住文化の研究会
製作	 	 中田哲、橋本華名、橋本政樹
製作	 	 前田清二、野瀬光弘、竹内明　
自主活動	 	 山と住文化の研究会

● E600　世界文化遺産 姫路城 ナイトアドベンチャー 煌 〜 KIRAMEKI 〜
代表者	 	 長崎英樹／タケナカ
展示場所	 	 姫路城	城内有料区域内 ( 天守は除く)
展示期間	 	 2016 年12月
企画・製作	 	 長崎英樹／タケナカ、シムディレクト
協催	 	 姫路市
後催	 	 「世界文化遺産」地域連携会議、歴史街道推進協議会
主催	 	 姫路城イベント実行委員会
撮影	 	 酒生哲雄、酒生明子／酒生哲雄写真事務所

● C750　sitatte sapporo 　札幌フコク生命越山ビル
代表者	 	 糀谷正和／清水建設一級建築士事務所
展示場所	 	 北海道・札幌
完成年月	 	 2017年1月
ディレクション	 糀谷正和、西村健／清水建設一級建築士事務所
デザイン	 	 志村美治、井筒英理子／フィールドフォー・デザインオフィス
デザイン	 	 東海林弘靖、今井美紀／ライトデザイン
アドバイザー	 蓮見孝／札幌市立大学、白鳥健志、内川亜紀／札幌駅前通まちづくり
クライアント	 富国生命保険、越山ビルディングズ
撮影	 	 島尾　望／エスエス、後藤　晃人

「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報 2017 年 7 月 6 日

日本空間デザイン協会特別賞　復興支援賞　1作品

日本空間デザイン協会特別賞　地域賞　3作品

●A757　slice of time
代表者	 	 隅廣泰介／乃村工藝社	onndo
展示場所	 	 東京・青山・スパイラル
展示期間	 	 2016 年10月
ディレクション	 佐藤オオキ／nendo
デザイン	 	 隅廣泰介／乃村工藝社	onndo
施工	 	 博展
クライアント	 OFFICINE	PANERAI
撮影	 	 太田拓実
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● E681　秋時雨
代表者	 	 千葉大学建築学科有志サークル CUAD／千葉大学
展示場所	 	 千葉大学西千葉キャンパス
展示期間	 	 2016 年11月
プロデュース	 神藤麻美
デザイン	 	 新井育実、鈴木洸次郎、松本紗織、岡内陽樹、北村理茉、興梠まい
ディレクション	 今久保太茂、上杉琴乃、大江美緒、寺内ひなの、福井あかり
演出	 	 西条杏美、田中幹大、田中緑、津村大輝、大野めぐみ、池田敦、金田有里菜、木内佑
	 	 北爪茉衣、関春佳、田中くるみ、平みゆ、長谷川将太郎
自主活動	 	 来場者

● F692　UMUT オープンラボ　ミュージアムの魅力を体現する『展示型収蔵』の試行
代表者	 	 洪恒夫／東京大学総合研究博物館
展示場所	 	 東京大学総合研究博物館
完成年月	 	 2016 年 5月
ディレクション	 洪恒夫／東京大学総合研究博物館
学術プランニング	 諏訪元、西秋良宏、遠藤秀紀、米田穣、佐々木猛智／東京大学総合研究博物館
グラフィック	 関岡裕之／東京大学総合研究博物館
主催	 	 東京大学総合研究博物館
撮影	 	 フォワードストローク

● F619　森閑と生長す
代表者	 	 小嶋沙弥華／BALLON
展示場所	 	 東京都・小平市・武蔵野美術大学
展示期間	 	 2017年1月
デザイン	 	 小嶋沙弥華／BALLON
卒業制作	 	 小嶋沙弥華／BALLON
撮影	 	 小嶋沙弥華／BALLON

● F697　NITech Wall　過去、未来、人、工学を繋ぐ大学講堂パネル
代表者	 	 松岡弘樹／名古屋工業大学大学院	伊藤孝紀研究室
展示場所	 	 名古屋工業大学	NITech	Hall
完成年月	 	 2016 年 9月
デザイン	 	 松岡弘樹、ミン・キョンソク／名古屋工業大学大学院
ディレクション	 伊藤孝紀／名古屋工業大学大学院	
施工	 	 桑原木材
クライアント	 名古屋工業大学

