
作 品 集

●作品テーマ 「内　外」
同時開催イベント
●竹尾「ファインペーパーがちょっとわかる」展3
●中村誠+JAGDA東北会員ポスター展
●合成紙ユポ・カブリモノワークショップ＆ユポ  展示会
●東洋インキの色覚UD支援ツール

会場：せんだいメディアテーク 5Fギャラリー
時間：AM10：00●PM7：00（21日はPM5：00迄）

展示会期

募集要項

第9回デザイングランプリTOHOKU2008

一般部門…B1サイズ［1030×728　 ］・縦判・アルミフレーム付パネル
学生部門…B2サイズ［728×515　］・縦判・アルミフレーム付パネル
高校部門…B3サイズ［515×364　 ］・縦判
　　　　　画用紙・ケント紙・パネル貼等は自由とする。

一般部門123点　学生部門206点　高校部門5点

一般部門19点　学生部門44点　高校部門2点

〈審査委員長〉中村 誠氏 
〈副審査委員長〉小島 良平氏、畠山 敏氏 
〈審査委員〉小泉 均氏、原田 純一氏 

m/m

m/m

m/m

DESIGN●SATOSHI HATAKEYAMA Design Office　PRINTING●HARIU Communications

〈一般部門・学生部門〉

〈特別賞〉

〈高校部門〉

最優秀賞（各部門より1名）
優秀賞（各部門より2名以内）
奨励賞（各部門より若干名）
東北地区印刷協議会会長賞（各部門より若干名）
期待賞（学生部門より若干名）

中村誠賞（各部門の最優秀賞より1名）
宮城県知事賞（学生部門の優秀賞以上より1名）
仙台市長賞（各部門の優秀賞より1名）
竹尾賞（各部門の奨励賞より1名）
MCCA賞（各部門の入賞以上より1名）
オーディエンス大賞（各部門より1名）
入選

最優秀賞（1名）
優秀賞（2名以内）
奨励賞（3名以内）
東北地区印刷協議会会長賞（若干名）
期待賞（若干名）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・賞金10万円  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・賞金5万円  
・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）

・・・賞状・副賞（5千円相当）
・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1千円相当）

・・・・ 賞状・オリジナル記念メダル  
・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状  
・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（5千円相当）

・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）
・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）

・・・・・・・・・・ 会場展示（会場展示は、入選以上の作品とする）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（3万円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（2万円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（5千円相当）

・・・・ 賞状・副賞（3千円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1千円相当）

作品：未発表の作品で、印刷可能な作品に限る。
サイズ・仕様

本年度応募総数

入賞作品数

賞

審査委員

テ  ー  マ：「内　外」

東北地区印刷協議会（青森・岩手・秋田・山形・福島・宮城各県
印刷工業組合）デザイングランプリTOHOKU実行委員会

宮城県印刷工業組合

（株）竹尾・（株）ユポ・コーポレーション・東洋インキ製造（株）・東洋インキ東北（株）
社団法人日本グラフィックデザイナ－協会[JAGDA]宮城地区

宮城コンテンツクリエイターズ協議会[MCCA]・宮城県産業デザイン
交流協議会・宮城県職業能力開発協会・宮城県・仙台市・仙台市教育
委員会　　　　　　　　　・　　　　　　　・
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ごあいさつ

　デザイングランプリTOHOKUは、東北地域の中でデザイナーとして活躍されている方々や

これからデザイナーを志す若い方々の発表や啓発の場として企画され、2000年に第１回目が

開催されました。今回で９回目になります。今年も昨年同様、「せんだいデザインウィーク」と

いう様々なデザイン分野とのコラボレーション・イベントのひとつとして本デザイングランプリ

ＴＯＨＯＫＵを位置づけ、デザイン振興について他業界とも共同で進めております。

　お蔭様で、回を重ねるごとに認知度も上がり、全国各地からの応募も増えて参りました。

また、全国各地で活躍されている審査員の方々からも、作品の質も飛躍的に向上し、たい

へん意義深いコンテストに育ってきたという評価もいただけるようになって参りました。主催

者としても大変うれしく思っております。

　去る11月５日にせんだいメディアテーク１Fのオープンスクエアにおいて恒例の「公開審査」

が行われました。審査自体を公開で行うことで、自分の作品がどのように評価され、選ばれ

たり、選ばれなかったりするのか、そのプロセス自体がものすごく勉強になるのではないかと

考えています。審査員の皆さんにワイヤレスピンマイクを付けていただき、またカメラとプロ

ジェクターを使って審査風景をスクリーンに大写しにするなどの工夫を施し、審査のやり

取りをリアルタイムで聴衆に伝えるというのは大変手間がかかるうえに、審査員の先生方にも

大きなご負担をお願いすることになってしまいますが、出品者と審査員とのキャッチボールが

出来る双方向型の審査会というのは、他ではなかなか見られないデザイングランプリ

ＴＯＨＯＫＵのひとつの大きな特徴となっているのであります。

　今回も、企画・運営に関して、たくさんの方のご協力をいただきました。残念ながら審査

委員長の中村誠先生は体調の関係で審査にご参加いただけませんでしたが、副審査委員

長の小島良平先生、畠山敏先生、審査委員の小泉均先生、原田純一先生には本当にお世話

になりました。また、多くの学生のみなさんにもボランティアとして参加していただきました。

この場をお借りして御礼を申し上げます。

　来年は10回目というひとつの節目を迎えます。より多くの市民や企業にアピールできる

グランプリを目指していきたいと考えておりますので、皆様のご支援、ご協力を切にお願い

いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

▲公開審査風景 ▲作品の講評をする小島副審査委員長 ▲審査を見守る多くのギャラリー

▲審査委員の方々 ▲オーディエンス大賞審査の様子

作品講評にあたって

審査員プロフィール

小島 良平（社）日本グラフィックデザイナー協会 理事

　時代の流れを反映して、全国各地でデザインコンペ関連の展覧会が多数開催されており

ます。私はその内の数カ所で審査に関わっております。今回初めて、「デザイングランプリ

TOHOKU 2008」の審査を担当させていただきましたが、各地のデザイン展と比較して、非

常にグレードもクオリティ－も高い作品が多いと思いました。なにより全体の作品数が多く、

応募者も多岐に渡っております。仙台にとどまらず東北地域全体、さらには東北以外からも

作品の応募が見られ、デザインの持つパワー、あるいは伝達するものに対する考え方が、

様々な人に毛細血管のように拡がっているのではないかと感じました。加えて、表現したい

自分、こんなことを考えていてこうありたい自分ということが非常に素直に出ておりました。

内容の濃い表現をされている作品も数多く見受けられ、東京や全国にも充分に通じる印象

を持ちました。

　特に学生の作品は、他地域と比べて格段に内容が良く、レベルの高いものが多いという印

象です。自分の中から出てきたアイディアをどう定着させていったら良いかを一生懸命に考

えている。柔軟な感性で自分を素直に出し、ストレートにものを現わそうとする姿がうかが

えます。一般の方々にしても、日頃の体験、トレーニング、友達関係、社会との関わりといった

様々な考えが、凝縮されて表現された作品だということが見て取れます。

　いずれにしましても今回、素晴らしい、そして力強い作品を数多く審査できたことは、大変

うれしいことでした。デザイングランプリTOHOKUの今後の発展を、心から楽しみにしてお

ります。

畠山敏デザイン事務所代表
JAGDA 社団法人 日本グラフィックデザイナー協会 財務委員長・東北地域代表運営委員
MCCA 宮城コンテンツクリエイターズ協議会 代表幹事

小島 良平 プロフィール
1939年岩手県釜石市生まれ。
1960年武蔵野美術短期大学商業
デザイン科卒業。同年、銀座三愛宣伝課
入社。1963年（株）ライトパブリシティ
に入社、12年間同社で働いた後、
1976年小島良平デザイン事務所設立。
1965年日宣美展特選、1966年日宣美
奨励賞、1965年東京ADC賞、1972・
73・74・75・77年準朝日広告賞、
1978年毎日広告デザイン賞特選、
日本サインデザイン賞（公共部門
最高賞）、1980・87年毎日広告デザ
イン賞最優秀賞、1991・94年毎日広告
デザイン賞カラー広告賞、1996年
日経広告賞優秀賞などの受賞。主な
作品に伊勢丹の企業イメージ広告
（1972～86）、キッコーマンのカラー
新聞広告。日本野鳥の会ポスター
シリーズ。新宿パークタワービル
「OZONE」の環境とVIデザイン。トヨタ
博物館のVIデザインと企画展ポスター
などを手がける。

●副審査委員長

●副審査委員長（審査委員長代行）

今野　敦之
東北地区印刷協議会会長
（宮城県印刷工業組合理事長）

針生　英一
「デザイングランプリTOHOKU」
実行委員長

畠山　敏

●審査委員 小泉　均

学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 デザイン学科長
JAGDA 社団法人 日本グラフィックデザイナー協会 宮城地区代表幹事
OAC 社団法人 日本広告制作協会 賛助会員

