
日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

日本パッケージデザイン大賞 2015  入選・入賞作品

輸送用ケース部門の 金賞、銀賞、海外向け商品部門の銀賞、銅賞は該当作なしとなり、

日本パッケージデザイン大賞2015は、応募総数1430点を数えました。

協会会員から選挙で選ばれた39名の審査員による第一次審査において、414点の入選作品が選ばれ、

第二次審査においては協会会員審査員に加えて4名の外部特別審査員を迎え、

合計36点の入賞を決定いたしました。

大賞1点、金賞11点、銀賞12点、銅賞11点、審査員特別賞１点が決定、

家庭用品、一般雑貨、医薬品部門は、銀賞を2点とし銅賞は該当作なしとなりました。

2014年12月9日、「ホテル東京ガーデンパレス」において贈賞式が行われ、各賞が贈られました。

入賞・入選作品は、2015年5月刊行の 『年鑑日本のパッケージデザイン2015』 に収録されます。

入賞作品画像は、下記JPDAサイトでもご覧になれます。

http://www.jpda.or.jp/jpda-award/2015/awards/

公益社団法人日本パッケージデザイン協会

コンペティション委員会

応募カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

トイレタリー用品 大賞 ポーラ　オー　ド　フルール ポーラ ポーラ

cd. 松井孝

ad. 伊藤兼太朗

d. 磯部真吾

d. 中村理瑛子

d. 白井信之



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

食品 金賞 ラ・カンティーヌ GKグラフィックス マルハニチロ

食品 銀賞 The Bageland 白本由佳 ベーグランド

食品 銅賞 ローソン おにぎり屋 郷土(ふるさと)のうまい！シリーズ 博報堂 ローソン

食品 入選 est-etto　MAGICAL JAMMY レインボー食品 アヲハタ

食品 入選 est-etto　瀬戸内フルーツジュレ レインボー食品 アヲハタ

食品 入選 Cultured Lowfat Buttermilk タカナシ乳業 タカナシ乳業

食品 入選 SUSHIKAMA CUBE STRIDE 河内屋

食品 入選 奥能登揚げ浜塩田 しお Shake Design Ante

食品 入選 煙にまかれて LINER NOTES 広島西部水産

食品 入選 あんまぁーのアンダーミシュ（油味噌） sekilala 大泊食品

食品 入選 しろくまのお米 フレーム 白熊

食品 入選 九州キッチン　九州野菜DRESSING エイトブランディングデザイン フンドーダイ五葉

食品 入選 知床いくら デザイン事務所カギカッコ くまだ

食品 入選 CAMIFLAG デザイン事務所カギカッコ 興農社

食品 入選 キユーピードレッシング 山下デザインスタジオ キユーピー

食品 入選 キユーピー　味わいすっきりドレッシング 山下デザインスタジオ キユーピー

食品 入選 キユーピー　和菜どれ 山下デザインスタジオ キユーピー

食品 入選 キユーピー　あえるパスタソース 山下デザインスタジオ キユーピー食品 入選 キユーピー　あえるパスタソース 山下デザインスタジオ キユーピー

食品 入選 みかんはちみつ MARU かどや

食品 入選 サラパスタ 日本デザインセンター 江崎グリコ

食品 入選 ぶっかけ海苔めし モトモト 守屋

食品 入選 FＬAVOR GREEN TEA モトモト マルハチ

食品 入選 なっぱすごろく モトモト
中房総国際芸術祭いちはらアート
×ミックス実行委員会

食品 入選 武居商店-maru- STUDIO SURUME 武居園

食品 入選 たつみ茶園　屋根茶 F;N products/AD.D たつみ茶園

食品 入選 ザ・ウィスターソース デザインサポート 有馬温泉旅館協同組合 

食品 入選 ドトール プレミアムビーンズセレクション ライトパブリシティ ドトールコーヒー

食品 入選 ケンタッキーフライドチキン ノーチラス号 日本KFCホールディングス

食品 入選 白楊舎のかんたんごはんにまぜるだけプレミアム アウラ 白楊舎

食品 入選 フローズンスナックシリーズ アイプラスデザイン 日本製粉