日本空間デザイン協会特別賞　	企画・研究賞		＜一般＞1作品

日本空間デザイン協会特別賞　	企画・研究賞		＜学生＞2作品

「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 審査結果速報 2017 年 7 月 6 日

日本空間デザイン協会特別賞　学生賞　１作品
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■APPS JAPAN 2017　” ニューフォリア ”
福地航大／フジヤ
 ■Panasonic Automotive and Industrial Systems 
Company Showroom - AIS Future Lab -
村上瑛里子／ムラヤマ
 ■CYCLE MODE international 2016　”DE ROSA”
福地航大／フジヤ
 ■JAPAN TRUCK SHOW 2016 横浜ゴムブース
中沢拓也／ディー・エイト
 ■JAPAN JEWELLERY FAIR 2016 JJA Jewellery 
Design Awards 
中沢拓也／ディー・エイト
 ■グッドスマイルカンパニー15 周年記念展
餅川雪彦／	フジヤ
 ■THE REFORM Garden YAMAGATAYA
丹羽浩之／ヴォイド
 ■IFA2016 : Technics
西田大介／乃村工藝社
 ■文化のちから
山口茜／乃村工藝社
 ■倉敷製蠟
居山浩二／イヤマデザイン
 ■国際ホテル・レストラン・ショー 2017　ダイソンブース
矢野吉昭／博展
 ■ルーヴル美術館特別展 ルーヴル No.9 〜漫画、9 番目の芸術〜
篠崎桂吾／ブランコ
 ■mt × 大原美術館
居山浩二／イヤマデザイン
 ■マリー・アントワネット展 美術品が語るフランス王妃の真実
稲木宏光／森ビル
 ■SUPERMARKET TRADE SHOW 2017 寺岡精工ブース
餅川雪彦／	フジヤ
 ■綾鷹　大炬燵茶室
丸島拓也／Branco
 ■mt CASA ex 
居山浩二／イヤマデザイン
 ■SEMICON Japan 2016　荏原製作所
水野智仁／昭栄美術
 ■ツーリズム expo ジャパン 2016

　全日本空輸 スターアライアンスグループ合同出展ブース
鈴木天明／博展
 ■JIMTOF2016 第 28 回日本国際工作機械見本市 

　シチズンマシナリーブース

 ■サラダボヤージュ
羽立瑞昭／寺岡精工
 ■あいも こいも　長崎・波佐見焼展
原田圭／DO.DO.
 ■第 29 回インターフェックスジャパン “ システムスクエア ブース ”
斉藤寿満／システムスクエア
 ■下水道展 ’16 名古屋　クボタブース
峯岸愛／ムラヤマ
 ■トレックワールドジャパン
小坂浩三／フジヤ
 ■スヌーピー ミュージアム 第 2 回 展覧会
古谷英樹／ブランコ
 ■ビューティーワールドジャパン 2016 MTG ブース
赤澤真美／ムラヤマ
 ■水滴に覆われた香水瓶の世界
堀景祐／資生堂
 ■香の風景
堀景祐／資生堂
 ■ジャパンウォッチコレクション 2016AW_ シチズン
安部敦／ムラヤマ
 ■Miss Dior Partum Promotion
木下太郎／ブランコ
 ■サイバーダインショールーム
荒木秀暢／フジヤ
 ■ライティングフェア 2017 大光電機ブース
梅谷翔太／乃村工藝社
 ■GOOD DESIGN EXHIBITION 2016 " そなえるデザイン
プロジェクト展 "
小栗誠詞／イド
 ■セミコンジャパン 2016　アドバンテストブース
横田茜／ムラヤマ
 ■2016 楽器フェア　コルグブース
照内真澄／フジヤ
 ■GASTECH 2017 “ 日揮ブース ”
名嘉朝樹／サクラインターナショナル
 ■GASTECH 2017 “ 三菱商事ブース ”
名嘉朝樹／サクラインターナショナル
 ■ガステックジャパン 2017　JOVO ブース
照内真澄／フジヤ
 ■第 51 回スーパーマーケット・トレードショー 2017　フンドー
キン醤油ブース
松本龍／ムラヤマ
 ■熊平製作所本館新築工事　1 階、2 階ショールーム内装工事
上本達也／フジヤ