原田　純一 

●略歴と活動　1926年岩手県盛岡市生まれ。1948年東京美術学校デザイン科卒業（現 東京芸術大学）。1949年資生堂宣伝
部入社。宣伝部長、資生堂顧問を経て、2000年よりフリーランス。主な受賞として1953年日宣美展特選、1963年同展会員賞。
1963年朝日広告賞、毎日広告賞。東京ADC金賞、銀賞、銅賞、特別賞。1972年東京ADC会員賞。1976年カンヌ国際広告映画祭
CMコンクール審査員特別賞。ワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ金賞、特別賞、1980年同展審査委員、招待個展。1981年
日本宣伝賞山名賞。1984年日本グラフィックデザイン展’84（ニューヨーク）金賞、銀賞、2001年JAGDAポスター展大賞など。
ルーブル装飾美術館で福田繁雄との二人展『モナリザ百微笑展』（ジャポン・ジョコンダ展）などを開催。1993年紫綬褒章。
1999年東京ADC殿堂入り。主な著書に『中村誠の仕事』（1988年・講談社）『モナリザ百微笑』（1974年・ウナック・トウキョウ
／共著：福田繁雄）など。
収蔵 パリ・ルーブル装飾美術館、ニューヨーク近代美術館、ステデリック美術館、東京国立近代美術館、富山県立近代美術館など。
■所属団体　国際グラフィック連盟（AGI）会員、東京ADC委員、JAGDA顧問。

●審査委員長 中村　誠

1958年東京生まれ。千葉大学工学部画像工学科卒業。
1986年 フリーランスのグラフィック・デザイナーとして「ユニバースタジオ」を青山キラー通りで始める。
1990～93年 スイス・スタイルのデザイン教育を行っていた高等デザイン学校「アルゲマイネ・ゲヴェルベシューレ・バーゼル」
のアドヴァンスド・クラス・グラフィックでウォルフガング・ワインガルトに師事する。
1994～07年 長岡造形大学で専任の助教授、教授を歴任する。
JAGDＡ会員、国際タイポグラフィ協会会員、Artists'Powerメンバー、TypeShop_   主宰 
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日経広告賞優秀賞などの受賞。主な
作品に伊勢丹の企業イメージ広告
（1972～86）、キッコーマンのカラー
新聞広告。日本野鳥の会ポスター
シリーズ。新宿パークタワービル
「OZONE」の環境とVIデザイン。トヨタ
博物館のVIデザインと企画展ポスター
などを手がける。

●副審査委員長

●副審査委員長（審査委員長代行）

今野　敦之
東北地区印刷協議会会長
（宮城県印刷工業組合理事長）

針生　英一
「デザイングランプリTOHOKU」
実行委員長

畠山　敏

●審査委員 小泉　均

学校法人日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 デザイン学科長
JAGDA 社団法人 日本グラフィックデザイナー協会 宮城地区代表幹事
OAC 社団法人 日本広告制作協会 賛助会員

原田　純一 

●略歴と活動　1926年岩手県盛岡市生まれ。1948年東京美術学校デザイン科卒業（現 東京芸術大学）。1949年資生堂宣伝
部入社。宣伝部長、資生堂顧問を経て、2000年よりフリーランス。主な受賞として1953年日宣美展特選、1963年同展会員賞。
1963年朝日広告賞、毎日広告賞。東京ADC金賞、銀賞、銅賞、特別賞。1972年東京ADC会員賞。1976年カンヌ国際広告映画祭
CMコンクール審査員特別賞。ワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ金賞、特別賞、1980年同展審査委員、招待個展。1981年
日本宣伝賞山名賞。1984年日本グラフィックデザイン展’84（ニューヨーク）金賞、銀賞、2001年JAGDAポスター展大賞など。
ルーブル装飾美術館で福田繁雄との二人展『モナリザ百微笑展』（ジャポン・ジョコンダ展）などを開催。1993年紫綬褒章。
1999年東京ADC殿堂入り。主な著書に『中村誠の仕事』（1988年・講談社）『モナリザ百微笑』（1974年・ウナック・トウキョウ
／共著：福田繁雄）など。
収蔵 パリ・ルーブル装飾美術館、ニューヨーク近代美術館、ステデリック美術館、東京国立近代美術館、富山県立近代美術館など。
■所属団体　国際グラフィック連盟（AGI）会員、東京ADC委員、JAGDA顧問。

●審査委員長 中村　誠

1958年東京生まれ。千葉大学工学部画像工学科卒業。
1986年 フリーランスのグラフィック・デザイナーとして「ユニバースタジオ」を青山キラー通りで始める。
1990～93年 スイス・スタイルのデザイン教育を行っていた高等デザイン学校「アルゲマイネ・ゲヴェルベシューレ・バーゼル」
のアドヴァンスド・クラス・グラフィックでウォルフガング・ワインガルトに師事する。
1994～07年 長岡造形大学で専任の助教授、教授を歴任する。
JAGDＡ会員、国際タイポグラフィ協会会員、Artists'Powerメンバー、TypeShop_   主宰 



