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作品集

第10回デザイングランプリTOHOKU2009

展示会期 同時開催イベント

竹尾 第5回 TAKEO PACKAGE展
セルフマネーデザイン
「ファインペーパーがちょっとわかる」展4
ユポ・コーポレーション展

東洋インキ東北展

募集要項

一般部門／
学生部門／
高校部門／
　　　　    画用紙・ケント紙・パネル貼等は自由とする。

B1サイズ［1030×728      ］・縦判・アルミフレーム付パネル
B2サイズ［728×515    ］・縦判・アルミフレーム付パネル
B3サイズ［515×364    ］・縦判

/mm

/mm

/mm

間テーマ : 「間＝ま」時間の間、会話の間、空間の間、人間同士の間
家族の間、社会の間。あなたにとっての「間」とは・・・。

DESIGN●SATOSHI HATAKEYAMA Design Office
PRINTING●HARIU Communications

高校部門
最 優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞

期 待 賞

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）

東北地区印刷協議会会長賞（若干名）

（1名）

（2名以内）

（若干名）

（若干名）

一般部門・学生部門
最 優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞

期 待 賞

中 村 誠 賞
宮城県知事賞
仙台市長賞
竹 尾 賞
M C C A 賞

入 選

      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）

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（5千円相当）

会場展示（会場展示は、入選以上の作品とする）

東北地区印刷協議会会長賞

（各部門より1名）

（各部門より2名以内）

（各部門より若干名）

（学生部門より若干名）

（各部門の最優秀賞より1名）

（学生部門の優秀賞以上より1名）

（各部門の優秀賞より1名）

（各部門の奨励賞より1名）

（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）

（各部門より若干名）

特別賞

サイズ・仕様
作品 : 未発表の作品で、印刷可能な作品に限る。 　

本年度応募総数
一般部門122点　学生部門182点　高校部門23点

入賞作品数
一般部門17点　学生部門44点　高校部門16点

賞

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、社団法人日本グラフィックデザイナ－協会[JAGDA]宮城地区、
（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）
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、