A部門　エキシビション、プロモーション空間

入選

 ■SC ビジネスフェア 2017 / ルミネブース
白銀香奈美／博展
 ■SK- Ⅱ MASTERPIECE STORE GINZA
鈴木祥平／乃村工藝社

 ■TOKYO AUTO SALON 2017 横浜ゴムブース
中沢拓也／ディー・エイト
 ■CEATEC JAPAN 2016 「三菱電機」ブース
歌代悟／博展
 ■mt ex 江田島
居山浩二／イヤマデザイン

BEST50
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■SPORTEC 2016　“BODY SCULPTURE ブース ”
平澤太／デザインカフェ
 ■Japan IT Week 2016 秋　“Chatluck ブース ”
平澤太／デザインカフェ
 ■第 91 回 日本消化器内視鏡学会総会 メドトロニック ジャパン 
ブース
菊池克弥／AZOIC
 ■第 29 回 日本内視鏡外科学会総会 インテュイティブサージカル 
ブース
菊池克弥／AZOIC
 ■SHISEIDO VISION OF BEAUTY
山田明宏／資生堂（中国）
 ■上海化粧品博覧会　PURE&MILD ブース
山田明宏／資生堂（中国）
 ■ISSEY MIYAKE MEN 福岡
平綿久晃／MOMENT
 ■VERNU
平綿久晃／MOMENT
 ■ Re-Life Story／ Panasonic Center OSAKA
大西亮／	乃村工藝社
 ■第 44 回東京モーターサイクルショー /ハーレーダビッドソン 
ジャパンブース
高橋匠／博展
 ■2016 東京国際包装展／レンゴーブース
高橋匠／博展
 ■2016 東京国際包装展／東洋製罐グループホールディングス
ブース
高橋匠／博展
 ■ライティング・フェア 2017／ウシオライティングブース
蜂谷亮平／ジールアソシエイツ
 ■InterBEE2016 ／さくら映機ブース 2016
関翔太郎／ジールアソシエイツ
 ■CEATEC JAPAN 2016 アルプスブース
宮崎翔／白水社
 ■日本デンタルショー 2016 東京　ジーシー
河内勝巳／乃村工藝社
 ■イーコマース EXPO 2017 東京
真柴芙沙子／ジゴワット
 ■CEATEC JAPAN 2016　“Lenovo ブース ”
小畠衛／デザインカフェ
 ■Perspectives by SkyPixel in Tokyo - 

　僕は空からの眺めが好き
DJI	JAPANCREATIVE	TEAM／ DJI	JAPAN
 ■第 43 回 国際福祉機器展 H.C.R.2016　パナソニックブース
土居正明／ディッシュデザインオフィス
 ■ELTTOB TEP 銀座 ISSEY MIYAKE ／ EB 展示デザイン
平綿久晃／MOMENT
 ■第 28 回日本国際工作機械見本市  三菱電機ブース
北川卓／　博展
 ■2017 国際医用画像総合展　コニカミノルタジャパンブース
寺西則之／ミップス
 ■ITEM in JRC 2017 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

鈴木天明／博展
 ■G7 伊勢志摩サミット2016  広報展示
花岡　豊／乃村工藝社
 ■TWBC2016
平山彬子／博展
 ■ドレッシングの日策定記念イベント"Salada Dressing Party"
平山彬子／博展
 ■東京おもちゃショー 2016/タカラトミーブース
深谷昇吾／博展
 ■ライティング・フェア 2017 KKDC JAPAN ブース
古川万由子／フジヤ
 ■文芸江戸硝子展　玻璃の言の葉
長谷川真理／フジヤ
 ■ARSOA ポップアップハウス表参道
神保春彦／ビートニク
 ■バーゼルワールド 2017 　シチズンブース
安田信幸／スタジオイプシロン
 ■2017 ジュネーブ国際モーターショー　ファルケンブース
安田信幸／スタジオイプシロン
 ■LEXUS the new LC_ 先行展示会
赤羽紀容樹／ブランコ
 ■創業六十周年記念　総合展
岩井誠／パールマネキン
 ■ジャパンフィッシングショー 2017
大西峻人／フジヤ
 ■「無邪気に遊び、無にひたれる自然とつながる家」
高橋建司／乃村工藝社
 ■アリタノカタチ
吉泉聡／ TAKTPROJECT
 ■OREC greenlab 長野
木下昌大／KINO	architects
 ■JIMTOF2016　第 29 回 日本国際工作機器見本市