一般部門

最優秀賞 優秀賞

中山　千尋
㈱進和クリエイティブセンター（福島市）

奨励賞

五十嵐　冬樹
畠山敏デザイン事務所（仙台市）

横山　伸也
㈱ソノベ（仙台市）

髙橋　洋一
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

南澤　肇
㈲ライト・スタッフ（秋田市）

中村誠賞
同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

竹尾賞
同時受賞



一般部門

最優秀賞 優秀賞

中山　千尋
㈱進和クリエイティブセンター（福島市）

奨励賞

五十嵐　冬樹
畠山敏デザイン事務所（仙台市）

横山　伸也
㈱ソノベ（仙台市）

髙橋　洋一
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

南澤　肇
㈲ライト・スタッフ（秋田市）

中村誠賞
同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

竹尾賞
同時受賞



齋藤　由希子
㈱岩手デザインセンター（盛岡市）

相澤　ひとみ
㈱ユーメディア（仙台市）

加藤　琢也
㈱創童舎（仙台市）

武田　伸也
ハリウコミュニケーションズ㈱（仙台市）

髙橋　洋一
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

大江　亜紗美
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

斎藤　千恵
㈱ユーメディア（仙台市）

大石　亮子
川口印刷工業㈱（盛岡市）

坂本　憲信
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）

五十嵐　冬樹
畠山敏デザイン事務所（仙台市）

阿部　拓也
凸版印刷㈱東北事業部（仙台市）

阿部　拓也
凸版印刷㈱東北事業部（仙台市）

本田　陽一
本田陽一デザイン事務所（会津若松市）

伊丹　勝彦
今野印刷㈱（仙台市）

MCCA賞
同時受賞

奨励賞

東北地区印刷協議会会長賞 オーディエンス大賞



齋藤　由希子
㈱岩手デザインセンター（盛岡市）

相澤　ひとみ
㈱ユーメディア（仙台市）

加藤　琢也
㈱創童舎（仙台市）

武田　伸也
ハリウコミュニケーションズ㈱（仙台市）

髙橋　洋一
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

大江　亜紗美
トッパンマルチクリエイト㈱（仙台市）

斎藤　千恵
㈱ユーメディア（仙台市）

大石　亮子
川口印刷工業㈱（盛岡市）

坂本　憲信
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）

五十嵐　冬樹
畠山敏デザイン事務所（仙台市）

阿部　拓也
凸版印刷㈱東北事業部（仙台市）

阿部　拓也
凸版印刷㈱東北事業部（仙台市）

本田　陽一
本田陽一デザイン事務所（会津若松市）

伊丹　勝彦
今野印刷㈱（仙台市）

MCCA賞
同時受賞

奨励賞

東北地区印刷協議会会長賞 オーディエンス大賞



大程　千絵
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

相楽　真澄
郡山女子大学短期大学部（郡山市） 中村誠賞

同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

MCCA賞
同時受賞

工藤　寛之
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

宮城県
知事賞
同時受賞

オーディエンス
大賞
同時受賞

学生部門

最優秀賞 優秀賞



大程　千絵
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

相楽　真澄
郡山女子大学短期大学部（郡山市） 中村誠賞

同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

MCCA賞
同時受賞

工藤　寛之
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

宮城県
知事賞
同時受賞

オーディエンス
大賞
同時受賞

学生部門

最優秀賞 優秀賞



髙橋　宏吉
宮城障害者職業能力開発校（仙台市）

鳥居　瑠佳
東京純心女子大学（東京都八王子市）

小松　和紀子
東北工業大学（仙台市）

佐藤　美咲
会津大学短期大学部（会津若松市）

國分　百子
東北電子専門学校（仙台市）

佐々木  学
東北電子専門学校（仙台市）

菅原　理恵子
東北電子専門学校（仙台市）

鈴木　和也
東北電子専門学校（仙台市）

菊池　歌奈
専門学校創表現研究所est（仙台市）

菊池　歌奈
専門学校創表現研究所est（仙台市）

田口　いずみ
福島学院大学短期大学部（福島市）

鈴木　裕太
東北電子専門学校（仙台市）

菅野　由梨香
国際アート＆デザイン専門学校（郡山市）

宍戸　大志
仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）

賢持　彩香
専門学校創表現研究所est（仙台市）

髙橋　亜希
専門学校創表現研究所est（仙台市）

齋藤　奈緒美
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

坂本　詩織
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

布施　綾華
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）

西山　千尋
太田情報商科専門学校（群馬県太田市）

奨励賞

期待賞
東北地区印刷協議会会長賞

阿部　琴美
仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）

堀田　将信
宮城大学（仙台市）

樋口　菜穂
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　彰剛
日本工学院専門学校（東京都大田区）

河東　恵里
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

清水　香織
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）竹尾賞

同時受賞



髙橋　宏吉
宮城障害者職業能力開発校（仙台市）

鳥居　瑠佳
東京純心女子大学（東京都八王子市）

小松　和紀子
東北工業大学（仙台市）

佐藤　美咲
会津大学短期大学部（会津若松市）

國分　百子
東北電子専門学校（仙台市）

佐々木  学
東北電子専門学校（仙台市）

菅原　理恵子
東北電子専門学校（仙台市）

鈴木　和也
東北電子専門学校（仙台市）

菊池　歌奈
専門学校創表現研究所est（仙台市）

菊池　歌奈
専門学校創表現研究所est（仙台市）

田口　いずみ
福島学院大学短期大学部（福島市）

鈴木　裕太
東北電子専門学校（仙台市）

菅野　由梨香
国際アート＆デザイン専門学校（郡山市）

宍戸　大志
仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）

賢持　彩香
専門学校創表現研究所est（仙台市）

髙橋　亜希
専門学校創表現研究所est（仙台市）

齋藤　奈緒美
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

坂本　詩織
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

布施　綾華
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）

西山　千尋
太田情報商科専門学校（群馬県太田市）

奨励賞

期待賞
東北地区印刷協議会会長賞

阿部　琴美
仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）

堀田　将信
宮城大学（仙台市）

樋口　菜穂
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　彰剛
日本工学院専門学校（東京都大田区）

河東　恵里
専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校（仙台市）

清水　香織
秋田公立美術工芸短期大学（秋田市）竹尾賞

同時受賞



期待賞

佐々木　太一
東北電子専門学校（仙台市）

武者　結花
東北電子専門学校（仙台市）

伊藤　紘子
専門学校創表現研究所est（仙台市）

大内　実和子
会津大学短期大学部（会津若松市）

千田　真奈美
東北電子専門学校（仙台市）

早坂　絵美
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　麻奈
福島学院大学短期大学部（福島市）

大場　春香
専門学校デジタルアーツ仙台（仙台市）

猪俣　彩
東北電子専門学校（仙台市）

髙橋　茉美
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　和規
福島学院大学短期大学部（福島市）

冨田　由香
仙台コミュニケーションアート
専門学校（仙台市）

舩木　まい
東北電子専門学校（仙台市）

猪野　千尋
福島学院大学短期大学部（福島市）

加藤　賢太郎
宮城県立仙台高等技術専門校（仙台市）

期待賞

国本　麻樹
大阪市立工芸高等学校（大阪市）

楊　博
宮城県仙台第一高等学校（仙台市）

高校部門

各賞について

中村誠賞は、日本デザイン界の発展に多大な貢献を
なされた中村誠先生のご厚意・ご意志により設立
された賞です。先生は岩手県盛岡市出身という事も
あり、東北の若手デザイナーの活躍を心から強く
望んでいらっしゃいます。その先生の思いの結実と
してこの賞が生まれ
ました。受賞者には
記念メダルが贈呈
されます。

受賞者に贈られるメダル▲

第7回開催から新設されました。
優秀作品以上から選考され付与される賞です。

第8回開催から新設されました。
入賞作品以上から選考され付与される賞です。

オーディエンス大賞は、公開審査会に参加された
方々が、各部門でそれぞれ最も優れていると
思われる作品1点に投票し、最多得票を得た
作品に贈られる賞です。

中村誠賞
宮城県知事賞
仙台市長賞

竹尾賞
MCCA賞

オーディエンス大賞



期待賞

佐々木　太一
東北電子専門学校（仙台市）

武者　結花
東北電子専門学校（仙台市）

伊藤　紘子
専門学校創表現研究所est（仙台市）

大内　実和子
会津大学短期大学部（会津若松市）

千田　真奈美
東北電子専門学校（仙台市）

早坂　絵美
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　麻奈
福島学院大学短期大学部（福島市）

大場　春香
専門学校デジタルアーツ仙台（仙台市）

猪俣　彩
東北電子専門学校（仙台市）

髙橋　茉美
東北電子専門学校（仙台市）

佐藤　和規
福島学院大学短期大学部（福島市）

冨田　由香
仙台コミュニケーションアート
専門学校（仙台市）

舩木　まい
東北電子専門学校（仙台市）

猪野　千尋
福島学院大学短期大学部（福島市）

加藤　賢太郎
宮城県立仙台高等技術専門校（仙台市）

期待賞

国本　麻樹
大阪市立工芸高等学校（大阪市）

楊　博
宮城県仙台第一高等学校（仙台市）

高校部門

各賞について

中村誠賞は、日本デザイン界の発展に多大な貢献を
なされた中村誠先生のご厚意・ご意志により設立
された賞です。先生は岩手県盛岡市出身という事も
あり、東北の若手デザイナーの活躍を心から強く
望んでいらっしゃいます。その先生の思いの結実と
してこの賞が生まれ
ました。受賞者には
記念メダルが贈呈
されます。

受賞者に贈られるメダル▲

第7回開催から新設されました。
優秀作品以上から選考され付与される賞です。

第8回開催から新設されました。
入賞作品以上から選考され付与される賞です。

オーディエンス大賞は、公開審査会に参加された
方々が、各部門でそれぞれ最も優れていると
思われる作品1点に投票し、最多得票を得た
作品に贈られる賞です。

中村誠賞
宮城県知事賞
仙台市長賞

竹尾賞
MCCA賞

オーディエンス大賞



入選者（入選以上．展示）［敬称略］
私たちは「デザイングランプリTOHOKU」を応援します。

一般部門
個人

A・design

㈱アーク・イメージギャラリー

川口印刷工業㈱

㈱東北プリント

㈱進和クリエイティブセンター

㈱芳文社よねざわ印刷

山形印刷㈱

斎藤コロタイプ印刷㈱

大場印刷㈱

秋田公立美術工芸短期大学

畠山敏デザイン事務所

㈲フェイム

㈱ソノベ

トッパンマルチクリエイト㈱

三慶印刷㈱

凸版印刷㈱東北事業部

㈱松弘堂

長瀬印刷㈱

石井電算印刷㈱

秋田印刷製本㈱

㈲ライト・スタッフ

本田陽一デザイン事務所

㈱岩手デザインセンター

㈱ユーメディア

イドグラフィックス・　　
㈱ユーメディア

高橋印刷㈱

㈱創童舎

今野印刷㈱

田宮印刷㈱

笹氣出版印刷㈱

ハリウコミュニケーションズ㈱

㈲アーバングラフィック

学生部門
宮城障害者職業能力開発校

日本工学院専門学校

専門学校山形V・カレッジ

東北芸術工科大学

専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校

東京純心女子大学

秋田公立美術工芸短期大学

太田情報商科専門学校

東北工業大学

国際アート＆デザイン専門学校

会津大学短期大学部

専門学校デジタルアーツ仙台

仙台コミュニケーションアート専門学校

宮城県立仙台高等技術専門校

専門学校創表現研究所est

専門学校仙台カレッジオブデザイン

宮城大学

福島学院大学短期大学部

東北電子専門学校

郡山女子大学短期大学部

高校部門
大阪市立工芸高等学校 青森県立青森戸山高等学校 宮城県仙台第一高等学校

株式会社アーク・イメージギャラリー

代表取締役　村上　ゆかり
〒984-0015  仙台市若林区卸町1-5-7
TEL：022-283-5031
FAX：022-283-4897

青森県印刷工業組合

理事長　三上　　伸

青森オフセット印刷株式会社

代表取締役　三上　　伸
〒030-0802 青森市本町二丁目11番16号
TEL：017-775-1431
FAX：017-775-1435

秋田印刷製本株式会社

代表取締役社長　大門　一平
〒010-0012 秋田市南通みその町4番57号
TEL：018-833-7557
FAX：018-833-7599

秋田県印刷工業組合

理事長　大門　一平
〒010-0823 秋田市大町1-3-8
TEL：018-823-0413
FAX：018-863-3851

株式会社アクトジャパン

代表取締役　及川　明
〒980-0011　仙台市青葉区上杉2-9-23
TEL：022-225-2493

株式会社アド・プリント

代表取締役　渡辺　健
〒981-0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-5-9
TEL：022-356-6565
FAX：022-356-6355