主催
　
主管
協賛

後援

JAGDA「ハローサンロクゴ」

JAGDA東北展

、
、 、 、

、

東洋インキ製造（株）・東洋インキ東北（株）より副賞として「COLOR FINDER」
（色見本帳）を、一般・学生・高校各部門の入賞者全員に贈呈。



青葉益輝（あおば ますてる）

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

1939年東京生まれ。桑澤デザイン研究所（'61卒） 

田中一光氏に出会う。62年より広告代理店

勤務（9年間）。主に東京都のポスターを担当。

69年A&A青葉益輝広告制作室設立。主に、フ

ジテレビ番組広告・東海銀行・西友、などのイ

メージポスター担当。70年より省エネルギー・

平和・エコロジーなどをテーマにオリジナル

ポスターを制作。

63～64年朝日広告賞・準朝日広告賞の受賞

を皮切りに、海外でも80年フィンランド国際

グラフィック・ビエンナーレ2位、82年ブルノー国

際グラフィックデザイン・ビエンナーレグランプリ、

87年ワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ

金賞、92年ニューヨークＡＤＣ国際展金賞など。

93年に、1998年長野冬季オリンピック第一

回公式ポスター制作、97年世界ポスタートリ

エンナーレ富山銅賞、98年メキシコビエン

ナーレ銅賞。2000年トゥルナバポスタートリ

エンナーレ2位。東京、ニューヨーク、ロサンゼ

ルス、カナダ、チェコ、ショーモン（フランス）、

ポーランドなどで個展を開催。

国際グラフィック連盟(AGI)会員、東京ADC

委員、［社］日本グラフィックデザイナー協会

（JAGDA）副会長、毎日広告賞審査委員など

を務める。06年紫綬褒賞受賞。

審査員プロフィール／審査講評

小島良平審査委員長 JAGDA理事

中村　誠名誉審査委員長 国際グラフィック連盟（AGI）会員　東京ADC委員　JAGDA顧問

原田純一審査総務委員 JAGDA宮城地区幹事

　入賞の方々おめでとうございます。今回で審査委員として参加するのは9回目となりますが、

回を重ねるごとにレベルが着実に向上している事を強く感じます。皆様の中に近い将来、イラスト

レーターとかグラフィックデザイナーとして世界を相手に活躍される可能性を秘めた方が多く

いると感じています。この東北の地から、大きく成長し、スターとして飛翔する方が出現されるのを

期待しております。

1951年青森県十和田市生まれ。1974・75年、渡欧。1987年畠山敏デザイン事

務所設立。2000年、新世紀みやぎ国体夏・秋期正式ポスターコンペ最優秀賞受

賞、公式ポスターとして採用。ポーランド美術館（ポスター）、愛知芸術センター

（EXPO'05ポスター）ほか収蔵。［社］日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）財

務委員長・東北地域運営委員、日本タイポグラフィ協会会員（JTA）など。

畠山　敏
副審査委員長

　はじめて接した東北のデザインは予想以上のものでした。コンペを重ねるごとに、みなさんが

レベルアップした結果だと思います。またテーマを決められた場合、どうしても説明的な作品に

なりがちですが、そこから外れてヴィジュアルのユニークなもの、造形的なセンスが良く気持ちの

いいものが数多くありました。特に学生部門の中に、プロになって面白いことをやってくれそうな

方もずいぶんいて、今後がとても楽しみですね。

1961年札幌市生まれ。広告代理店を経て1992年、札幌に（有）寺島デザイン

制作室設立。おもに北海道内のクライアントを中心に、広告、グラフィックデ

ザインを手がけている。JAGDA新人賞、ニューヨークADC 銅賞、香港国際

ポスタートリエンナーレ 銅賞、ニューヨークフェスティバル 銅賞ほか受賞。

寺島賢幸
審査委員

　一堂に並んだ「力作」のパワー。公開審査の緊張感。オーディエンス大賞に投じる来場者の熱い一

票。同じ東北人として、このコンペと出品者に誇りを感じ、自分でも気付かないような考え方、発想の

豊さに触れ、このフィールドからすばらしいクリエーターが育つことを実感できる楽しい審査でした。

1959年秋田県生まれ。1989年（有）ライト・スタッフ設立。広告制作、3DCG、

マルチメディア、地域活性化プランニング等を主な業務とする。Flashクリエー

ターズコンテスト特別賞、NBC DESIGN AWARD 2004特別賞、デザイン

グランプリTOHOKU最優秀賞ほか受賞。［社］JAGDA秋田地区代表幹事。

南澤　肇
審査委員

作品講評にあたって

青葉益輝［社］日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）副会長

審査委員長代行

　仙台の青葉通りのけやき並木は、東京の私の家の近くのそれよりも鮮やかに色づいていました。「デザイン

グランプリTOHOKU2009」が今回で10回目を迎えるという記念すべき時に、中村誠名誉審査委員長、

小島良平審査委員長のお二人が体調を崩され、小島良平さんより代役を仰せつかり、お二人のお役に

立てるのならと重責をお引き受けしました。

　グラフィックデザインは、国際的なコミュニケーション技法です。知的資産の商品化、国際化は日本のコン

セプチュアルスキルです。デザインは国際商品としての可能性を持っています。それはとても素晴しいことです。

だからこそ「デザイングランプリTOHOKU」は、仙台で開催されても国際的な意味を持っているのです。

　グローバルな表現を持つものから個性的で私的な作品、戦略的な作品、実験的な作品などなどが出

品され、そのどれもが明日の東北のドアを開くかのように明るく力強く、今後、世界に広がってゆく可能性を

もった作品ばかりでした。

　高校生の部、出品してくれてありがとう、参加してくれてありがとう。時間をかけてじっくりと審査しましたが、

どれも、これからという期待を込めて入選としたいほどで、実際、学生の部・一般の部よりも多く入賞を与え

ました。学生の部は、さすがコンピュータ時代の学生の作品と思わせられるものあり、手描きならではの作

品ありで、バラエティーに富んでいました。一般の作品は、やはり質が高く、上手にできている作品が数多く

ありました。しかしこの部門は「プロ」であり、たとえデザインの勉強中であってもプロと一緒に審査されるの

ですから、ただ上手なだけでは入賞できません。上手なだけというのは、下手より具合が悪いのです。下手

な作品には、おもしろいところがあるのです。おもしろく伸びる可能性があるのです。残念ながら今回入賞を

逃した方は、あなた自身の体の中にある創造の泉を早く探し求め、あなたの創造力でグローバルな世界や、

あなたらしいユニークな世界の作品を創造してください。夢や希望は、外にはありません。あなたの身体の

中にあるのです。今回入賞できなかったことをチャンスと考え、ラッキーと考え、もっともっと大きなデザイ

ナーをめざしてください。最後に中村誠さん、小島良平さんの一日も早いご回復をお祈りいたします。

　デザイングランプリTOHOKUは、現在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。今回で丁度１０回目に

なります。今年も昨年までと同様に、「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１３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となった「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、若い人たちにとって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がデザイングランプリＴＯＨＯＫＵのひとつの大きな特

徴とも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。今回の審査委員長をお引き受けい

ただいた社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）副会長の青葉益輝先生をはじめ畠山敏先

生、寺島賢幸先生、南澤肇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。

　これからも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。

ごあいさつ

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0302
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小島良平審査委員長のお二人が体調を崩され、小島良平さんより代役を仰せつかり、お二人のお役に

立てるのならと重責をお引き受けしました。

　グラフィックデザインは、国際的なコミュニケーション技法です。知的資産の商品化、国際化は日本のコン

セプチュアルスキルです。デザインは国際商品としての可能性を持っています。それはとても素晴しいことです。

だからこそ「デザイングランプリTOHOKU」は、仙台で開催されても国際的な意味を持っているのです。

　グローバルな表現を持つものから個性的で私的な作品、戦略的な作品、実験的な作品などなどが出

品され、そのどれもが明日の東北のドアを開くかのように明るく力強く、今後、世界に広がってゆく可能性を

もった作品ばかりでした。

　高校生の部、出品してくれてありがとう、参加してくれてありがとう。時間をかけてじっくりと審査しましたが、

どれも、これからという期待を込めて入選としたいほどで、実際、学生の部・一般の部よりも多く入賞を与え

ました。学生の部は、さすがコンピュータ時代の学生の作品と思わせられるものあり、手描きならではの作

品ありで、バラエティーに富んでいました。一般の作品は、やはり質が高く、上手にできている作品が数多く

ありました。しかしこの部門は「プロ」であり、たとえデザインの勉強中であってもプロと一緒に審査されるの

ですから、ただ上手なだけでは入賞できません。上手なだけというのは、下手より具合が悪いのです。下手

な作品には、おもしろいところがあるのです。おもしろく伸びる可能性があるのです。残念ながら今回入賞を

逃した方は、あなた自身の体の中にある創造の泉を早く探し求め、あなたの創造力でグローバルな世界や、

あなたらしいユニークな世界の作品を創造してください。夢や希望は、外にはありません。あなたの身体の

中にあるのです。今回入賞できなかったことをチャンスと考え、ラッキーと考え、もっともっと大きなデザイ

ナーをめざしてください。最後に中村誠さん、小島良平さんの一日も早いご回復をお祈りいたします。

　デザイングランプリTOHOKUは、現在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。今回で丁度１０回目に

なります。今年も昨年までと同様に、「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１３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となった「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、若い人たちにとって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がデザイングランプリＴＯＨＯＫＵのひとつの大きな特