　NaITO ブース
前田茂土／キャトル
 ■日本デンタルショー 2016 東京　ノーザ　ブース
松本雅宗／フジヤ
 ■第 27 回全国菓子大博覧会・三重 おいない館 赤福 PR ブース
坂本仁志／ノムラデュオ
 ■バットマン 100% ホットトイズ
仲屋光廣／フジヤ
 ■東京ゲームショウ 2016　2K / Take-Two Interactive

　Japan ブース
田仲史明／乃村工藝社
 ■スーパーマーケット・トレードショー 2017　ファーマインド　
ブース
市原麻衣子／昭栄美術
 ■シチズン L  Ambiluna Press Presentation
渡邉世志治／　息吹工藝社
 ■ライティング・フェア／住友化学ブース
萩原千恵／博展
 ■interiorlifestyle TOKYO ／象印ブース
萩原千恵／博展
 ■AGF　表参道ヒルズ　珈琲ラヴズ和菓子アワード
渡邉世志治／息吹工藝社
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■ＡＴグループ本社南館
伊藤貴弘／竹中工務店
 ■Share Beauty
髙田大資／資生堂
 ■国際放送機器展 2016  NEC Booth
濱口かおり／ＮＥＣマネジメントパートナー
 ■国際物流総合展 2016 Intel ブース 
小林睦直／ナオ・デザイン
 ■リテールテックJAPAN 2017 Intel ブース
小林睦直／ナオ・デザイン
 ■The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition

　 & Conference
小坂真美／George	P.	Johnson
 ■LIVING&DESIGN 2016 DAIKIN ~NEW WAVE UX~
吉田英司／BALLON
 ■ジャパンドラッグストアショー 2017
藤田光弘／ヴェルト
 ■Panasonic Stadium of Wonders
土屋真司／電通
 ■MARUHON 新商品発表会
志村美治／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■ミラノサローネ　パナソニック
平野絢子／電通ライブ

 ■シチズンパビリオン
文田昭仁／文田昭仁デザインオフィス
 ■NISSAN CROSSING
日産自動車グローバルデザイン本部／日産自動車
 ■“UNVEIL”LINE ブース アドテック東京 2016
齋藤直輝／ LINE
 ■ギンザ・グラフィック・ギャラリー 第 355 回企画展「ノザイナー　
かたちと理由」
太刀川瑛弼／NOSIGNER
 ■JIMTOF 2016 ” ナカニシブース ”
羽部康将／HABE	DESIGN
 ■ＳＯＺＡＩ展 in Giftshow LIFE × DESIGN
伊東裕。劔持良美／SOL	style
 ■帝国インキ製造　CEATEC JAPAN 2016
伊東裕、劔持良美／SOL	style
 ■H&M HOUSE
新井里志／Kii
 ■第 18 回 自動認識総合展 デンソーウェーブブース
杉山真二／デンソーウェーブ
 ■IKEA デモクラティックデザインブース
新井里志／Kii
 ■Haagen-Dazs ＆ LOUNGE
新井里志／Kii
 ■LUNASOL 2016 AUTUMN COLLECTION まなざし浄化
米谷ひろし／	トネリコ
 ■お江戸の金魚ワンダーランド
藤井北斗／ hokkyok

B部門　文化・街づくり空間

 ■福井県児童科学館　エンゼルランドふくい
小山将史／丹青社
 ■中央区観光情報センター
齊藤克己／丹青社
 ■韮山反射炉ガイダンスセンター
林紗奈美／丹青社
 ■キトラ古墳壁画体験館　四神の館
高辻純哉／丹青社
 ■海遊館の顔博
丸山亮／電通ライブ
 ■古代鏡展示館
馬場健二／丹青社
 ■高松市こども未来館
西山健一／丹青社
 ■滋賀県立琵琶湖博物館
湯浅忠／乃村工藝社

 ■小泉八雲記念館
馬場健二／丹青社
 ■すみだ北斎美術館
土井啓郁／丹青社
 ■絹谷幸二 天空美術館
鈴木敦／乃村工藝社
 ■造幣局さいたま支局
稲野辺翔／乃村工藝社
 ■トヨタ博物館
小阪雄造／乃村工藝社
 ■エリザベト音楽大学新３号館
井川博英／清水建設
 ■龍谷大学 専精館 サイン計画
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■小田原城天守閣
芦田光代／乃村工藝社