食品 入選 金(gold)豚まん、金(gold)あんまん 鹿目デザイン事務所 井村屋

食品 入選 利久胡麻 パブリックデザインワークス 真誠

食品 入選 キユーピー　スタイリングソース 東洋製罐グループホールディングス キユーピー

食品 入選 Spaghettini・Spaghetti デザインメイト 丸紅

食品 入選 おつまみシリーズ デザインメイト



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

食品 入選 辻利　抹茶ラテ・煎茶ティーバッグ マックスラジアン 片岡物産

食品 入選 EDGE 共同印刷 エースコック

食品 入選 のらたまご　マヨネーズ GOOD MORNING アグリツーリズモ Nora

食品 入選 天ちゃん甘えび一本凍結 GOOD MORNING 天越丸　三国湊舩木水産

食品 入選 庭のハーブティー トロープ 白保日曜市

食品 入選 Mascot スパイス袋 イフカンパニー ヤスマ

食品 入選 あかふじ米 blossam 神明精米

食品 入選 食品パッケージデザイン POOL 大創産業

食品 入選 MERRY FLOUR  棚田小麦粉／英田上山シリーズ 水谷事務所 NPO法人英田上山棚田団

食品 入選 晴々「黄金焼き ままかり」 HIDETO SATO DESIGN サンキ商会

食品 入選 ブラウンマッシュルーム"チェルキオ" オフィス・エム によどマッシュルーム生産組合

食品 入選 ORGANIC DRIED VEGETABLES and. 大地と自然の恵み

食品 入選 ふかひれスープ&昇龍のひげうどん NDCグラフィックス 日本農産工業

食品 入選 「Toss Sala」商品パッケージ 電通 味の素

食品 入選 ダイブン 大漁 伊吹いりこ群 黒栁 潤 ダイブン

食品 入選 Porto limone ROCKETS インスマート

食品 入選 佃煮 三木健デザイン事務所 京都吉兆

食品 入選 ローソン お弁当 郷土(ふるさと)のうまい！シリーズ 博報堂 ローソン食品 入選 ローソン お弁当 郷土(ふるさと)のうまい！シリーズ 博報堂 ローソン

食品 入選 ローソン おにぎり屋　新潟コシヒカリシリーズ 博報堂 ローソン

食品 入選 チョップカツ 電通 小島商店

食品 入選 おひさまキッチン アイルクリエイティブ エスビー食品

食品 入選 SOLEILA コンプリートギフトボックス アイルクリエイティブ エスビー食品

食品 入選 MARUNOUCHI BLEND HYPHEN アートコーヒー

食品 入選 温泉茶 セキウラデザイン 温泉茶

食品 入選 マイ・グラノーラスタイル あんてなスタジオ カルビー

食品 入選 金のごまだれ　ごま豆乳たれ 鹿目デザイン事務所 Mizkan

食品 入選 すごだし ニュートラルデザイン タイム

食品 入選 あゆみきのこ カナリア 歩産業

食品 入選 予約でいっぱいの店のパスタソースシリーズ 永島学デザイン室 エスビー食品

食品 入選 こめかん デザインデザイン 魚栄商店

食品 入選 徳島ぴクルス 立花デザイン事務所 エイブルフーズ

食品 入選 岡本農園 スイートコーンスープ＆パンプキンピューレ 寺島デザイン制作室 岡本農園

食品 入選 ローカル＆サステナブル　北海道スープ 寺島デザイン制作室 グランビスタホテル＆リゾート

食品 入選 Okayama Delicious 御来屋デザイン事務所 協同組合ニュートラルプラン

食品 入選 近江の匠　肉味噌シリーズ 神谷利男デザイン 滋賀県日本調理技能士会

食品 入選 天野実業株式会社　ポタベジ 神谷利男デザイン 天野実業



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

食品 入選 天空ノ山茶 アイ工房 山城茶業組合

食品 入選 丈三 レンゴーデザイン・マーケティングセンター（大阪）イチビキ

食品 入選 やまや　博多の幸シリーズ サン・アド やまやコミュニケーションズ

食品 入選 やまや辛子高菜　辛子高菜明太子入り サン・アド やまやコミュニケーションズ

食品 入選 やまや　できたてめんたい サン・アド やまやの食卓

食品 入選 金のさんま サン・アド 斉吉商店

食品 入選 トーホウリゾート 炭火焼きほうじ茶 寺島デザイン制作室 トーホウリゾート

食品 入選 SoulSoils and. and.