徴とも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。今回の審査委員長をお引き受けい

ただいた社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）副会長の青葉益輝先生をはじめ畠山敏先

生、寺島賢幸先生、南澤肇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。

　これからも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。

ごあいさつ

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0302



最優秀賞 優秀賞

阿部　拓也／凸版印刷（株）東日本事業部（仙台市）

根　朋子／畠山敏デザイン事務所（仙台市）

奨励賞

本田陽一デザイン事務所（会津若松市）

仙台市長賞
同時受賞

MCCA賞
同時受賞

オーディエンス大賞
同時受賞

中村誠賞
同時受賞

一般部門

本田　陽一
（株）ソノベ（仙台市）

佐藤　洋

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0504



最優秀賞 優秀賞

阿部　拓也／凸版印刷（株）東日本事業部（仙台市）

根　朋子／畠山敏デザイン事務所（仙台市）

奨励賞

本田陽一デザイン事務所（会津若松市）

仙台市長賞
同時受賞

MCCA賞
同時受賞

オーディエンス大賞
同時受賞

中村誠賞
同時受賞

一般部門

本田　陽一
（株）ソノベ（仙台市）

佐藤　洋

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0504



東北地区印刷協議会会長賞

奨励賞

竹尾賞
同時受賞

秋田印刷製本（株）（秋田市）
佐藤　鉄平

トッパンマルチクリエイト（株）（仙台市）
高橋　洋一

千田　瑞恵
個人（仙台市） Creative Group AKINAI（仙台市）

阿部　拓也
（株）ユーメディア（仙台市）

菅原　睦子

Creative Group AKINAI（仙台市）
五十嵐　冬樹

Creative Group AKINAI（仙台市）
五十嵐　冬樹

（株）進和クリエイティブセンター（福島市）
中山　千尋

（株）ニシカワ（東京都東大和市）
寺島　みゆき

川口印刷工業（株）（盛岡市）
大須田　恭誠

（株）メディアリンク（仙台市）
チームｄｉｃｏ

トッパンマルチクリエイト（株）（仙台市）
鈴木　裕太

ハリウコミュニケーションズ（株）（仙台市）
武田　伸也

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0706



東北地区印刷協議会会長賞

奨励賞

竹尾賞
同時受賞

秋田印刷製本（株）（秋田市）
佐藤　鉄平

トッパンマルチクリエイト（株）（仙台市）
高橋　洋一

千田　瑞恵
個人（仙台市） Creative Group AKINAI（仙台市）

阿部　拓也
（株）ユーメディア（仙台市）

菅原　睦子

Creative Group AKINAI（仙台市）
五十嵐　冬樹

Creative Group AKINAI（仙台市）
五十嵐　冬樹

（株）進和クリエイティブセンター（福島市）
中山　千尋

（株）ニシカワ（東京都東大和市）
寺島　みゆき

川口印刷工業（株）（盛岡市）
大須田　恭誠

（株）メディアリンク（仙台市）
チームｄｉｃｏ

トッパンマルチクリエイト（株）（仙台市）
鈴木　裕太

ハリウコミュニケーションズ（株）（仙台市）
武田　伸也

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0706



最優秀賞 優秀賞

黒田　阿未／東北生活文化大学（仙台市）

海老塚　祐也／日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区） 成田　瑞穂／専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

奨励賞

柴山　拓朗
福島学院大学短期大学部（福島市）

賢持　彩香
専門学校創表現研究所ｅｓｔ（仙台市）

成田　雪乃
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）

MCCA賞
同時受賞

オーディエンス大賞
同時受賞

中村誠賞
同時受賞

宮城県知事賞
同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

学生部門

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0908



最優秀賞 優秀賞

黒田　阿未／東北生活文化大学（仙台市）

海老塚　祐也／日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区） 成田　瑞穂／専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）