入選

BEST50

 ■大阪国際大和田幼稚園
影林督諭／安井建築設計事務所

 ■山梨県立 富士山世界遺産センター
堤雄一郎／乃村工藝社
 ■女神の森セントラルガーデン
伊藤周平／竹中工務店
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 ■西武秩父駅リニューアル
大内かよ／OKデザイン
 ■UMUT オープンラボ　—東京大学総合研究博物館リニュアル
洪恒夫／東京大学総合研究博物館
 ■ヨシドーム
白井宏昌／滋賀県立大学
 ■近畿大学　ACADEMIC THEATER
畠山文聡／NTTファシリティーズ
 ■大分合同新聞「しんぶんヒミツ工場」
松本　陽一／　電通ライブ

 ■かまぼこ板絵美術館
西牟田悠／電通ライブ
 ■てんしば　サイン計画
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■トヤマ タウン トレッキング サイト
谷高明／乃村工藝社
 ■水天宮御造替
水野吉樹／竹中工務店
 ■工学院大学ラーニングコモンズ LC8
飯島直樹／飯島直樹デザイン室

C部門　商業・サービス空間

 ■立川綜合病院
北原祥三／竹中工務店
 ■東京茶寮
青柳智士／ LUCY	ALTER	DESIGN
 ■成田国際空港　NARITA Dining Terrace
柏瀬上／スペース
 ■ホテル椿山荘東京　プラザ棟リニューアル
柏瀬上／スペース
 ■グランドメゾン　ザ・大濠
丸林哲／竹中工務店
 ■中目黒の美容室　- 大きな通りに面した小さな美容室 -
南俊允／南俊允建築設計事務所／minami
 ■長浜ロイヤルホテル　リノベーション
山田邦夫／清水建設
 ■香林坊東急スクエア
尾西雄一郎／スペース
 ■BIGFACE　オフィスリニューアルプロジェクト
佐川安信／フジヤ
 ■大阪モノレール 6 駅ドリンクコーナー「モノドリンク」
高橋綾子／	船場
 ■クレード・ポー ボーテ Brand shop
小林恵理子／資生堂
 ■有隣堂　ららぽーと平塚店
成富法仁／船場
 ■M・O・A・I ( 4 towers 7 nests )
安河内健司／一級建築士事務所　group-scoop
 ■IZA
岩木友佑／乃村工藝社
 ■カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋「Maker’s Pier 店」
片山慈子／博展

 ■中目黒高架下
中村耕一郎／丹青社
 ■両国橋茶房
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■エスパル仙台
鈴木洋子／乃村工藝社
 ■ファットウィッチベーカリー京都『受け取り処』
上垣内泰輔／丹青社
 ■&C azabu tailor 梅田店
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■おなかスクエア
吉里謙一／ｃｍｙｋ
 ■L’Atelier de Gaspard et Lisa リサとガスパールのアトリエ
蓮見藍／	ムラヤマ
 ■シナガワダイニングテラス
小出美希／丹青社
 ■ツチハシ
水間寿明／MONarchitects
 ■オープンイノベーションオフィス　SENQ 霞が関
鷲尾有美／コクヨ株式会社
 ■華月〜アイザ鎌倉の簡易宿泊所〜
香月真大／SIA
 ■FUTABA+ プリコ垂水店
初田有希／スペース
 ■アシックスタイガー大阪心斎橋
永原健太郎／丹青社
 ■古崎東京オフィスビル
丹羽浩之／ヴォイド
 ■近畿大学　アメニティフィールド
神戸暁／船場

入選

BEST50

 ■SPARX House
佐藤航／コクヨ
 ■くらしのデザインサロン
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■社会福祉法人 楓葉の会　椛− MOMIJI −
一之瀬暁洋／イチデザイン

 ■ならファミリー
城土健作／乃村工藝社
 ■東京ガーデンテラス紀尾井町
川崎喜一郎／丹青社
 ■日本橋とやま館
花岡　豊／乃村工藝社
 ■十六銀行岐阜中央支店川原町出張所
尾西雄一郎／スペース
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「DSA 日本空間デザイン賞 2017」 BEST50・入選作品 [ 部門／作品名／作品代表者 所属・氏名 ]