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

アルコール飲料 金賞 越後鶴亀 季節の酒 黒栁 潤 越後鶴亀

アルコール飲料 銀賞 綾菊酒造 ホンタカチュウ 黒栁 潤 綾菊酒造

アルコール飲料 銅賞 稲花の地銘酒 黒栁 潤 稲花酒造

アルコール飲料 入選 サッポロ ホワイトベルグ 桐山デザインスタジオ サッポロビール

アルコール飲料 入選 KIRIN  Hard Cidre　（キリン ハードシードル） キリンビール キリンビール

アルコール飲料 入選 梅酒 すいせい 加茂錦酒造

アルコール飲料 入選 越路乃紅梅　大吟醸 岩橋印刷 頚城酒造

アルコール飲料 入選 七本鎗 cosmos 冨田酒造

アルコール飲料 入選 GRAND KIRIN 博報堂 キリンビール

アルコール飲料 入選 水曜日のネコ ヤッホーブルーイング ヤッホーブルーイング

アルコール飲料 入選 澄みわたる梅酒　５００ｍｌ サントリー サントリー

アルコール飲料 入選 クムカットリキュール　ド　フランス　キミア サントリー サントリー

アルコール飲料 入選 サントリーウイスキー響２１年意匠ボトル〈富士風雲図〉 サントリー サントリー

アルコール飲料 入選 金しろ・銀しろ Sadatomo Kawamura Design 高橋酒造

アルコール飲料 入選 キリンチューハイ ビターズ ランドー キリンビール

アルコール飲料 入選 タモリカップビール 米久 米久

アルコール飲料 入選 まるごと国産 ヘルベチカ サッポロビール

アルコール飲料 入選 MERRY RICE WINE  棚田酒／英田上山シリーズ 水谷事務所 NPO法人英田上山棚田団アルコール飲料 入選 MERRY RICE WINE  棚田酒／英田上山シリーズ 水谷事務所 NPO法人英田上山棚田団