奨励賞

柴山　拓朗
福島学院大学短期大学部（福島市）

賢持　彩香
専門学校創表現研究所ｅｓｔ（仙台市）

成田　雪乃
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）

MCCA賞
同時受賞

オーディエンス大賞
同時受賞

中村誠賞
同時受賞

宮城県知事賞
同時受賞

仙台市長賞
同時受賞

学生部門

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 0908



奨励賞

竹尾賞
同時受賞

東北地区印刷協議会会長賞

期待賞

専門学校デジタルアーツ仙台（仙台市）
成田　汐織

仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）
佐藤　可帆

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
星野　紗菜

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
横田　奈津美

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
北澤　利佳

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
吉岡　美由紀

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
庄司　琴美

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
木村　諒司

会津大学短期大学部（会津若松市）
鈴木　千香子

福島学院大学短期大学部（福島市）
宍戸　祐樹

福島学院大学短期大学部（福島市）
河原　愛美

福島学院大学短期大学部（福島市）
寺島　直志

東北電子専門学校（仙台市）
三浦　和昌

東北工業大学（仙台市）
佐久間　愛

東北生活文化大学（仙台市）
角田　沙織

専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）
高野　暢

仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）
三浦　沙也加

太田情報商科専門学校
（群馬県太田市）

小川　雅裕
太田情報商科専門学校

（群馬県太田市）

大木　雄太
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科

（東京都大田区）

平山　久美子
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科

（東京都大田区）

小松　雪子
会津大学短期大学部

（会津若松市）

高橋　絵梨
会津大学短期大学部

（会津若松市）

長澤　沙知
宮城県立仙台高等技術専門校

（仙台市）

後藤　亜由美

福島学院大学短期大学部
（福島市）

川名　秀明
福島学院大学短期大学部

（福島市）

鈴木　愛美
東北電子専門学校

（仙台市）

松尾　愛菜
東北電子専門学校

（仙台市）

三浦　和昌
東北電子専門学校

（仙台市）

半田　知美
東北電子専門学校

（仙台市）

宍野　史奈
東北電子専門学校

（仙台市）

上野　智広

宮城障害者職業能力開発校
（仙台市）

鈴木　崇
専門学校デジタルアーツ仙台

（仙台市）

ステンホルムアンデシュ
専門学校デジタルアーツ仙台

（仙台市）

遠藤　麻衣
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

（仙台市）

小林　友里香
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

（仙台市）

武田　睦美
専門学校仙台カレッジオブデザイン

（仙台市）

山口　詠理香
専門学校仙台カレッジオブデザイン

（仙台市）

後藤　遥

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 1110



奨励賞

竹尾賞
同時受賞

東北地区印刷協議会会長賞

期待賞

専門学校デジタルアーツ仙台（仙台市）
成田　汐織

仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）
佐藤　可帆

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
星野　紗菜

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
横田　奈津美

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
北澤　利佳

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
吉岡　美由紀

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
庄司　琴美

日本工学院専門学校グラフィックデザイン科（東京都大田区）
木村　諒司

会津大学短期大学部（会津若松市）
鈴木　千香子

福島学院大学短期大学部（福島市）
宍戸　祐樹

福島学院大学短期大学部（福島市）
河原　愛美

福島学院大学短期大学部（福島市）
寺島　直志

東北電子専門学校（仙台市）
三浦　和昌

東北工業大学（仙台市）
佐久間　愛

東北生活文化大学（仙台市）
角田　沙織

専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校（仙台市）
高野　暢

仙台コミュニケーションアート専門学校（仙台市）
三浦　沙也加

太田情報商科専門学校
（群馬県太田市）

小川　雅裕
太田情報商科専門学校

（群馬県太田市）

大木　雄太
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科

（東京都大田区）

平山　久美子
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科

（東京都大田区）

小松　雪子
会津大学短期大学部

（会津若松市）

高橋　絵梨
会津大学短期大学部

（会津若松市）

長澤　沙知
宮城県立仙台高等技術専門校

（仙台市）

後藤　亜由美

福島学院大学短期大学部
（福島市）

川名　秀明
福島学院大学短期大学部

（福島市）

鈴木　愛美
東北電子専門学校

（仙台市）

松尾　愛菜
東北電子専門学校

（仙台市）

三浦　和昌
東北電子専門学校

（仙台市）

半田　知美
東北電子専門学校

（仙台市）

宍野　史奈
東北電子専門学校

（仙台市）

上野　智広

宮城障害者職業能力開発校
（仙台市）

鈴木　崇
専門学校デジタルアーツ仙台

（仙台市）

ステンホルムアンデシュ
専門学校デジタルアーツ仙台

（仙台市）

遠藤　麻衣
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

（仙台市）

小林　友里香
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校

（仙台市）

武田　睦美
専門学校仙台カレッジオブデザイン

（仙台市）

山口　詠理香
専門学校仙台カレッジオブデザイン

（仙台市）

後藤　遥

DESIGN GRAND PRIX TOHOKU’09 1110



奨励賞

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、

最多投票数を得た作品に贈られる賞です。

最優秀賞 東北地区印刷協議会会長賞

二戸　有希／山形県立山形工業高等学校（山形市） 村橋　翠／大阪市立工芸高等学校（大阪市）

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。

各賞について

受賞者に贈られるメダル ▲

中村誠賞 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。

宮城県知事賞
仙台市長賞

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。
竹尾賞

オーディエンス大賞

期待賞
黒坂　結衣／山形県立山形工業高等学校（山形市）

優秀賞

第8回開催から新設され、宮城コンテンツクリエイターズ

協議会が、新しいクリエイターの発掘のために設けた賞です。MCCA賞

高校部門

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
近藤　さや子

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
鈴木　琴恵

岩手県立岩谷堂高等学校（岩手県奥州市）
佐藤　美希

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
松井　千明

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
谷山　樹

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
山田　梨加

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
西河　穂奈美

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
岡田　睦

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
高野　莉々子

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
国本　麻樹

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
辻口　実里

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
高山　佳奈

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
太田　梨子
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奨励賞

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、

最多投票数を得た作品に贈られる賞です。

最優秀賞 東北地区印刷協議会会長賞

二戸　有希／山形県立山形工業高等学校（山形市） 村橋　翠／大阪市立工芸高等学校（大阪市）

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。

各賞について

受賞者に贈られるメダル ▲

中村誠賞 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。

宮城県知事賞
仙台市長賞

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。
竹尾賞

オーディエンス大賞

期待賞
黒坂　結衣／山形県立山形工業高等学校（山形市）

優秀賞

第8回開催から新設され、宮城コンテンツクリエイターズ

協議会が、新しいクリエイターの発掘のために設けた賞です。MCCA賞

高校部門

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
近藤　さや子

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
鈴木　琴恵

岩手県立岩谷堂高等学校（岩手県奥州市）
佐藤　美希

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
松井　千明

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
谷山　樹

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
山田　梨加

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
西河　穂奈美

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
岡田　睦

常葉学園菊川高等学校（静岡県菊川市）
高野　莉々子

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
国本　麻樹

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
辻口　実里

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
高山　佳奈

大阪市立工芸高等学校（大阪市）
太田　梨子
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（入選以上は、展示）
 敬称略

一般部門

学生部門

学生部門

入選者 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。

村上　ゆかり

株式会社アーク・イメージギャラリー

代表取締役

〒984-0015  仙台市若林区卸町1-5-7
TEL：022-283-5031
FAX：022-283-4897

三上　伸

青森オフセット印刷株式会社

代表取締役

〒030-0802 青森市本町二丁目11番16号
TEL：017-775-1431
FAX：017-775-1435

青森県印刷工業組合

理事長　三上　伸
〒030-0801 青森市新町二丁目8-26
TEL：017-735-4867
FAX：017-735-4771

秋田印刷製本株式会社

代表取締役　大門　一平
〒010-1415　秋田市御所野湯本二丁目1番9号
TEL：018-839-7554
FAX：018-839-9433

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：018-823-0143
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
FAX：022-225-2488

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･ステレンス加工

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　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　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

有限会社キャメルクラッチ

代表取締役　池田　栄進
〒983-0857　仙台市宮城野区東十番丁11 HIKOハイツ1F
TEL：022-292-0322　　
FAX：022-292-0324

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

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

協同組合仙台卸商センター

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

デジタルプリントサービス㈲
松山　さとみ
本田陽一デザイン事務所
本田　陽一
石井電算印刷㈱
三村　麻美子
㈱佐々木印刷所
後藤　司
笹氣出版印刷㈱
成田　素也
遠藤　利恵
齋藤　麻実
由利　歩
伊藤　秀平
和賀　優貴子
菅野　保広
和賀　徹
凸版印刷㈱東日本事業部
松山　一彦
八木　正雄（2点）
阿部　拓也（2点）
㈱ユニグラフィック
中村　あずさ
㈱ソノベ
上遠野　寛