 ■VILLAGE/VANGUARD DINER 原宿店
渡辺耕太郎／スペース
 ■glo store sendai
河内勝巳／乃村工藝社
 ■焼肉矢澤京都
山中コ〜ジ／GENETO
 ■立会川歯科・矯正歯科
平手健一／テラダデザイン一級建築士事務所
 ■WORKSTYLING
児玉あゆみ／三井デザインテック
 ■SENQ 青山
藤貴彰／三菱地所設計
 ■社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院
広田彰紀／竹中工務店
 ■池袋西武 5 Ｆ　ＮＥＷＳ
近藤真治郎／乃村工藝社
 ■伊丹ミートセンター
橋爪宏輔／スペース
 ■LECT キッズスペース「WOOD × SPRING」
川端監弥／スペース
 ■LOTTE WORLD TOWER SEOUL SKY
中井真樹／日建スペースデザイン
 ■パークプレイ大分 フードテラス
岩井貴史／ジーク
 ■パレスホテル大宮　チャペル＆ブライダルラウンジ　リノベー
ション
香取武則／香取建築デザイン事務所
 ■杉乃井ホテルフローティングアイランド シーズテラス
蘭秀幸／ジーク
 ■六甲のゲストハウス
日野宏二／竹中工務店
 ■博多やりうどん別邸　福岡空港店
蘭秀幸／ジーク
 ■CYCLE&STUDIO R Shibuya
矢崎義広／スペース
 ■阪急三番街　うめ茶小路
太田裕美子／乃村工藝社
 ■オリエンタル技研工業　プロダクションセンター
林正剛／プラナス
 ■大地　JA ちば東葛
近森丈士／日展
 ■ライフサポート・サンルーナ（高齢者デイサービス）
小木野貴光／小木野貴光アトリエ一級建築士事務所
 ■EQUINIX JAPAN headquarters office
浅野里紗／コクヨ
 ■フェスタリア ビジュソフィア　銀座
宮川清志／SESN
 ■Ario Hashimoto NEW KIDS TOWN
田中三弘／スペース
 ■カナヤマギンザ
高木純／コムデザインラボ
 ■北大路　京橋茶寮
向笠謹明／フィルデザイン

 ■URBAN GREEN ALLEY
川原村真幸／竹中工務店
 ■SABAR+　OIOI 上野店
大野美幸／スペース
 ■SSK
大滝仁実／ヴィス
 ■ザ フードタイムズ
出口智彦／乃村工藝社
 ■美々卯　みどり店
松田知也／乃村工藝社　
 ■IHI 相馬事業所内保育施設「I ★ KIDS そうま」
野島耕平／コクヨ
 ■party on tokyo
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■PABLO COFFEE 心斎橋オーパきれい館店
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■ネイルサロン　爪庵 -souan-
天水義敬／天水義敬建築設計事務所
 ■cave bar
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■茶店珈琲
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■安江病院
原田靖之／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■焼きたてチーズタルト専門店 PABLO 梅田 HEP FIVE 店
今福彰俊／スーパーマニアック
 ■エキュート立川
清水良輔／乃村工藝社
 ■ホテルグレイスリー京都三条南館 歌舞伎路地・歌舞伎ルーム
伊東正和／スペース
 ■LOFT Siam Discovery
平綿久晃／MOMENT
 ■ISSEY MIYAKE 台中
平綿久晃／MOMENT
 ■PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 上海
平綿久晃／MOMENT
 ■あおざしからり　LUMINE 新宿店
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■nana's green tea ハワイ店
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■Ren
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■高田屋　横浜山下町店
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■川崎 ロフト
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■枚方 T-SITE エレベーター
廣村正彰／廣村デザイン事務所
 ■マルハニチロ新石巻工場
松本朋之／竹中工務店
 ■枚方 T-SITE
原田哲夫／竹中工務店
 ■ISSEY MIYAKE MEN 大邱
平綿久晃／MOMENT
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 ■アウル東京支店
相坂研介／相坂研介設計アトリエ
 ■LINE office
山根脩平／ LINE
 ■富士フイルム  デザインセンター／ CLAY
青木耕治／コクヨ
 ■デンタルプラザ大阪　- ホワイトメッシュスキン
志村美治／フィールドフォー・デザインオフィス
 ■KURA HOLIC
木村ユカ／スペース
 ■あいちせぼね病院
新井匠／安井建築設計事務所
 ■CLARINS.IFC　~The power of the nature~
吉田英司／BALLON
 ■東京ドームシティボウリングセンター　CuBAR ラウンジ
伊佐早大輔／パルコスペースシステムズ
 ■2do
河合貞典／dEL	sp	design
 ■トラスコ中山大分支店
山根信太郎／竹中工務店
 ■豆皿茶屋
江原まゆみ／conscious
 ■三井ガーデンホテル名古屋プレミア
藤井奈保子／三井デザインテック
 ■beautifulpeople
山本大介／DAISUKE	YAMAMOTO	/	de:sign