アルコール飲料 入選 サンライズ スパークリング　クリスマスパッケージ エージー メルシャン

アルコール飲料 入選 宮寒梅 原宿サン・アド 寒梅酒造

アルコール飲料 入選 鶯咲 原宿サン・アド 寒梅酒造

アルコール飲料 入選 アペロ・ア・パリ　赤／白 ロフト サントリー

アルコール飲料 入選 日本酒　つや姫「なんどでも」 東北芸術工科大学 東の麓酒造

アルコール飲料 入選 JINRO MIXED ブラビス・インターナショナル 眞露 

アルコール飲料 入選 白鶴 ミード プロモーションズライト 白鶴酒造

アルコール飲料 入選 極上 堤 ツバメヤ 堤酒造

アルコール飲料 入選 KUMA TOMATO ツバメヤ 堤酒造

アルコール飲料 入選 杜氏が淹れた珈琲 ツバメヤ 堤酒造

アルコール飲料 入選 る・る・るシリーズ クリサンティム 北島酒造

アルコール飲料 入選 新酒シリーズ クリサンティム 北島酒造

アルコール飲料 入選 ニッカウヰスキー　カフェグレーン・カフェモルト 日本デザインセンター アサヒビール

アルコール飲料 入選 トーホウリゾート 日本酒 漣＆嶺 寺島デザイン制作室 トーホウリゾート

アルコール飲料 入選 東京ベイコート倶楽部様リゾートトラスト40周年記念ウイスキー サントリー サントリー



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

一般飲料 金賞 宝塚牛乳 アデスティ たからづか牛乳

一般飲料 銀賞 キリンのやわらか天然水 SAGA キリンビバレッジ

一般飲料 銅賞 石積みかんジュース HINEKURE JA広島ゆたか．石積みかん部会

一般飲料 入選 mizu-kara Project福島へ水を！ デザインサポート ロータリークラブ

一般飲料 入選 コーワ パワードコーヒー THE END 興和

一般飲料 入選 八徳屋 玄米乳 sekilala 八徳屋

一般飲料 入選 中川町ハスカップサイダー3本セット デザイン事務所カギカッコ HD企画

一般飲料 入選 南アルプスの天然水シリーズ MR_DESIGN サントリー食品インターナショナル

一般飲料 入選 四季の森 MARU シルク

一般飲料 入選 SAMURIDE ENERGY DRINK 博報堂 ハウスウェルネスフーズ

一般飲料 入選 午後の紅茶 THE RICH プラグ キリンビバレッジ

一般飲料 入選 午後の紅茶 THE RICH Espresso プラグ キリンビバレッジ

一般飲料 入選 奥能登 しおサイダー Shake Design Ante

一般飲料 入選 でるきっず プラグ キッコーマン飲料

一般飲料 入選 ペプシネックス　１６０ＭＬ缶 ２7０MLペット ３５０ＭＬ缶 ５００ＭＬペット１．５Ｌペット サントリー サントリー

一般飲料 入選 サントリー　マイボトルドリンク　ｄｒｏｐ サントリー サントリー

一般飲料 入選
サントリー　ＧＲＥＥＮ　ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ　５００ｍｌペットボトル（手売り用）
サントリー　ＧＲＥＥＮ　ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ　やさしい麦茶　５００ｍｌペットボトル（手売り用）

サントリー サントリー

一般飲料 入選 やさすい！桃みかん アイプラスデザイン サントリー食品インターナショナル

一般飲料 入選 KIRIN FIRE Sadatomo Kawamura Design キリンビバレッジ

一般飲料 入選 ごちそう林檎 デザインメイト 日本たばこ産業

一般飲料 入選 ローソン 北海道放牧酪農家の三ツ星牛乳 博報堂プロダクツ ローソン

一般飲料 入選 三原だより ROCKETS 三原市水道部

一般飲料 入選 アクエリアス　ゼロ イフカンパニー 日本コカ・コーラ

一般飲料 入選 Ice Premium 李吉泰 arabica cupping

一般飲料 入選 乳飲料パッケージデザイン POOL サークルKサンクス

一般飲料 入選 女神の林檎 モリックス カネショウ

一般飲料 入選 オランジーナ　アートラベル　２０１２ サントリー サントリー

一般飲料 入選 リプトン　ランチティースパークリング　５００ｍｌペット サントリー サントリー

一般飲料 入選 すぎもと農園の完熟搾りシリーズギフト 石川源事務所 すぎもと農園

一般飲料 入選 山形サクランボウォーター ダイコン 山形食品

一般飲料 入選 山形置賜　アップル・ハニー・ジンジャー ダイコン 山形食品

一般飲料 入選 尾花沢スイカサイダー ダイコン 山形食品

一般飲料 入選 とろとろ糀のスムージー ミニラクリエイティブ 国分

一般飲料 入選
サントリーコーヒー　ボス　ボスカフェ　ホワイトラテ
サントリーコーヒー　ボス　ボスカフェ　ダークプレッソ

寿精版印刷デザインセンター サントリー

一般飲料 入選 サントリーコーヒー　ボス　ブラジルセレクション 寿精版印刷デザインセンター サントリー



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

一般飲料 入選 三ツ矢サイダー日本の果実　巨峰、柚子、さくらんぼ ベネディクト アサヒ飲料

一般飲料 入選 つぶより野菜 カゴメ カゴメ

一般飲料 入選 キリンレモン 博報堂 キリンビバレッジ

一般飲料 入選 ひやしあめ クリサンティム いえん堂

一般飲料 入選 ポーラ　スパークリングウォーター　バーニングプラス ポーラ ポーラ

一般飲料 入選 畑の朝カフェから フレーム 燕三条 畑の朝カフェ

一般飲料 入選 スパイラルグレープ 日本デザインセンター アサヒ飲料

一般飲料 入選 岡本農園 トマトベリー ジュース 寺島デザイン制作室 岡本農園

一般飲料 入選 虎ノ門ヒルズフォーラムの水 サン・アド 森ビル



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

菓子 金賞 coloco［ころこ］ 圖庵 明治

菓子 銀賞 ガトー・ア・ラ・ブロッシュ blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 銅賞 ヒトツブカンロ　縁起缶 ドラフト カンロ

菓子 審査員特別賞 ケーキギフト 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 明治　京抹茶チョコレートシリーズ 犬塚デザイン事務所 明治