太田情報商科専門学校
中村　祐美
池田　衣里
角田　拓渉
千金楽　元紀
神村　夏美
小川　雅裕
吉岡　一美
大木　雄太
関口　紗也香
尾崎　真澄
長谷川　貴則
小杉　遼
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科
星野　紗菜
田端　伸行
横田　奈津美
北澤　利佳
吉岡　美由紀
平山　久美子
李　　ダウン
鈴木　俊彦
遠藤　真紀
成田　雪乃
小松　雪子
庄司　琴美
呂　　佳芸
海老塚　祐也
木村　諒司
須永　美紗
竹下　昇平
会津大学短期大学部
油井　葵
高橋　絵梨

常葉学園菊川高等学校
秋山　茜
金原　知美
山田　梨加
近藤　さや子
髙野　莉々子

佐藤　真優
山形県立山形工業高等学校
二戸　有希
黒坂　結衣
大阪市立工芸高等学校
村橋　翠

辻口　実里
西河　穂奈美
高山　佳奈

松井　千明
谷山　樹
国本　麻樹
北村　日乃
岡本　葵
太田　梨子

鈴木　くるみ
岡田　睦
鈴木　琴恵
岩手県立岩谷堂高等学校
森岡　稚菜
佐藤　　美希

鈴木　千香子
長澤　沙知
田部　聡美
鈴木　愛美
高橋　里美
宮城県立仙台高等技術専門校
渡辺　椋
馬場　美咲
蜂屋　奈津紀
千葉　琴音
千葉　賢治
田所　友樹
高橋　和仁
曽部　夏海
清野　也実
宍戸　里紗
佐藤　和樹
佐々木　明日香
後藤　亜由美
草川　奈津樹
岡部　弥生
安倍　克弥
福島学院大学短期大学部
柴山　拓朗
矢吹　大樹
宍戸　祐樹
白取　芽里沙
白川　由佳
佐藤　政樹
川名　秀明
河原　愛美
小林　慧吾
寺島　直志
阿部　静香

橘内　聖弥
鈴木　愛美
東北電子専門学校
松尾　愛菜
望月　清香
砂渡　ひかる
三浦　彩夏
中平　裕美
鈴木　咲恵
九萬原　和子
早坂　絵美
舩木　まい
斎藤　敬志
小松　大樹
寺内　直也
土屋　真人
武者　結花
髙橋　竜輔
成瀬　翔太（2点）
田代　拓真
片平　徳孝
三浦　和昌（3点）
津谷　小百合
加賀　泰之（2点）
半田　知美
千田　真奈美
佐川　徹
渡邉　茜
髙橋　茉美
松尾　玲菜
遠藤　香央里
熊谷　啓子
三浦　史也
髙野　諒

岩手大学教育学部芸術文化課程
鈴木　駿一
仙台コミュニケーションアート専門学校
穀田　愛
千葉　美友
宍戸　大志
宮沢　公輔
大波　哲也
佐藤　可帆（2点）
三浦　沙也加（2点）
穀田　愛
寺島　美貴
専門学校仙台カレッジオブデザイン
白戸　加菜子
山口　詠理香
後藤　遥
川田　智之
須郷　澪
専門学校創表現研究所est
賢持　彩香

平野　裕香
宍野　史奈
石橋　秀美
松澤　克矢
大塚　孝介
細川　晃右
佐藤　和成
岩村　久恵
上野　智広
宮城障害者職業能力開発校
阿部　勇佑
大島　經可
瓜田　透
鈴木　崇
大橋　誠道
松浦　修晶
山家　司（2点）
荻原　茂
佐藤　敏子
東北工業大学
井出　誉人
西村　由貴
松崎　絵里
藤森　弘江
小原　賢太
岩洞　郁美
髙橋　龍平
佐久間　愛
金澤　亮史
専門学校デジタルアーツ仙台
村上　安奈
星　　久美子
劉　　筱靖
小松　未和

星川　未沙都
伊藤　理沙
朝倉　次朗
ステンホルム　アンデシュ
伊藤　広志
我妻　美菜
遠藤　麻衣
男澤　翼
成田　汐織
石井　翔
小野寺　良
加藤　亜希
大宮　麻梨子
安部　ゆかり
東北生活文化大学
黒田　阿未
角田　沙織
二瓶　知美
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校
伊藤　かほる
高野　暢
菅原　里菜
成田　瑞穂
大江　正美
佐藤　陽（2点）
小林　友里香
武田　睦美
菊地　麻亜
大川　ゆりか
鈴木　智美
吉田　千夏
国際アート＆デザイン専門学校
双石　穂香
渡部　敬道

樋口　紗子
横山　伸也
佐藤　洋
小川　晃正
齊藤コロタイプ印刷㈱
齋藤　麻里子
加藤　央之
㈱創童舎
長澤　香苗
加藤　琢也（2点）
長部　辰徳（2点）
秋田印刷製本㈱
佐藤　鉄兵
関口　純子
㈱ユーメディア
北條　裕美
菅原　睦子
新井田　ひとみ
中田　央之
永沢　祐介
斎藤　千恵
下山　浩（2点）
渡部　亜利沙
斎藤　千恵

今野印刷㈱
伊丹　勝彦
布田　貴志
高田　悠介
梅内　真紀子
鈴木　隆
㈱イメージパーク
菅原　明子
金田　祐二
織野　貴（3点）
須田　広美
今野　郁子
種倉　洋介
小竹　俊佑
田宮印刷㈱
蒔田　容実
芝根　今日子
長瀬印刷㈱
関口　徹
吉田　和弘
三陸印刷㈱
菅原　光枝
金野　敏明（2点）
菅原　光枝

山形印刷㈱
會田　寿光
土田　佐智子
ブレーンハウス川内㈱
佐々木　洋
櫻田　朋子
阿部　あづさ
Creative Group AKINAI
鈴木　文土（3点）
五十嵐　冬樹（3点）
阿部　拓也
高橋　洋一
畠山デザイン事務所
根　　朋子
㈱進和クリエイティブセンター
中山　千尋
渡辺　征一
宍戸　友美
㈱ニシカワ
寺島　みゆき
川口印刷工業㈱
菅原　かなえ
大石　亮子
関田　淑恵
菅原　かなえ