有限会社アドクマディスプレイ
屋外広告製作施工･リフォーム･スタンプコンクリート施工

代表取締役　熊谷　昭彦
〒985-0823  宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：022-364-7357
FAX：022-364-8094

株式会社アトマックス

代表取締役　藤岡　正行
〒980-0801　仙台市青葉区木町通1-2-4
TEL：022-262-3331
FAX：022-262-3336

石井電算印刷株式会社

代表取締役　石井　敏久
〒963-0724　郡山市田村町上行合字南川田37-2
TEL：024-942-5200
FAX：024-942-5211

株式会社市瀬 仙台支店

支店長　山崎　武志
〒983-0044　仙台市宮城野区宮千代三丁目6番2号
TEL：022-232-3520
FAX：022-283-1631

株式会社イトイン

代表取締役　伊藤　長一
〒984-0002　仙台市若林区卸町東二丁目2番10号
TEL：022-235-1414(代表)
FAX：022-235-1454

株式会社イメージパーク

代表取締役　一條　研介
〒984-0001　仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL：022-236-7202
FAX：022-284-8895

岩手県印刷工業組合

理事長　吉田　幸一
〒020-0122　盛岡市みたけ五丁目17番10号
TEL：019-641-4483
FAX：019-641-6103

株式会社岩手日日新聞社

代表取締役　山岸　学
〒021-8686　一関市南新町60
TEL：0191-26-5111

印刷時報株式会社

代表取締役　後藤　光二
〒534-0027 大阪市都島区中野町4丁目4番2号大阪印刷会館
TEL：06-6358-1561
FAX：06-6358-1562

株式会社印刷出版研究所

代表取締役社長　沼尾　佳憲
〒162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町534川尻ビル2F
TEL：03-5155-7925
FAX：03-5155-7930

株式会社印刷之世界社

代表取締役　平田　繁実
〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-19-5 YKビル
TEL：03-5256-0591
FAX：03-5256-0595

株式会社オオウチ工芸

代表取締役社長　大内　養一
〒984-0014　仙台市若林区六丁の目元町3-8
TEL：022-286-1515
FAX：022-286-2256

オフィスイケガミーズ

代表　池上　勇人
〒984-0816　仙台市若林区河原町１丁目4-20
TEL･FAX：022-222-3772

川内印刷株式会社

代表取締役　猪股　育夫
〒987-0512　登米市迫町森字平柳258
TEL：0220-22-3388
FAX：0220-22-3994

川口印刷工業株式会社

代表取締役会長　吉田　幸一
〒020-0841 盛岡市羽場10-1-2
TEL：019-632-2211
FAX：019-632-2217

協同組合仙台卸商センター

理事長　奥田　潤一
〒984-8651　仙台市若林区卸町2-15-2
TEL：022-235-2161

株式会社共新精版印刷

代表取締役　前田　稔
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町二丁目4-2
TEL：022-236-7181
FAX：022-231-3196

鈴木　修一（4点）
渥美　恵

鈴木　文土

須藤　早希子

関田　淑恵
黒丸　健一
大石　亮子
主濱　景子
帷子　修（2点）
藤村　礼子
菅原　かなえ
石川　修子

佐藤　直樹

長岡　香緒里
星　　伸明
設楽　裕美
宍戸　友美
遠藤　章子

渡辺　征一
山岸　友美
宮本　敬子
中山　千尋（2点）

松永　和章
伊藤　啓行

會田　寿光
土田　佐智子

齋藤　麻里子
加藤　央之

神保　智美（2点）

坂本　憲信（2点）

千田　瑞恵
五十嵐　冬樹（6点）

牧野　光仁

佐藤　洋
樋口　紗子
小川　晃正
横山　伸也
上遠野　　寛
カトオノヒロシ

後藤　江里
北村　恵理子
髙橋　洋一（2点）
佐久間　崇
髙橋　未来
佐藤　綾香
渋谷　岩太
齋藤　のり子
齋藤　唯
青木　透
大江　亜紗美
根　　真弓
諸根　麻紀
菅原　尚

小野寺　菜採

白川　貴隆
今野　義弘
海上　雄
金子　真紀

八木　正雄（3点）
阿部　拓也（5点）

熊谷　剛

吉田　和弘

三村　麻美子
鈴木　幸恵

神成　孝幸
関口　純子
佐藤　鉄兵

南澤　肇（2点）

本田　陽一

我妻　由幸

齋藤　由希子
武藤　正彦

北條　裕美（2点）
永沢　祐介
斎藤　千恵
相澤　ひとみ
渡部　亜利沙
菅原　睦子
中田　央之
下山　浩

大宮司　勇
武田　篤彦

阿部　光利

弓削　健太郎
加藤　琢也

布田　貴志
五十嵐　弘樹
伊丹　勝彦

高田　悠介
梅内　真紀子

佐藤　希和
上野　佳子

遠藤　利恵

武田　伸也（2点）
髙橋　幸恵
阿部　政人
佐々木　宜憲
志子田　紀美江
真壁　弘志
石塚　創

伊藤　周治郎（2点）

田部　浩良

島田　香澄
山内　裕恵
鳥居　瑠佳

布施　綾華（2点）
鈴木　真奈美
佐々木　真弓
嵯峨　奈津美
木村　瞳
清水　香織
高田　明日美
細矢　有沙

川上　鉄雄
仲松　新一
西山　千尋
新海　百合
岡田　伸江
佐藤　美沙
加藤　せいら
塩野　恵理
西村　慶太
横倉　悠里
中村　一雅
杉本　翔太
桐生　真菜美
金井　修宏
岡部　亜耶

船山　瑞希
小松　和紀子
齋藤　裕介
佐々木　奈菜
伊藤　千香

菅野　由梨香
佐藤　晃江
布施　謙
村山　恵
矢吹　成美

佐藤　美咲
大内　実和子
三瓶　望
佐藤　美沙江

大場　春香
加賀谷　枝穂
宮崎　昌裕
山中　麗子
前田　愛
高橋　光
新田　直美
松井　洋平
駒村　早紀
柴田　義明

髙橋　晃（2点）
阿部　琴美（2点）
佐藤　可帆（2点）
宮沢　公輔
千葉　美友
冨田　由香（2点）
宍戸　大志（2点）
三浦　沙也加（2点）
仙道　歩（2点）
寺島　美貴（2点）

加藤　賢太朗
清野　晃司
渡辺　義幸

小網　愛
林崎　祐一

渡辺　恵理
小林　真弓
斑目　貴志（2点）
伊藤　紘子
笹原　舞
賢持　彩香
菊地　あゆみ
高橋　亜希
遠藤　安由美
高橋　勇人
菊池　歌奈（2点）

川田　智之

堀田　将信

瀧ヶ原　理香
門間　大輔
佐藤　正幸
原田　真衣
齋藤　麻実
小野寺　佑希
佐藤　麻奈
田口　いずみ
加茂　睦美
佐藤　和規
佐藤　愛
猪野　千尋
川村　賢人
菅野　晶斗

鈴木　裕太
樋口　菜穂
佐々木　太一（3点）

佐藤　裕美
國分　百子（2点）
高橋　良介
佐々木  学（2点）
千葉　絵里奈
青木　龍之介
浅野　理恵
小笠原　佳代
永井　良典
池田　鮎美
貝沼　篤史
菅原　理恵子
三浦　和昌
武者　結花
斎藤　敬志
成瀬　翔太
野村　みえ
三浦　彩夏
中平　裕美
佐藤　恵
田代　拓真
加賀　泰之
片平　徳孝
佐川　徹
島軒　佑介
山田　愛衣
須藤　麻里
山内　佐織
寺内　直也
早坂　絵美
本田　はるか
金沢　僚
髙橋　麻実
九萬原　和子
髙橋　茉美
半田　知美
八島　卓哉

舩木　まい（2点）
渡邉　茜
下向　美香
佐藤　郁美
鈴木　咲恵
津谷　小百合
小松　大樹
穀田　賢一
髙橋　亮太
鈴木　和也
嶋中　都乃
千田　真奈美
三浦　任博
土屋　真人
松木　洋輔
猪俣　彩