菓子 入選 京抹茶ダッコワーズ、京抹茶ケイク アンゼン・パックス 笹屋伊織

菓子 入選 あずき餅 アンゼン・パックス 笹屋伊織

菓子 入選 森永チョコレート BAKE Cookie ショコラ 森永製菓 森永製菓

菓子 入選 コロロ Grape スウィッチ UHA味覚糖

菓子 入選 和のCHOCOPIE CLAP ロッテ

菓子 入選 Bakauke CLAP 栗山米菓

菓子 入選 給食ぱんラスク コトブキ印刷 大和屋製パン工場

菓子 入選 T五 STRIDE 五郎丸屋

菓子 入選 ダースガナッシュ、ダースナッツ＆フルーツ 森永製菓 森永製菓

菓子 入選 プレミアムミルクキャラメル 森永製菓 森永製菓

菓子 入選 忍者スナック　ふわ丸 博報堂 東ハト

菓子 入選 H CHOCOLAT SUPPLEMENT(アッシュショコラサプリメント) グラフィクスアンドデザイニング タイヨーラボ

菓子 入選 FRENCH TRUFFLE デザインメイト 丸紅菓子 入選 FRENCH TRUFFLE デザインメイト 丸紅

菓子 入選 大人のきのこの山・大人のたけのこの里 デザインメイト 明治

菓子 入選 コパン デザインメイト 明治

菓子 入選 ローソン 健康お菓子シリーズ 博報堂プロダクツ ローソン

菓子 入選 LOTTE COOLMINT DESIGN BOY ロッテ

菓子 入選 すっぱムーチョ　つぶつぶ梅 小池千晶 湖池屋

菓子 入選 ORANGETTE blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 BONBON Chocolat Assort Selection blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 テリーヌ　ドゥ　ショコラ　ヘッコンダ blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 STRASBOURG baumkuchen REY blossam フロムワン

菓子 入選 STRASBOURG baumkuchen LIN blossam フロムワン

菓子 入選 2013 International Chocolate Awards blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 esシリーズ blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 MAGIC PRALINE AUX FRUITS blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 POKY GRAND CHOCOLAT 川路ヨウセイデザインオフィス 江崎グリコ

菓子 入選 マクロビオティッククッキー イフカンパニー ビオクラ食養本社

菓子 入選 J.CHOCOMANIA.1964 blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 es koyama THE BEST blossam パティシエ エス コヤマ

菓子 入選 mamerche プランタ 中央軒煎餅



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

菓子 入選 まめれーぬ メグカンパニー 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌

菓子 入選 焼き芋から作るスイートポテト オフィス・エム 芋屋金次郎

菓子 入選 金次郎ポテト オフィス・エム 芋屋金次郎

菓子 入選 揚げたて芋けんぴ オフィス・エム 芋屋金次郎

菓子 入選 オリーブ芋けんぴギフト オフィス・エム 芋屋金次郎

菓子 入選 もっちり。生大福。 ペンギングラフィックス 川田餅本舗

菓子 入選 こんにちは　北海道の和泉です。 ペンギングラフィックス カルビー

菓子 入選 ちびむすび　香ばししょうゆ味・おかかうめ味・ツナマヨ味 ペンギングラフィックス カルビー

菓子 入選 季節のチーズケーキ 資生堂 資生堂

菓子 入選 2014年バレンタインコレクション 資生堂 資生堂

菓子 入選 夢見る果実 T-Square Design Associates カバヤ食品

菓子 入選 焼きたてチーズタルト K D きのとや

菓子 入選 Misen ROCKETS やまだ屋

菓子 入選 檸檬羹 ROCKETS やまだ屋

菓子 入選 縁結日（バレンタインデー） 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 かえで蜜パイ&ごまカラメルパイ 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 カヌレ風カラメルリンゴ 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 梅酒カクテル 三木健デザイン事務所 ロマンライフ菓子 入選 梅酒カクテル 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 ヒトツブカンロ　ピュレショコラティエ ドラフト カンロ