 ■東山 新宿本店
向笠謹明／フィルデザイン
 ■銀座ラウンジ　ロイズ
向笠謹明／フィルデザイン
 ■粋和食 つくし
向笠謹明／フィルデザイン
 ■京都丸太町つゆしゃぶ CHIRIRI 六本木
谷口博紹／ジーク
 ■三菱電機稲沢製作所　新研修センター「SOLAE place

　（ソラエプラス）」
長澤怜／清水建設
 ■XYL 吉祥寺店
米谷ひろし／トネリコ
 ■澤田屋本店
米谷ひろし／トネリコ
 ■たねや本社オフィス / 銅屋根
米谷ひろし／トネリコ
 ■銀座蔦屋書店
米谷ひろし／トネリコ
 ■nana’s green tea 上海　iapm 店
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■nana’s green tea　上海　世紀大道店
吉田昌弘／KAMITOPEN	一級建築士事務所
 ■福岡空港 JAL 国内線ラウンジ
竹内宏法／乃村工藝社
 ■品川ハイボールバー
藤本泰士／	DESIGN	STUDIO	CROW
 ■ホテル ユニバーサル ポート最上階
内堀佑紀／日建スペースデザイン

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

 ■「Taests of New Luxury」ギンザシックス B2fl.VP space
佐藤寧子／プランクス

■ CUPNOODLES	“B‐玉 ”	COASTER
水間政典／トータルメディア開発研究所

 ■POLA THE BEAUTY 銀座店「Wind Dancer」ウィンドダ
ンサー
大月勝弘／ケー・ディー
 ■TEN-KU
松村和典／ Firm.
 ■「Fresh Bridal」
武蔵淳／和光
 ■資生堂 PLAYLIST 誕生！／ザ・ギンザ銀座本店
小林幹也／資生堂	
 ■クレ・ド・ポー ボーテ／新橋演舞場
小林幹也／資生堂	
 ■春の風
浜田佐知子／資生堂
 ■香りの抜け殻
浜田佐知子／資生堂

 ■HAKATA LOVERS CHRISTMAS AMU&EST
藤原裕之／アム・トゥーワン
 ■ミント神戸 　春装飾　 "Spring Breeze"
高橋純／ノムラデュオ
 ■香の波紋
堀景祐／資生堂
 ■西武渋谷店「SEPT PREMIERES by Kenzo Takada」
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「WHAT A WONDERFUL CHRISTMAS」

　クリスマスって、ワンダフル。
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「SPRING POWER」春祭
大月勝弘／ケー・ディー
 ■西武池袋本店「SEPT PREMIERES by Kenzo Takada」
大月勝弘／ケー・ディー
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 ■伊勢丹新宿店本館 ジャパンセンシィズ - 朱の美 -
佐藤寧子／プランクス
 ■伊勢丹新宿店メンズ館　ピッティ・イマジネ・ウォモ　89
佐藤寧子／プランクス
 ■Gold Leaf
宮本夏帆／金沢美術工芸大学
 ■伊勢丹新宿店メンズ館　ジャパンセンシィズ - 柔（にこ）の力 -
佐藤寧子／プランクス
 ■伊勢丹新宿店本館 ジャパンセンシィズ - 花咲う -
佐藤寧子／プランクス
 ■2016 Takashimaya Christmas
毛利元信／エー・ティ・エー
 ■ルコント　広尾本店　子供が楽しめるアイランド什器
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■シビラ　新宿伊勢丹アートフレーム　「海」
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■タラジャーモン　新宿伊勢丹アートフレーム　「LEATHER
× ORIGAMI」
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■ミキモト銀座二丁目本店　“ 太陽／ SUN”
鈴永泰士／ミキモト
 ■とらや　新宿伊勢丹店　春ディスプレイ
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■シチズン　GINZA SIX　「日本最大級の針式 GPS 電波ク
ロック」
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■ストッケ　新宿伊勢丹 POP UP SHOP　 「トリップトラッ
ペ　アニバーサリーコレクション」
渡邉世志治／息吹工藝社
 ■ストッケ　新宿伊勢丹アートフレーム　「森のゆりかご」
渡邉世志治／息吹工藝社