石澤　史織
池田　聖子
岩上　奈津美
金澤　沙緒里
半澤　優子
鈴木　慶子
相楽　真澄
高橋　香奈恵
遠藤　美香
柏倉　静香

国本　麻樹 石塚　孝輔
赤川　奈々
船木　真莉奈

楊　博

高橋　宏吉
青柳　泰広
深山　仁
吉田　孝
鈴木　亮

佐藤　彰剛
佐藤　有紗
平本　久美子
張
小林　由美
山田　拓生
ブルンナー･グンタ
髙橋　佑樹
赤尾　枝里子
宇澤　佑佳
山崎　輝明
大野　綾子
宍戸　麻友美
黒澤　健一
岩下　寛徳

大石　玲未

福岡　彩
窪田　梨絵

齋藤　奈緒美
坂本　詩織
大程　千絵
工藤　寛之
菊池　宏太
河東　恵里
小野寺　亜希
伊集院　秀忠

ご協賛各社



入選者（入選以上．展示）［敬称略］
私たちは「デザイングランプリTOHOKU」を応援します。

一般部門
個人

A・design

㈱アーク・イメージギャラリー

川口印刷工業㈱

㈱東北プリント

㈱進和クリエイティブセンター

㈱芳文社よねざわ印刷

山形印刷㈱

斎藤コロタイプ印刷㈱

大場印刷㈱

秋田公立美術工芸短期大学

畠山敏デザイン事務所

㈲フェイム

㈱ソノベ

トッパンマルチクリエイト㈱

三慶印刷㈱

凸版印刷㈱東北事業部

㈱松弘堂

長瀬印刷㈱

石井電算印刷㈱

秋田印刷製本㈱

㈲ライト・スタッフ

本田陽一デザイン事務所

㈱岩手デザインセンター

㈱ユーメディア

イドグラフィックス・　　
㈱ユーメディア

高橋印刷㈱

㈱創童舎

今野印刷㈱

田宮印刷㈱

笹氣出版印刷㈱

ハリウコミュニケーションズ㈱

㈲アーバングラフィック

学生部門
宮城障害者職業能力開発校

日本工学院専門学校

専門学校山形V・カレッジ

東北芸術工科大学

専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校

東京純心女子大学

秋田公立美術工芸短期大学

太田情報商科専門学校

東北工業大学

国際アート＆デザイン専門学校

会津大学短期大学部

専門学校デジタルアーツ仙台

仙台コミュニケーションアート専門学校

宮城県立仙台高等技術専門校

専門学校創表現研究所est

専門学校仙台カレッジオブデザイン

宮城大学

福島学院大学短期大学部

東北電子専門学校

郡山女子大学短期大学部

高校部門
大阪市立工芸高等学校 青森県立青森戸山高等学校 宮城県仙台第一高等学校

株式会社アーク・イメージギャラリー

代表取締役　村上　ゆかり
〒984-0015  仙台市若林区卸町1-5-7
TEL：022-283-5031
FAX：022-283-4897

青森県印刷工業組合

理事長　三上　　伸

青森オフセット印刷株式会社

代表取締役　三上　　伸
〒030-0802 青森市本町二丁目11番16号
TEL：017-775-1431
FAX：017-775-1435

秋田印刷製本株式会社

代表取締役社長　大門　一平
〒010-0012 秋田市南通みその町4番57号
TEL：018-833-7557
FAX：018-833-7599

秋田県印刷工業組合

理事長　大門　一平
〒010-0823 秋田市大町1-3-8
TEL：018-823-0413
FAX：018-863-3851

株式会社アクトジャパン

代表取締役　及川　明
〒980-0011　仙台市青葉区上杉2-9-23
TEL：022-225-2493

株式会社アド・プリント

代表取締役　渡辺　健
〒981-0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-5-9
TEL：022-356-6565
FAX：022-356-6355

有限会社アドクマディスプレイ
屋外広告製作施工･リフォーム･スタンプコンクリート施工

代表取締役　熊谷　昭彦
〒985-0823  宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：022-364-7357
FAX：022-364-8094

株式会社アトマックス

代表取締役　藤岡　正行
〒980-0801　仙台市青葉区木町通1-2-4
TEL：022-262-3331
FAX：022-262-3336

石井電算印刷株式会社

代表取締役　石井　敏久
〒963-0724　郡山市田村町上行合字南川田37-2
TEL：024-942-5200
FAX：024-942-5211

株式会社市瀬 仙台支店

支店長　山崎　武志
〒983-0044　仙台市宮城野区宮千代三丁目6番2号
TEL：022-232-3520
FAX：022-283-1631

株式会社イトイン

代表取締役　伊藤　長一
〒984-0002　仙台市若林区卸町東二丁目2番10号
TEL：022-235-1414(代表)
FAX：022-235-1454

株式会社イメージパーク

代表取締役　一條　研介
〒984-0001　仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL：022-236-7202
FAX：022-284-8895

岩手県印刷工業組合

理事長　吉田　幸一
〒020-0122　盛岡市みたけ五丁目17番10号
TEL：019-641-4483
FAX：019-641-6103

株式会社岩手日日新聞社

代表取締役　山岸　学
〒021-8686　一関市南新町60
TEL：0191-26-5111

印刷時報株式会社

代表取締役　後藤　光二
〒534-0027 大阪市都島区中野町4丁目4番2号大阪印刷会館
TEL：06-6358-1561
FAX：06-6358-1562

株式会社印刷出版研究所

代表取締役社長　沼尾　佳憲
〒162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町534川尻ビル2F
TEL：03-5155-7925
FAX：03-5155-7930

株式会社印刷之世界社

代表取締役　平田　繁実
〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-19-5 YKビル
TEL：03-5256-0591
FAX：03-5256-0595

株式会社オオウチ工芸

代表取締役社長　大内　養一
〒984-0014　仙台市若林区六丁の目元町3-8
TEL：022-286-1515
FAX：022-286-2256

オフィスイケガミーズ

代表　池上　勇人
〒984-0816　仙台市若林区河原町１丁目4-20
TEL･FAX：022-222-3772

川内印刷株式会社

代表取締役　猪股　育夫
〒987-0512　登米市迫町森字平柳258
TEL：0220-22-3388
FAX：0220-22-3994

川口印刷工業株式会社

代表取締役会長　吉田　幸一
〒020-0841 盛岡市羽場10-1-2
TEL：019-632-2211
FAX：019-632-2217

協同組合仙台卸商センター

理事長　奥田　潤一
〒984-8651　仙台市若林区卸町2-15-2
TEL：022-235-2161

株式会社共新精版印刷

代表取締役　前田　稔
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町二丁目4-2
TEL：022-236-7181
FAX：022-231-3196

鈴木　修一（4点）
渥美　恵

鈴木　文土

須藤　早希子

関田　淑恵
黒丸　健一
大石　亮子
主濱　景子
帷子　修（2点）
藤村　礼子
菅原　かなえ
石川　修子

佐藤　直樹

長岡　香緒里
星　　伸明
設楽　裕美
宍戸　友美
遠藤　章子

渡辺　征一
山岸　友美
宮本　敬子
中山　千尋（2点）

松永　和章
伊藤　啓行

會田　寿光
土田　佐智子

齋藤　麻里子
加藤　央之

神保　智美（2点）

坂本　憲信（2点）

千田　瑞恵
五十嵐　冬樹（6点）

牧野　光仁

佐藤　洋
樋口　紗子
小川　晃正
横山　伸也
上遠野　　寛
カトオノヒロシ

後藤　江里
北村　恵理子
髙橋　洋一（2点）
佐久間　崇
髙橋　未来
佐藤　綾香
渋谷　岩太
齋藤　のり子
齋藤　唯
青木　透
大江　亜紗美
根　　真弓
諸根　麻紀
菅原　尚

小野寺　菜採

白川　貴隆
今野　義弘
海上　雄
金子　真紀

八木　正雄（3点）
阿部　拓也（5点）

熊谷　剛

吉田　和弘

三村　麻美子
鈴木　幸恵

神成　孝幸
関口　純子
佐藤　鉄兵

南澤　肇（2点）

本田　陽一

我妻　由幸

齋藤　由希子
武藤　正彦

北條　裕美（2点）
永沢　祐介
斎藤　千恵
相澤　ひとみ
渡部　亜利沙
菅原　睦子
中田　央之
下山　浩

大宮司　勇
武田　篤彦

阿部　光利

弓削　健太郎
加藤　琢也

布田　貴志
五十嵐　弘樹
伊丹　勝彦

高田　悠介
梅内　真紀子

佐藤　希和
上野　佳子

遠藤　利恵

武田　伸也（2点）
髙橋　幸恵
阿部　政人
佐々木　宜憲
志子田　紀美江
真壁　弘志
石塚　創

伊藤　周治郎（2点）

田部　浩良

島田　香澄
山内　裕恵
鳥居　瑠佳

布施　綾華（2点）
鈴木　真奈美
佐々木　真弓
嵯峨　奈津美
木村　瞳
清水　香織
高田　明日美
細矢　有沙

川上　鉄雄
仲松　新一
西山　千尋
新海　百合
岡田　伸江
佐藤　美沙
加藤　せいら
塩野　恵理
西村　慶太
横倉　悠里
中村　一雅
杉本　翔太
桐生　真菜美
金井　修宏
岡部　亜耶