菓子 入選 coneri　ブランド doppo 春華堂

菓子 入選 明治ザ・チョコレート プロモーションズライト 明治

菓子 入選 明治リッチチョコレート プロモーションズライト 明治

菓子 入選 Meltykiss Premium Kiss 小川裕子デザイン 明治

菓子 入選 galbo chips 小川裕子デザイン 明治

菓子 入選 ヒルバレー ツバメヤ 日本ポップコーン

菓子 入選 おくるみ 立花デザイン事務所 スイーツワークス エクレール

菓子 入選 京の小倉おぜんざい クリサンティム いえん堂

菓子 入選 北海道キッチン maruyama candies 寺島デザイン制作室 AEI INTER WORLD

菓子 入選 YAMAEI　いか天 神谷利男デザイン 山栄食品工業

菓子 入選 スーパーレモンシリーズ アイ工房 ノーベル製菓

菓子 入選 やまや　明太子煎餅　明子の唇 サン・アド やまやコミュニケーションズ

菓子 入選 ホームランバーシリーズ サン・アド 協同乳業

菓子 入選 ルコントプチギフトBOX サン・アド ベイクウェル

菓子 入選 キャラメルコーン　マンガ家コラボ　スペシャルパッケージ 博報堂 東ハト

菓子 入選 黒豆ラム酒グラッセ 寺島デザイン制作室 函館パターテ



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

化粧品、香水 金賞 uka nail oil takeoff 13:00 ALL RIGHT 向原

化粧品、香水 銀賞 ポーラ B.A MEN ポーラ ポーラ

化粧品、香水 銅賞 warew NOSIGNER コスメディアラボラトリーズ

化粧品、香水 入選 ぷろろ白樺化粧品 ヘルメス 生活プロモート

化粧品、香水 入選 petit-lait âge (skin care line) バンデザイン JIMOS

化粧品、香水 入選 KEHAI ヘルベチカ シマムラ

化粧品、香水 入選 オリーヴフォレスト スキンケアシリーズ 左合ひとみデザイン室 小豆島ヘルシーランド

化粧品、香水 入選 資生堂ベネフィーク　（スキンケア） 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 資生堂 ZEN 限定品 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 マジョリカ　マジョルカ　リトルハミングブック 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 クレ・ド・ポー ボーテ　ルージュアレーブル　 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX Total Radiance Base makeup 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 SHISEIDO サンプロテクション コンパクトファンデーションケース(限定品2013) 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 資生堂ベネフィーク (メーキャップ） 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 資生堂 アルティミューン 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 資生堂 ZEN SUN 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 クレ・ド・ポー ボーテ　ローズシネルジック 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 クレ・ド・ポー ボーテ　シナクティフ 資生堂 資生堂化粧品、香水 入選 クレ・ド・ポー ボーテ　シナクティフ 資生堂 資生堂

化粧品、香水 入選 iniks（イニクス）スキンケア カタチ マルホ

化粧品、香水 入選 セルグレース ナリス化粧品 ナリス化粧品

化粧品、香水 入選 IPSA PREMIER LINE コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品、香水 入選 IPSA THE TIME RESET AQUA コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品、香水 入選 ETVOS BEAUTY&NATURE MOTHER エトヴォス