帷子　修
浅沼　詩織
大須田　恭誠
石川　修子
主濱　景子
黒丸　健一
㈱岩手デザインセンター
我妻　由幸（2点）
㈲アーバングラフィック
伊藤　周治郎（2点）
㈱メディアリンク
チームdico
高橋印刷㈱
榊　　浩幸
阿部　光利
トッパンマルチクリエイト㈱
且又　恵理子
根　　真弓
鈴木　裕太
髙橋　洋一（3点）
佐藤　優太
村上　誉之
大程　千絵
小林　広典
及川　美穂

石井　　順
ハリウコミュニケーションズ㈱
髙橋　幸恵
阿部　政人
石塚　創
志子田　紀美江
真壁　弘志
武田　伸也
㈲アフターグロウ
堀田　将信
三慶印刷㈱
佐賀　隆薫（2点）
個人
千田　瑞恵
國分　百子
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（入選以上は、展示）
 敬称略

一般部門

学生部門

学生部門

入選者 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。

村上　ゆかり

株式会社アーク・イメージギャラリー

代表取締役

〒984-0015  仙台市若林区卸町1-5-7
TEL：022-283-5031
FAX：022-283-4897

三上　伸

青森オフセット印刷株式会社

代表取締役

〒030-0802 青森市本町二丁目11番16号
TEL：017-775-1431
FAX：017-775-1435

青森県印刷工業組合

理事長　三上　伸
〒030-0801 青森市新町二丁目8-26
TEL：017-735-4867
FAX：017-735-4771

秋田印刷製本株式会社

代表取締役　大門　一平
〒010-1415　秋田市御所野湯本二丁目1番9号
TEL：018-839-7554
FAX：018-839-9433

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：018-823-0143
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
FAX：022-225-2488

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･ステレンス加工

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　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　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

有限会社キャメルクラッチ

代表取締役　池田　栄進
〒983-0857　仙台市宮城野区東十番丁11 HIKOハイツ1F
TEL：022-292-0322　　
FAX：022-292-0324

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

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

協同組合仙台卸商センター

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

デジタルプリントサービス㈲
松山　さとみ
本田陽一デザイン事務所
本田　陽一
石井電算印刷㈱
三村　麻美子
㈱佐々木印刷所
後藤　司
笹氣出版印刷㈱
成田　素也
遠藤　利恵
齋藤　麻実
由利　歩
伊藤　秀平
和賀　優貴子
菅野　保広
和賀　徹
凸版印刷㈱東日本事業部
松山　一彦
八木　正雄（2点）
阿部　拓也（2点）
㈱ユニグラフィック
中村　あずさ
㈱ソノベ
上遠野　寛

太田情報商科専門学校
中村　祐美
池田　衣里
角田　拓渉
千金楽　元紀
神村　夏美
小川　雅裕
吉岡　一美
大木　雄太
関口　紗也香
尾崎　真澄
長谷川　貴則
小杉　遼
日本工学院専門学校グラフィックデザイン科
星野　紗菜
田端　伸行
横田　奈津美
北澤　利佳
吉岡　美由紀
平山　久美子
李　　ダウン
鈴木　俊彦
遠藤　真紀
成田　雪乃
小松　雪子
庄司　琴美
呂　　佳芸
海老塚　祐也
木村　諒司
須永　美紗
竹下　昇平
会津大学短期大学部
油井　葵
高橋　絵梨

常葉学園菊川高等学校
秋山　茜
金原　知美
山田　梨加
近藤　さや子
髙野　莉々子

佐藤　真優
山形県立山形工業高等学校
二戸　有希
黒坂　結衣
大阪市立工芸高等学校
村橋　翠

辻口　実里
西河　穂奈美
高山　佳奈

松井　千明
谷山　樹
国本　麻樹
北村　日乃
岡本　葵
太田　梨子

鈴木　くるみ
岡田　睦
鈴木　琴恵
岩手県立岩谷堂高等学校
森岡　稚菜
佐藤　　美希

鈴木　千香子
長澤　沙知
田部　聡美
鈴木　愛美
高橋　里美
宮城県立仙台高等技術専門校
渡辺　椋
馬場　美咲
蜂屋　奈津紀
千葉　琴音
千葉　賢治
田所　友樹
高橋　和仁
曽部　夏海
清野　也実
宍戸　里紗
佐藤　和樹
佐々木　明日香
後藤　亜由美
草川　奈津樹
岡部　弥生
安倍　克弥
福島学院大学短期大学部
柴山　拓朗
矢吹　大樹
宍戸　祐樹
白取　芽里沙
白川　由佳
佐藤　政樹
川名　秀明
河原　愛美
小林　慧吾
寺島　直志
阿部　静香

橘内　聖弥
鈴木　愛美
東北電子専門学校
松尾　愛菜
望月　清香
砂渡　ひかる
三浦　彩夏
中平　裕美
鈴木　咲恵
九萬原　和子
早坂　絵美
舩木　まい
斎藤　敬志
小松　大樹
寺内　直也
土屋　真人
武者　結花
髙橋　竜輔
成瀬　翔太（2点）
田代　拓真
片平　徳孝
三浦　和昌（3点）
津谷　小百合
加賀　泰之（2点）
半田　知美
千田　真奈美
佐川　徹
渡邉　茜
髙橋　茉美
松尾　玲菜
遠藤　香央里
熊谷　啓子
三浦　史也
髙野　諒

岩手大学教育学部芸術文化課程
鈴木　駿一
仙台コミュニケーションアート専門学校
穀田　愛
千葉　美友
宍戸　大志
宮沢　公輔
大波　哲也
佐藤　可帆（2点）
三浦　沙也加（2点）
穀田　愛
寺島　美貴
専門学校仙台カレッジオブデザイン
白戸　加菜子
山口　詠理香
後藤　遥
川田　智之
須郷　澪
専門学校創表現研究所est
賢持　彩香