船山　瑞希
小松　和紀子
齋藤　裕介
佐々木　奈菜
伊藤　千香

菅野　由梨香
佐藤　晃江
布施　謙
村山　恵
矢吹　成美

佐藤　美咲
大内　実和子
三瓶　望
佐藤　美沙江

大場　春香
加賀谷　枝穂
宮崎　昌裕
山中　麗子
前田　愛
高橋　光
新田　直美
松井　洋平
駒村　早紀
柴田　義明

髙橋　晃（2点）
阿部　琴美（2点）
佐藤　可帆（2点）
宮沢　公輔
千葉　美友
冨田　由香（2点）
宍戸　大志（2点）
三浦　沙也加（2点）
仙道　歩（2点）
寺島　美貴（2点）

加藤　賢太朗
清野　晃司
渡辺　義幸

小網　愛
林崎　祐一

渡辺　恵理
小林　真弓
斑目　貴志（2点）
伊藤　紘子
笹原　舞
賢持　彩香
菊地　あゆみ
高橋　亜希
遠藤　安由美
高橋　勇人
菊池　歌奈（2点）

川田　智之

堀田　将信

瀧ヶ原　理香
門間　大輔
佐藤　正幸
原田　真衣
齋藤　麻実
小野寺　佑希
佐藤　麻奈
田口　いずみ
加茂　睦美
佐藤　和規
佐藤　愛
猪野　千尋
川村　賢人
菅野　晶斗

鈴木　裕太
樋口　菜穂
佐々木　太一（3点）

佐藤　裕美
國分　百子（2点）
高橋　良介
佐々木  学（2点）
千葉　絵里奈
青木　龍之介
浅野　理恵
小笠原　佳代
永井　良典
池田　鮎美
貝沼　篤史
菅原　理恵子
三浦　和昌
武者　結花
斎藤　敬志
成瀬　翔太
野村　みえ
三浦　彩夏
中平　裕美
佐藤　恵
田代　拓真
加賀　泰之
片平　徳孝
佐川　徹
島軒　佑介
山田　愛衣
須藤　麻里
山内　佐織
寺内　直也
早坂　絵美
本田　はるか
金沢　僚
髙橋　麻実
九萬原　和子
髙橋　茉美
半田　知美
八島　卓哉

舩木　まい（2点）
渡邉　茜
下向　美香
佐藤　郁美
鈴木　咲恵
津谷　小百合
小松　大樹
穀田　賢一
髙橋　亮太
鈴木　和也
嶋中　都乃
千田　真奈美
三浦　任博
土屋　真人
松木　洋輔
猪俣　彩

石澤　史織
池田　聖子
岩上　奈津美
金澤　沙緒里
半澤　優子
鈴木　慶子
相楽　真澄
高橋　香奈恵
遠藤　美香
柏倉　静香

国本　麻樹 石塚　孝輔
赤川　奈々
船木　真莉奈

楊　博

高橋　宏吉
青柳　泰広
深山　仁
吉田　孝
鈴木　亮

佐藤　彰剛
佐藤　有紗
平本　久美子
張
小林　由美
山田　拓生
ブルンナー･グンタ
髙橋　佑樹
赤尾　枝里子
宇澤　佑佳
山崎　輝明
大野　綾子
宍戸　麻友美
黒澤　健一
岩下　寛徳

大石　玲未

福岡　彩
窪田　梨絵

齋藤　奈緒美
坂本　詩織
大程　千絵
工藤　寛之
菊池　宏太
河東　恵里
小野寺　亜希
伊集院　秀忠

ご協賛各社



私たちは「デザイングランプリTOHOKU」を応援します。

ご協賛各社

共立株式会社 仙台支店

支店長　中村　英明
〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-4-1
TEL：022-266-6451
FAX：022-266-3185

株式会社キングコーポレーション 仙台支店

支店長　平間　信明
〒984-0041　仙台市若林区志波町5-22
TEL：022-284-6688
FAX：022-235-2650

株式会社光文堂 東北支店

支店長　服部　和幸
〒984-0003　仙台市若林区六丁の目北町4-30
TEL：022-287-3711
FAX：022-287-3710

江陽グランドホテル

代表取締役　後藤　　道
〒980-0014　仙台市青葉区本町2-3-1
TEL：022-267-5111

有限会社工陽社

代表取締役　鈴木　ヨシ子
〒985-0021　塩釜市尾島町8-7
TEL：022-365-1151
FAX：022-364-9965

コダックグラフィックコミュニケーションズ株式会社

東日本第五営業部 部長　佐藤　公勇
〒980-0011  仙台市青葉区上杉1-17-20 セント北四ビル
TEL：022-290-2070
FAX：022-217-4570

株式会社小森コーポレーション東北営業所

所長　伊谷野　雅敏
〒984-0822　仙台市若林区かすみ町8-54
TEL：022-282-8851
FAX：022-282-8558

今野印刷株式会社

代表取締役　橋浦　隆一
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町2番10号
TEL：022-288-6123
FAX：022-288-0138

斎藤コロタイプ印刷株式会社

代表取締役　齋藤　讓乙
〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-7-10
TEL：022-222-5481
FAX：022-222-5416

サカタインクス株式会社 東北支店

支店長　黒崎　彰夫
〒984-0002　仙台市若林区卸町東2-3-24
TEL：022-284-9533
FAX：022-232-9139

笹氣出版印刷株式会社

代表取締役　笹氣　幸緒
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町8-45
TEL：022-288-5555
FAX：022-288-5551

三慶印刷株式会社

代表取締役　清原　紀義
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町4-6
TEL：022-288-5841
FAX：022-288-9371

三陸印刷株式会社

代表取締役　浅倉　眞理
〒988-0141　気仙沼市松崎柳沢228-100
TEL：0226-22-0319
FAX：0226-23-8372

株式会社篠原鐡工所･篠原商事株式会社

代表取締役　篠原　幹夫
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町7-2-10
TEL：022-254-8350
FAX：022-254-8351

株式会社商工組合中央金庫仙台支店

支店長　住元　正博
〒980-0021　仙台市青葉区中央二丁目10番30号
TEL：022-225-7411
FAX：022-217-3799

新聞之新聞社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-23
TEL：03-3265-8631
FAX：03-3239-6859

精英堂印刷株式会社

代表取締役社長　鈴木　　明
〒992-1128 山形県米沢市八幡原一丁目1-16
TEL：0238-28-2211
FAX：0238-28-2210

誠伸商事株式会社

代表取締役　福田　七衛
〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-8-9
TEL：022-299-6661
FAX：022-299-6663

有限会社せんだい総合保険
あいおい損害保険（株）代理店

代表取締役　高橋　健一
〒983-0021　仙台市宮城野区田子1-26-19
TEL：022-388-7701
FAX：022-388-7701

瀬野尾印刷株式会社

代表取締役　瀬野尾　俊宏
〒984-0056　仙台市若林区成田町123
TEL：022-299-1355
FAX：022-299-1356

全国印刷工業健康保険組合東北支部

地区協議会会長　今野　敦之
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3-9-12
TEL：022-236-2508
FAX：022-231-7560

仙台印刷工業団地協同組合

代表理事　針生　英一
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町1番43号
TEL：022-288-5171
FAX：022-288-5173

仙台小森インキ株式会社

代表取締役　小森　博明
〒984-0015　仙台市若林区卸町2-5-8
TEL：022-232-1591
FAX：022-239-5874

株式会社仙台大気堂

代表取締役　荒木　和之
〒980-0801　仙台市青葉区木町通1-6-34  仙台安藤ビル7F
TEL：022-222-4506

創文印刷出版株式会社

代表取締役　熊谷　晴樹
〒980-0821　仙台市青葉区春日町8-34
TEL：022-222-0181

株式会社ソノベ

代表取締役　園部　明郎
〒980-0811　仙台市青葉区一番町3-3-19
TEL：022-263-7733
FAX：022-262-3761

ダイヤミック株式会社 仙台支店

支店長　佐藤　秀次
〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-11-1
TEL：022-296-3221

有限会社高野印刷所

代表取締役　高野　康
〒981-3132　仙台市泉区将監2丁目19-4
TEL：022-372-7113
FAX：022-372-7713

高橋印刷株式会社

代表取締役　及川　光雄
〒983-0004　仙台市宮城野区岡田西町1-45
TEL：022-288-6611
FAX：022-288-6664

田端印刷株式会社

代表取締役　田端　章
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町2-5-14
TEL：022-284-1505
FAX：022-231-4767