化粧品、香水 入選 ソニア リキエル　イドラ プルミエール アルビオン アルビオン

化粧品、香水 入選 アナ スイ　ディズニーシリーズ アルビオン アルビオン

化粧品、香水 入選 ポール&ジョー　メイクアップシリーズ アルビオン アルビオン

化粧品、香水 入選 ポール&ジョー　ボディシリーズ アルビオン アルビオン

化粧品、香水 入選 レ・メルヴェイユーズラデュレ　ボディシリーズ アルビオン アルビオン

化粧品、香水 入選 コスメデコルテ AQMWホワイトシリーズ コーセー コーセー

化粧品、香水 入選 アディクション　リミテッドコンパクト コーセー コーセー

化粧品、香水 入選 オルビス　ユー　デュアルトータルアイ　デイ/ナイト オルビス オルビス

化粧品、香水 入選 ポーラ アペックス ポーラ ポーラ

化粧品、香水 入選 ポーラ アミュ ポーラ ポーラ



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

トイレタリー用品 金賞 大賞に繰り上げ　（ポーラ　オー　ド　フルール） （ポーラ） （ポーラ）

トイレタリー用品 銀賞 SHISEIDO PROFESSIONAL THE HAIR CARE コミュニケーションデザイン研究所 資生堂

トイレタリー用品 銅賞 Honeycé Moisture Repair ハルデザイン LIB JAPAN 

トイレタリー用品 入選 スノードーム　バブルバス＆ボディウォッシュ Three&co. チャーリー

トイレタリー用品 入選 ギャツビー　ヘアジャム エイブル・デザイン企画 マンダム

トイレタリー用品 入選 アンファー　スカルプD  スカルプシャンプー　オイリー アンファー アンファー

トイレタリー用品 入選 hoyu 3210 ouioui DESIGN JAM,DESIGN CREAM アサツーディ・ケイ ホーユー

トイレタリー用品 入選 おぷろ ボディソープ MARU 水生活製作所

トイレタリー用品 入選 ニベアクリーム　 オフィスキュー ニベア花王

トイレタリー用品 入選 シーミネラル ヘルベチカ クラシエホームプロダクツ販売

トイレタリー用品 入選 BASARA ヘルベチカ クラシエホームプロダクツ販売

トイレタリー用品 入選 スパ施設、ホテル用容器 資生堂 資生堂アメニティグッズ

トイレタリー用品 入選 PHYTO AND ROSE 資生堂 資生堂アメニティグッズ

トイレタリー用品 入選 TSUBAKI 資生堂 資生堂

トイレタリー用品 入選 アンファー　スカルプD  DIGNITY デザインフィーチャー アンファー

トイレタリー用品 入選 NOCOR ORGANICS　 遠藤一成 フューチャーゲート

トイレタリー用品 入選 LVV cool doppo ラ・ヴィラ・ヴィータ

トイレタリー用品 入選 AROMA RESORT (アロマリゾート) バウ広告事務所 クラシエホームプロダクツトイレタリー用品 入選 AROMA RESORT (アロマリゾート) バウ広告事務所 クラシエホームプロダクツ

トイレタリー用品 入選 caradeco color シリーズ 白井デザイン研究所 中野製薬

トイレタリー用品 入選 ソナ ツバメヤ タカラベルモント

トイレタリー用品 入選 Dear Beauté HIMAWARI インターブランドジャパン クラシエホームプロダクツ

トイレタリー用品 入選 リーゼ　アレンジメイクシリーズ 花王 花王

トイレタリー用品 入選 armada電子トリートメント M3.4/200ml・P4.2/200ml・M3.4/1L・P3.3/1L グラフィックパワー アルマダ

トイレタリー用品 入選 ポーラ ひととき ポーラ ポーラ

トイレタリー用品 入選 Chu Lip（チューリップ） ハンドファスト ロート製薬

トイレタリー用品 入選 De/Ou （デ・オウ） ハンドファスト ロート製薬

トイレタリー用品 入選 ルシード　プロフェッショナルシリーズ 大久保 隆デザイン事務所 マンダム

トイレタリー用品 入選 ミント シリーズ XYZ CREATION アリミノ



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

家庭用品、一般雑貨、医薬品 金賞 ROOMBLOOM Matte ミンナ 日本ペイント

家庭用品、一般雑貨、医薬品 銀賞 ホープスキャップ プロモーションズライト 日本メディカルプロダクツ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 銀賞 ファーファ ファインフレグランス　ボーテ／オム ベネディクト NSファーファ・ジャパン

家庭用品、一般雑貨、医薬品 銅賞 該当作なし

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Cutie 寛斎スーパースタジオ 不二ラテックス

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 IHADA エフクリエイション 資生堂

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Silhouette Ruler STUDIO SURUME スタヂオ スルメ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 磨水Ⅳ MARU 水生活製作所

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 TEKUTE 藤栄マーケティング本部 藤栄

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 JT Pianissimo ICENE Spike グランドデザイン 日本たばこ産業

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 リアルフェイク　トロピカルシリーズ アイプラスデザイン マルモ印刷

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 MUFFLER 白露・冬芽・春霞・朧月 ENJIN 日経BP

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 t ENJIN J

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Maholo 白本由佳 マホロ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 石と銀の装身具 白本由佳 石と銀の装身具

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 atelier picoro color/カラー アイシーエル

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 資生堂書体ふろしき 資生堂 資生堂

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 THE GINZA KABUKIZA　あぶらとり紙 資生堂 ザ・ギンザ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 uni-ball Signo RT1 三菱鉛筆 三菱鉛筆

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 クリニカ　アドバンテージ ライオン ライオン

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 MIYAJIMA 三原美奈子デザイン 黄川田勇太

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 和紙テープ「papyrus」パッケージ OPERA コラゾン

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 ATRIUM BLEND ESSENTIAL OIL セーラー広告 アトリウム

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 buchi 廣村デザイン事務所 酒井産業

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 サランラップ ブラビス・インターナショナル 旭化成ホームプロダクツ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 ニュートロR　シュプレモR GKグラフィックス ニュートロ ジャパン