平野　裕香
宍野　史奈
石橋　秀美
松澤　克矢
大塚　孝介
細川　晃右
佐藤　和成
岩村　久恵
上野　智広
宮城障害者職業能力開発校
阿部　勇佑
大島　經可
瓜田　透
鈴木　崇
大橋　誠道
松浦　修晶
山家　司（2点）
荻原　茂
佐藤　敏子
東北工業大学
井出　誉人
西村　由貴
松崎　絵里
藤森　弘江
小原　賢太
岩洞　郁美
髙橋　龍平
佐久間　愛
金澤　亮史
専門学校デジタルアーツ仙台
村上　安奈
星　　久美子
劉　　筱靖
小松　未和

星川　未沙都
伊藤　理沙
朝倉　次朗
ステンホルム　アンデシュ
伊藤　広志
我妻　美菜
遠藤　麻衣
男澤　翼
成田　汐織
石井　翔
小野寺　良
加藤　亜希
大宮　麻梨子
安部　ゆかり
東北生活文化大学
黒田　阿未
角田　沙織
二瓶　知美
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校
伊藤　かほる
高野　暢
菅原　里菜
成田　瑞穂
大江　正美
佐藤　陽（2点）
小林　友里香
武田　睦美
菊地　麻亜
大川　ゆりか
鈴木　智美
吉田　千夏
国際アート＆デザイン専門学校
双石　穂香
渡部　敬道

樋口　紗子
横山　伸也
佐藤　洋
小川　晃正
齊藤コロタイプ印刷㈱
齋藤　麻里子
加藤　央之
㈱創童舎
長澤　香苗
加藤　琢也（2点）
長部　辰徳（2点）
秋田印刷製本㈱
佐藤　鉄兵
関口　純子
㈱ユーメディア
北條　裕美
菅原　睦子
新井田　ひとみ
中田　央之
永沢　祐介
斎藤　千恵
下山　浩（2点）
渡部　亜利沙
斎藤　千恵

今野印刷㈱
伊丹　勝彦
布田　貴志
高田　悠介
梅内　真紀子
鈴木　隆
㈱イメージパーク
菅原　明子
金田　祐二
織野　貴（3点）
須田　広美
今野　郁子
種倉　洋介
小竹　俊佑
田宮印刷㈱
蒔田　容実
芝根　今日子
長瀬印刷㈱
関口　徹
吉田　和弘
三陸印刷㈱
菅原　光枝
金野　敏明（2点）
菅原　光枝

山形印刷㈱
會田　寿光
土田　佐智子
ブレーンハウス川内㈱
佐々木　洋
櫻田　朋子
阿部　あづさ
Creative Group AKINAI
鈴木　文土（3点）
五十嵐　冬樹（3点）
阿部　拓也
高橋　洋一
畠山デザイン事務所
根　　朋子
㈱進和クリエイティブセンター
中山　千尋
渡辺　征一
宍戸　友美
㈱ニシカワ
寺島　みゆき
川口印刷工業㈱
菅原　かなえ
大石　亮子
関田　淑恵
菅原　かなえ

帷子　修
浅沼　詩織
大須田　恭誠
石川　修子
主濱　景子
黒丸　健一
㈱岩手デザインセンター
我妻　由幸（2点）
㈲アーバングラフィック
伊藤　周治郎（2点）
㈱メディアリンク
チームdico
高橋印刷㈱
榊　　浩幸
阿部　光利
トッパンマルチクリエイト㈱
且又　恵理子
根　　真弓
鈴木　裕太
髙橋　洋一（3点）
佐藤　優太
村上　誉之
大程　千絵
小林　広典
及川　美穂

石井　　順
ハリウコミュニケーションズ㈱
髙橋　幸恵
阿部　政人
石塚　創
志子田　紀美江
真壁　弘志
武田　伸也
㈲アフターグロウ
堀田　将信
三慶印刷㈱
佐賀　隆薫（2点）
個人
千田　瑞恵
國分　百子
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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

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

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

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

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

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

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
FAX：022-296-3230

東北東華色素株式会社

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

株式会社日本印刷新聞社

代表取締役　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

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

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：022-372-7113

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

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）

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

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

株式会社日本エンタープライズ 仙台調理センター

所長　山本　一弘
〒983-0841 仙台市宮城野区原町4-11-1
TEL：022-257-2981
FAX：022-257-3991

田宮印刷株式会社

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

東洋インキ東北株式会社

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

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　FAX：022-262-1650
URL http://hata-d.jp

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グラフィックス株式会社 東北支店

支店長　橋本　龍三
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町1-45
TEL：022-288-6022
FAX：022-287-2258

凸版印刷株式会社

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

東洋ワーク株式会社 OS事業部 仙台営業所

Toyo Work
〒980-0803　仙台市青葉区国分町1-7-18 白蜂広瀬通ビル4F
TEL：022-224-2578 
FAX：022-225-3965

東京中小企業経友会事業協同組合

代表理事　宗村　秀夫
〒104-0031　東京都中央区京橋3-12-7 京橋ヨコタビル5F
TEL：03-3562-7455
FAX：03-3561-1233

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

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

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

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

有限会社せんだい総合保険

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

江陽グランドホテル
取締役社長　後藤　　道
〒980-0014　仙台市青葉区本町2丁目3-1
TEL：022-267-5111（代）
FAX：022-265-2252（代）
婚礼宴会受付 TEL：022-265-8888  FAX：022-265-8889
E-mail info@koyogh.jp
http://www.koyogh.jp/

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

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

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

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

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

郷家印刷株式会社

代表取締役　郷家 昌幸
〒980-0023　仙台市青葉区北目町2-37
TEL：022-266-3443
FAX：022-266-1798

篠原商事株式会社

所長　山平　広行
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町7-2-10
TEL：022-254-8350
FAX：022-254-8351

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

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

株式会社商工組合中央金庫仙台支店

支店長　梅田　晃士郎
〒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

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

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：022-280-0138

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

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
FAX：022-261-6255

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

精英堂印刷株式会社

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

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
FAX：022-266-4246

個人向け新型定期預金
マイハーベスト

あいおい損害保険（株）代理店

ＴＯＹＵ

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
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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