田宮印刷株式会社

代表取締役　工藤　裕史
〒990-2251　山形市立谷川3-1410-1
TEL：023-686-6111
FAX：023-686-6114

株式会社中外印刷所

代表取締役　大泉　和俊
〒980-0801　仙台市青葉区木町通二丁目6-30
TEL：022-234-6517
FAX：022-234-6519

DIC株式会社 仙台支店

支店長　橋本　龍三
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町1-45
TEL：022-287-9101
FAX：022-287-2258

東北印刷工業厚生年金基金

理事長　江馬　成夫
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3丁目9番12号
TEL：022-284-0551
FAX：022-284-0552

東北堂印刷株式会社

代表取締役　佐々木　康夫
〒982-0804　仙台市太白区鈎取一丁目2番12号
TEL：022-245-0229
FAX：022-245-3726

東北東華色素株式会社

代表取締役　宮島　利勝
〒983-0005　仙台市宮城野区福室字境三番105
TEL：022-797-1955
FAX：022-797-1085

株式会社東北プリント

代表取締役　藤井　治夫
〒980-0822　仙台市青葉区立町24-24
TEL：022-263-1166
FAX：022-224-3986

有限会社  東　友
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町1-40
TEL：022-390-6988　FAX：022-390-6689
URL http://www.to-yu.jp
E-mail:info@to-yu.jp

東洋インキ東北株式会社

代表取締役社長　入交　勝男
〒981-3206　仙台市泉区明通三丁目27番
TEL：022-378-5131
FAX：022-378-6771

凸版印刷株式会社

取締役東北事業部長　伊藤　徹
〒981-3296　仙台市泉区明通3-30
TEL：022-377-5111
FAX：022-377-5115

長瀬印刷株式会社

代表取締役　長瀬　喜一
〒971-8101　いわき市小名浜字渚廻り51-2
TEL：0246-54-3819
FAX：0246-52-0234

中村印刷株式会社

代表取締役　中村　等
〒980-0001　仙台市青葉区中江2-8-13
TEL：022-222-8896
FAX：022-222-8893

株式会社鳴海屋紙店

代表取締役　鳴海　幸一郎
〒984-0015　仙台市若林区卸町二丁目14番地の5
TEL：022-235-2121
FAX：022-239-4161

株式会社日本印刷新聞社

取締役社長　村田　俊夫
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8日本印刷会館内
TEL：03-3553-5681
FAX：03-3553-5684

（社）日本グラフィックサービス工業会 宮城県支部 

支部長　熊谷　晴樹
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目8-17 日東ハイツ404号室
TEL：022-265-4488
FAX：022-265-4486

ニュープリンティング株式会社

代表取締役　佐藤　和彦
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-2-1九段中央ビル
TEL：03-3264-2054（代）

ハイデルベルグ・ジャパン株式会社仙台支店

支店長　佐藤　恭二
〒984-0046   仙台市若林区二軒茶屋1-6 二軒茶屋エスコムビル
TEL：022-256-5185
FAX：022-299-0972

畠山敏デザイン事務所

代表　畠山　敏
〒980-0804  仙台市青葉区大町2-9-13ライオンズマンション202
TEL：022-262-1648

ＴＯＹＵ
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ご協賛各社

共立株式会社 仙台支店

支店長　中村　英明
〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-4-1
TEL：022-266-6451
FAX：022-266-3185

株式会社キングコーポレーション 仙台支店

支店長　平間　信明
〒984-0041　仙台市若林区志波町5-22
TEL：022-284-6688
FAX：022-235-2650

株式会社光文堂 東北支店

支店長　服部　和幸
〒984-0003　仙台市若林区六丁の目北町4-30
TEL：022-287-3711
FAX：022-287-3710

江陽グランドホテル

代表取締役　後藤　　道
〒980-0014　仙台市青葉区本町2-3-1
TEL：022-267-5111

有限会社工陽社

代表取締役　鈴木　ヨシ子
〒985-0021　塩釜市尾島町8-7
TEL：022-365-1151
FAX：022-364-9965

コダックグラフィックコミュニケーションズ株式会社

東日本第五営業部 部長　佐藤　公勇
〒980-0011  仙台市青葉区上杉1-17-20 セント北四ビル
TEL：022-290-2070
FAX：022-217-4570

株式会社小森コーポレーション東北営業所

所長　伊谷野　雅敏
〒984-0822　仙台市若林区かすみ町8-54
TEL：022-282-8851
FAX：022-282-8558

今野印刷株式会社

代表取締役　橋浦　隆一
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町2番10号
TEL：022-288-6123
FAX：022-288-0138

斎藤コロタイプ印刷株式会社

代表取締役　齋藤　讓乙
〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-7-10
TEL：022-222-5481
FAX：022-222-5416

サカタインクス株式会社 東北支店

支店長　黒崎　彰夫
〒984-0002　仙台市若林区卸町東2-3-24
TEL：022-284-9533
FAX：022-232-9139

笹氣出版印刷株式会社

代表取締役　笹氣　幸緒
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町8-45
TEL：022-288-5555
FAX：022-288-5551

三慶印刷株式会社

代表取締役　清原　紀義
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町4-6
TEL：022-288-5841
FAX：022-288-9371

三陸印刷株式会社

代表取締役　浅倉　眞理
〒988-0141　気仙沼市松崎柳沢228-100
TEL：0226-22-0319
FAX：0226-23-8372

株式会社篠原鐡工所･篠原商事株式会社

代表取締役　篠原　幹夫
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町7-2-10
TEL：022-254-8350
FAX：022-254-8351

株式会社商工組合中央金庫仙台支店

支店長　住元　正博
〒980-0021　仙台市青葉区中央二丁目10番30号
TEL：022-225-7411
FAX：022-217-3799

新聞之新聞社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-23
TEL：03-3265-8631
FAX：03-3239-6859

精英堂印刷株式会社

代表取締役社長　鈴木　　明
〒992-1128 山形県米沢市八幡原一丁目1-16
TEL：0238-28-2211
FAX：0238-28-2210

誠伸商事株式会社

代表取締役　福田　七衛
〒983-0841 仙台市宮城野区原町3-8-9
TEL：022-299-6661
FAX：022-299-6663

有限会社せんだい総合保険
あいおい損害保険（株）代理店

代表取締役　高橋　健一
〒983-0021　仙台市宮城野区田子1-26-19
TEL：022-388-7701
FAX：022-388-7701

瀬野尾印刷株式会社

代表取締役　瀬野尾　俊宏
〒984-0056　仙台市若林区成田町123
TEL：022-299-1355
FAX：022-299-1356

全国印刷工業健康保険組合東北支部

地区協議会会長　今野　敦之
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3-9-12
TEL：022-236-2508
FAX：022-231-7560

仙台印刷工業団地協同組合

代表理事　針生　英一
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町1番43号
TEL：022-288-5171
FAX：022-288-5173

仙台小森インキ株式会社

代表取締役　小森　博明
〒984-0015　仙台市若林区卸町2-5-8
TEL：022-232-1591
FAX：022-239-5874

株式会社仙台大気堂

代表取締役　荒木　和之
〒980-0801　仙台市青葉区木町通1-6-34  仙台安藤ビル7F
TEL：022-222-4506

創文印刷出版株式会社

代表取締役　熊谷　晴樹
〒980-0821　仙台市青葉区春日町8-34
TEL：022-222-0181

株式会社ソノベ

代表取締役　園部　明郎
〒980-0811　仙台市青葉区一番町3-3-19
TEL：022-263-7733
FAX：022-262-3761

ダイヤミック株式会社 仙台支店

支店長　佐藤　秀次
〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野1-11-1
TEL：022-296-3221

有限会社高野印刷所

代表取締役　高野　康
〒981-3132　仙台市泉区将監2丁目19-4
TEL：022-372-7113
FAX：022-372-7713

高橋印刷株式会社

代表取締役　及川　光雄
〒983-0004　仙台市宮城野区岡田西町1-45
TEL：022-288-6611
FAX：022-288-6664

田端印刷株式会社

代表取締役　田端　章
〒983-0035　仙台市宮城野区日の出町2-5-14
TEL：022-284-1505
FAX：022-231-4767

田宮印刷株式会社

代表取締役　工藤　裕史
〒990-2251　山形市立谷川3-1410-1
TEL：023-686-6111
FAX：023-686-6114

株式会社中外印刷所

代表取締役　大泉　和俊
〒980-0801　仙台市青葉区木町通二丁目6-30
TEL：022-234-6517
FAX：022-234-6519

DIC株式会社 仙台支店

支店長　橋本　龍三
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町1-45
TEL：022-287-9101
FAX：022-287-2258

東北印刷工業厚生年金基金

理事長　江馬　成夫
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3丁目9番12号
TEL：022-284-0551
FAX：022-284-0552