 ■ひかり
岸野桃子／資生堂
 ■Radiance
黒谷優美／資生堂
 ■The Textures
黒谷優美／資生堂
 ■AURA
岸野桃子／資生堂
 ■京都髙島屋 Super Dollfie in 中原淳一の世界 

　- 夢と美の創造 -
魚谷健太／エー	ティ	エー
 ■月の盆
檜原由比子／ザ・ギンザ
 ■風光る
檜原由比子／ザ・ギンザ
 ■“ 春ふわやか ” えきマチ1丁目香椎 春の空間演出
栗田融／九州産業大学
 ■THE GIFT
渡辺真佐子／資生堂　
 ■松屋銀座　GINZA FASHION WEEK SPRING 2017
圓谷明日香／シービーケー
 ■Link of Hearts
松石翠／資生堂
 ■東京銀座資生堂ビル『光のカーテン』
菊地泰輔／資生堂
 ■「深森と」
持木慎子／持木工房
 ■銀座天國　2017 酉
持木慎子／持木工房
 ■My Little Garden
SobockiPrzemek ／AVGVST	International	

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

 ■世界文化遺産 姫路城 ナイトアドベンチャー 煌 
　〜 KIRAMEKI 〜
長崎英樹／タケナカ
 ■日立 AI H のプレゼンテーション
鈴木綾香／電通ライブ
 ■秋時雨
千葉大学建築学科有志サークル CUAD／千葉大学

 ■光のドラゴンフロート
亀山吟次郎／ムラヤマ
 ■天平たなばた祭り〜平城京天平祭・夏〜
木村寿行／ TSP 太陽
 ■「太陽と月の王国のものがたり」　ピエール・エルメ2016

　新作発表会
佐藤寧子／プランクス
 ■「pink pop !　あたらしい花椿」　展
岸野桃子／資生堂

 ■阪急うめだ本店　ミラーボールヒンメリ　マザーオブユニバース
木村寿行／ TSP 太陽
 ■Alibaba YunOS Auto プレゼンツ FIFA クラブワールドカッ
プ ジャパン 2016 スタジアム装飾
杉﨑香／ムラヤマ
 ■東京ドームシティウィンターイルミネーション
駒崎薫／	ムラヤマ

 ■東京駅グランルーフ　Light on Train
近藤祐一／ジェイアール東日本企画
 ■form giving 形を与えると
黒谷優美／資生堂
 ■森林公園　Harmony with Nature 2016 ＜トゥランドット
Ⅸ＞「Checkers( 市松 )」
牛久保江吏子／草月会

入選
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 ■イルミナイト万博夕涼み　ATWAS　ELEMENTS
木村寿行／ TSP 太陽
 ■丹青社 19F クリエイティブ　ミーツ 「19 階に浮かぶ花」
丹青ディスプレイ制作・デザイン室／丹青ディスプレイ
 ■モダンアートカリグラフィー
黒谷優美／資生堂
 ■東京スカイツリータウン R　プロジェクションマッピング
2016
柳澤博之／博報堂
 ■nicoe Winter illumination
久田邦夫／ＧＫグラフィックス

 ■BUG'S TONE
佐々木康貴／PPP
 ■THE WALL
山中コ〜ジ／GENETO
 ■ギャラクシティ「スペースアスレチックをクリスマスツリーに変身
させよう！」
持木慎子／持木工房
 ■やわらかい展示台
バンバタカユキ／takayuki.bamba+associates

入選

F部門　空間の企画・研究

 ■行灯ワークーショップによる手作りのコミュニティを目指して
上杉信介／千葉大学
 ■仮設植栽 + モビリティ＝超・仮設植栽
山崎絢子／千葉大学

 ■おやすみなさいのなか
荒川真利奈／多摩美術大学
 ■先史のかたち - 連鎖する土器群めぐり -
五十嵐太郎研究室／東北大学