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

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

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

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

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

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
FAX：022-296-3230

東北東華色素株式会社

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

株式会社日本印刷新聞社

代表取締役　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

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

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：022-372-7113

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

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）

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

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

株式会社日本エンタープライズ 仙台調理センター

所長　山本　一弘
〒983-0841 仙台市宮城野区原町4-11-1
TEL：022-257-2981
FAX：022-257-3991

田宮印刷株式会社

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

東洋インキ東北株式会社

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

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　FAX：022-262-1650
URL http://hata-d.jp

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グラフィックス株式会社 東北支店

支店長　橋本　龍三
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町1-45
TEL：022-288-6022
FAX：022-287-2258

凸版印刷株式会社

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

東洋ワーク株式会社 OS事業部 仙台営業所

Toyo Work
〒980-0803　仙台市青葉区国分町1-7-18 白蜂広瀬通ビル4F
TEL：022-224-2578 
FAX：022-225-3965

東京中小企業経友会事業協同組合

代表理事　宗村　秀夫
〒104-0031　東京都中央区京橋3-12-7 京橋ヨコタビル5F
TEL：03-3562-7455
FAX：03-3561-1233

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

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

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

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

有限会社せんだい総合保険

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

江陽グランドホテル
取締役社長　後藤　　道
〒980-0014　仙台市青葉区本町2丁目3-1
TEL：022-267-5111（代）
FAX：022-265-2252（代）
婚礼宴会受付 TEL：022-265-8888  FAX：022-265-8889
E-mail info@koyogh.jp
http://www.koyogh.jp/

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

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

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

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

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

郷家印刷株式会社

代表取締役　郷家 昌幸
〒980-0023　仙台市青葉区北目町2-37
TEL：022-266-3443
FAX：022-266-1798

篠原商事株式会社

所長　山平　広行
〒983-0034　仙台市宮城野区扇町7-2-10
TEL：022-254-8350
FAX：022-254-8351

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

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

株式会社商工組合中央金庫仙台支店

支店長　梅田　晃士郎
〒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

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

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：022-280-0138

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

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
FAX：022-261-6255

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

精英堂印刷株式会社

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

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
FAX：022-266-4246

個人向け新型定期預金
マイハーベスト

あいおい損害保険（株）代理店

ＴＯＹＵ

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
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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

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
〒983-0862　仙台市宮城野区二十人町99富士フィルム仙台ビル
TEL：022-292-6511
FAX：022-292-6520

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

執行役仙台支店長　髙玉　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　森澤　彰彦
〒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　髙明
〒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

代表取締役　今野　敦之
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町6-5
TEL：022-288-6015
FAX：022-288-6066

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
FAX：022-237-6207

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

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

フォトグラファー　櫻井　英樹
〒985-0025  塩釜市佐浦町14-17
TEL・FAX：022-367-4122
mobil：090-3469-2655
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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

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
〒983-0862　仙台市宮城野区二十人町99富士フィルム仙台ビル
TEL：022-292-6511
FAX：022-292-6520

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

執行役仙台支店長　髙玉　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　森澤　彰彦
〒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　髙明
〒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

代表取締役　今野　敦之
〒984-0011　仙台市若林区六丁の目西町6-5
TEL：022-288-6015
FAX：022-288-6066

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
FAX：022-237-6207

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

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

フォトグラファー　櫻井　英樹
〒985-0025  塩釜市佐浦町14-17
TEL・FAX：022-367-4122
mobil：090-3469-2655
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第10回  デザイングランプリ
TOHOKU 2009 せんだいメディアテーク5Fギャラリー

時間
会場

展
示
会
期

18：0010：00 （ 20日は17：00まで）

2009 12 12fri sun18 20

作品集

第10回デザイングランプリTOHOKU2009

展示会期 同時開催イベント

竹尾 第5回 TAKEO PACKAGE展
セルフマネーデザイン
「ファインペーパーがちょっとわかる」展4
ユポ・コーポレーション展

東洋インキ東北展

募集要項

一般部門／
学生部門／
高校部門／
　　　　    画用紙・ケント紙・パネル貼等は自由とする。

B1サイズ［1030×728      ］・縦判・アルミフレーム付パネル
B2サイズ［728×515    ］・縦判・アルミフレーム付パネル
B3サイズ［515×364    ］・縦判

/mm

/mm

/mm

間テーマ : 「間＝ま」時間の間、会話の間、空間の間、人間同士の間
家族の間、社会の間。あなたにとっての「間」とは・・・。

DESIGN●SATOSHI HATAKEYAMA Design Office
PRINTING●HARIU Communications

高校部門
最 優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞

期 待 賞

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）

東北地区印刷協議会会長賞（若干名）

（1名）

（2名以内）

（若干名）

（若干名）

一般部門・学生部門
最 優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞

期 待 賞

中 村 誠 賞
宮城県知事賞
仙台市長賞
竹 尾 賞
M C C A 賞

入 選

      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）

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（5千円相当）

会場展示（会場展示は、入選以上の作品とする）

東北地区印刷協議会会長賞

（各部門より1名）

（各部門より2名以内）

（各部門より若干名）

（学生部門より若干名）

（各部門の最優秀賞より1名）

（学生部門の優秀賞以上より1名）

（各部門の優秀賞より1名）

（各部門の奨励賞より1名）

（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）

（各部門より若干名）

特別賞

サイズ・仕様
作品 : 未発表の作品で、印刷可能な作品に限る。 　

本年度応募総数
一般部門122点　学生部門182点　高校部門23点

入賞作品数
一般部門17点　学生部門44点　高校部門16点

賞

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、社団法人日本グラフィックデザイナ－協会[JAGDA]宮城地区、
（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）
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、

主催
　
主管
協賛

後援

JAGDA「ハローサンロクゴ」

JAGDA東北展

、
、 、 、

、

東洋インキ製造（株）・東洋インキ東北（株）より副賞として「COLOR FINDER」
（色見本帳）を、一般・学生・高校各部門の入賞者全員に贈呈。