東北堂印刷株式会社

代表取締役　佐々木　康夫
〒982-0804　仙台市太白区鈎取一丁目2番12号
TEL：022-245-0229
FAX：022-245-3726

東北東華色素株式会社

代表取締役　宮島　利勝
〒983-0005　仙台市宮城野区福室字境三番105
TEL：022-797-1955
FAX：022-797-1085

株式会社東北プリント

代表取締役　藤井　治夫
〒980-0822　仙台市青葉区立町24-24
TEL：022-263-1166
FAX：022-224-3986

有限会社  東　友
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町1-40
TEL：022-390-6988　FAX：022-390-6689
URL http://www.to-yu.jp
E-mail:info@to-yu.jp

東洋インキ東北株式会社

代表取締役社長　入交　勝男
〒981-3206　仙台市泉区明通三丁目27番
TEL：022-378-5131
FAX：022-378-6771

凸版印刷株式会社

取締役東北事業部長　伊藤　徹
〒981-3296　仙台市泉区明通3-30
TEL：022-377-5111
FAX：022-377-5115

長瀬印刷株式会社

代表取締役　長瀬　喜一
〒971-8101　いわき市小名浜字渚廻り51-2
TEL：0246-54-3819
FAX：0246-52-0234

中村印刷株式会社

代表取締役　中村　等
〒980-0001　仙台市青葉区中江2-8-13
TEL：022-222-8896
FAX：022-222-8893

株式会社鳴海屋紙店

代表取締役　鳴海　幸一郎
〒984-0015　仙台市若林区卸町二丁目14番地の5
TEL：022-235-2121
FAX：022-239-4161

株式会社日本印刷新聞社

取締役社長　村田　俊夫
〒104-0041　東京都中央区新富1-16-8日本印刷会館内
TEL：03-3553-5681
FAX：03-3553-5684

（社）日本グラフィックサービス工業会 宮城県支部 

支部長　熊谷　晴樹
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目8-17 日東ハイツ404号室
TEL：022-265-4488
FAX：022-265-4486

ニュープリンティング株式会社

代表取締役　佐藤　和彦
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-2-1九段中央ビル
TEL：03-3264-2054（代）

ハイデルベルグ・ジャパン株式会社仙台支店

支店長　佐藤　恭二
〒984-0046   仙台市若林区二軒茶屋1-6 二軒茶屋エスコムビル
TEL：022-256-5185
FAX：022-299-0972

畠山敏デザイン事務所

代表　畠山　敏
〒980-0804  仙台市青葉区大町2-9-13ライオンズマンション202
TEL：022-262-1648
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私たちは「デザイングランプリTOHOKU」を応援します。

ハリウコミュニケーションズ株式会社

代表取締役　針生　英一
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町2-12
TEL：022-288-5011
FAX：022-288-7600

フォトワークス

代表　櫻井　英樹
〒985-0025  塩釜市佐浦町14-17
TEL：022-367-4122
FAX：022-367-4122

福島県印刷工業組合

理事長　山川　章
〒960-8164　福島市八木田字神明94
TEL：024-544-1945
FAX：024-544-1946

藤庄印刷株式会社

代表取締役　藤原　有二
〒990-0821　山形市北町1-3-1
TEL：023-684-5555
FAX：023-684-5551

富士フイルムグラフィックシステムズ株式会社 東北支店

支店長　佐久間　昭男
〒980-0802　仙台市青葉区二日町12-30 日本生命勾当台西ビル
TEL：022-712-1721
FAX：022-712-1720

双葉印刷株式会社

代表取締役　竹淵　顕
〒988-0045　気仙沼市田谷11番地の2
TEL：0226-23-3737
FAX：0226-24-0963

平和紙業株式会社 仙台支店

執行役員仙台支店長　　玉　浩
〒983-0043　仙台市宮城野区萩野町3-12-1
TEL：022-235-0811
FAX：022-283-2353

本田印刷株式会社

代表取締役　本田　恭一
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町3番5号
TEL：022-288-5231
FAX：022-288-7177

宮城県印刷工業組合

理事長　今野　敦之
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町3-9-12
TEL：022-284-7586
FAX：022-232-9249

宮城県製本工業組合

理事長　中山　正敏
事務局　〒984-0011    仙台市若林区六丁の目西町6-15
TEL・FAX：022-288-5552

株式会社メディアテクノロジージャパン東北営業所

所長　岡村　雅光
〒980-0011　仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命勾当台南ビル3F
TEL：022-224-1741
FAX：022-225-3738

株式会社モリサワ

代表取締役会長　森澤　嘉昭
〒556-0012　大阪市浪速区敷津東2-6-25
TEL：06-6649-2151
FAX：06-6649-2157

山形県印刷工業組合

理事長　鈴木　　明
〒990-0071　山形市流通センター3-11-2
TEL：023-642-1850
FAX：023-641-7681

株式会社ユーメディア

取締役社長　今野　敦之

LIMEWRITE ライムライト

コピーライター　鎌田　雄
〒980-0804  仙台市青葉区大町1-3-7 横山ビル6Fクレスト内
TEL：022-237-5029　mobile：090-5592-9516
FAX：022-267-5588

利商印刷株式会社

代表取締役　佐藤　利春
〒981-0134　宮城郡利府町しらかし台6-10-1
TEL：022-356-2101
FAX：022-356-6037

リョービイマジクス株式会社仙台支店

支店長　前田　洋一
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町4-2-38
TEL：022-237-6210

株式会社ル・プロジェ

代表取締役　山田　洋一郎
〒963-8032 福島県郡山市下亀田17-7
TEL：024-935-0789
FAX：024-935-0760

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

ご協賛各社
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TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

○○○○○○○○○会社

代表取締役　東北　太郎
〒000-0000 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山1-4-32
TEL：000-000-0000
FAX：000-000-0000

ご協賛各社



作 品 集

●作品テーマ 「内　外」
同時開催イベント
●竹尾「ファインペーパーがちょっとわかる」展3
●中村誠+JAGDA東北会員ポスター展
●合成紙ユポ・カブリモノワークショップ＆ユポ  展示会
●東洋インキの色覚UD支援ツール

会場：せんだいメディアテーク 5Fギャラリー
時間：AM10：00●PM7：00（21日はPM5：00迄）

展示会期

募集要項

第9回デザイングランプリTOHOKU2008

一般部門…B1サイズ［1030×728　 ］・縦判・アルミフレーム付パネル
学生部門…B2サイズ［728×515　］・縦判・アルミフレーム付パネル
高校部門…B3サイズ［515×364　 ］・縦判
　　　　　画用紙・ケント紙・パネル貼等は自由とする。

一般部門123点　学生部門206点　高校部門5点

一般部門19点　学生部門44点　高校部門2点

〈審査委員長〉中村 誠氏 
〈副審査委員長〉小島 良平氏、畠山 敏氏 
〈審査委員〉小泉 均氏、原田 純一氏 

m/m

m/m

m/m

DESIGN●SATOSHI HATAKEYAMA Design Office　PRINTING●HARIU Communications

〈一般部門・学生部門〉

〈特別賞〉

〈高校部門〉

最優秀賞（各部門より1名）
優秀賞（各部門より2名以内）
奨励賞（各部門より若干名）
東北地区印刷協議会会長賞（各部門より若干名）
期待賞（学生部門より若干名）

中村誠賞（各部門の最優秀賞より1名）
宮城県知事賞（学生部門の優秀賞以上より1名）
仙台市長賞（各部門の優秀賞より1名）
竹尾賞（各部門の奨励賞より1名）
MCCA賞（各部門の入賞以上より1名）
オーディエンス大賞（各部門より1名）
入選

最優秀賞（1名）
優秀賞（2名以内）
奨励賞（3名以内）
東北地区印刷協議会会長賞（若干名）
期待賞（若干名）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・賞金10万円  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・賞金5万円  
・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）

・・・賞状・副賞（5千円相当）
・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1千円相当）

・・・・ 賞状・オリジナル記念メダル  
・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状  
・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（5千円相当）

・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）
・・・・・・・ 賞状・副賞（1万円相当）

・・・・・・・・・・ 会場展示（会場展示は、入選以上の作品とする）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（3万円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（2万円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（5千円相当）

・・・・ 賞状・副賞（3千円相当）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 賞状・副賞（1千円相当）

作品：未発表の作品で、印刷可能な作品に限る。
サイズ・仕様

本年度応募総数

入賞作品数

賞

審査委員

テ  ー  マ：「内　外」

東北地区印刷協議会（青森・岩手・秋田・山形・福島・宮城各県
印刷工業組合）デザイングランプリTOHOKU実行委員会

宮城県印刷工業組合

（株）竹尾・（株）ユポ・コーポレーション・東洋インキ製造（株）・東洋インキ東北（株）
社団法人日本グラフィックデザイナ－協会[JAGDA]宮城地区

宮城コンテンツクリエイターズ協議会[MCCA]・宮城県産業デザイン
交流協議会・宮城県職業能力開発協会・宮城県・仙台市・仙台市教育
委員会　　　　　　　　　・　　　　　　　・
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主催　

主管

協賛
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