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 royal dog food ニュートラルデザイン ドットモービル

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Choice! Dish Wash カナリア ジャパンゲートウェイ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Choice! カナリア ジャパンゲートウェイ

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 ホープ ベネディクト 日本たばこ産業

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 初めての口腔ケアセット イングアソシエイツ リブドゥコーポレーション

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 ぎへい デザインデザイン 義平刃物

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 MOYO デザインデザイン フォーワテック・ジャパン

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 GAUZE MUFFLER グランドデラックス カラーズヴィル

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Freddy Leck sein WASCHSALON 藤栄マーケティング本部 藤栄

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 Boston Round Dispencer（ボストンラウンドディスペンサー） SUNDAY PEOPLE アンプラグド

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 スマートブタ　ウエットントン 電通 王子ネピア

家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 キュキュット10周年クリスタルポンプボトル 花王 花王家庭用品、一般雑貨、医薬品 入選 キュキュット10周年クリスタルポンプボトル 花王 花王



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

電気機器・関連商品 金賞 Lens-Style Camera DSC-QX100/QX10 ソニー ソニー

電気機器・関連商品 銀賞 SIGN ピース アルペックス

電気機器・関連商品 銅賞 RP-HJX10 パナソニックデザインカンパニー パナソニック

電気機器・関連商品 入選 BiND7 MARU デジタルステージ

電気機器・関連商品 入選 CITIZEN xC & Jurlique ㎡［emuni］ シチズン時計

電気機器・関連商品 入選 Wireless Portable Speaker SRS-BTS50 ソニー ソニー

電気機器・関連商品 入選 conof.シュレッダー color/カラー グルマンディーズ

電気機器・関連商品 入選 RP-HGS10 パナソニックデザインカンパニー パナソニック

電気機器・関連商品 入選 PIAA LED・HID カナリア PIAA

電気機器・関連商品 入選 guruguru ピース アルペックス

電気機器・関連商品 入選 Slyp ピース アルペックス



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

贈答品、詰め合わせ品 金賞 香よ味 ピースグラフィックス 大和屋守口漬總本家

贈答品、詰め合わせ品 銀賞 カカオブラザーズ・エア サンクディレクションズ メリーチョコレートカムパニー

贈答品、詰め合わせ品 銅賞 とらや　夏用おしるこ サン・アド 虎屋

贈答品、詰め合わせ品 入選 カカオブラザーズ・ラボ サンクディレクションズ メリーチョコレートカムパニー

贈答品、詰め合わせ品 入選 北海道米3種セット デザイン事務所カギカッコ 上森米穀店

贈答品、詰め合わせ品 入選 北海道米おむすび用ブレンド デザイン事務所カギカッコ 上森米穀店

贈答品、詰め合わせ品 入選 塩麹と酒粕の北海道二段仕込み デザイン事務所カギカッコ くまだ

贈答品、詰め合わせ品 入選 GRAND KIRIN gift 博報堂 キリンビール

贈答品、詰め合わせ品 入選 東京さしすせそ 相澤事務所 フードリレーション

贈答品、詰め合わせ品 入選 保留帝渡　ポルテイド 長﨑堂 ZEN花抄院

贈答品、詰め合わせ品 入選 Q au lait choco　キュー・オ・レ　チョコ 長﨑堂 黒船

贈答品、詰め合わせ品 入選 黒船ギフトBOX 長﨑堂 黒船

贈答品、詰め合わせ品 入選 zuan design うららおさら 圖庵 圖庵

贈答品、詰め合わせ品 入選 zuan design みちくさ 圖庵 圖庵

贈答品、詰め合わせ品 入選 藤い屋 杓子せんべい 左合ひとみデザイン室 藤い屋

贈答品、詰め合わせ品 入選 藤い屋 淡雪花 左合ひとみデザイン室 藤い屋

贈答品、詰め合わせ品 入選 守口漬 生 ふりかけ ピースグラフィックス 大和屋守口漬總本家

贈答品、詰め合わせ品 入選 いろどり ピースグラフィックス 大和屋守口漬總本家贈答品、詰め合わせ品 入選 いろどり ピースグラフィックス 大和屋守口漬總本家

贈答品、詰め合わせ品 入選 KINOTOYA ゼリー K D きのとや

贈答品、詰め合わせ品 入選 TORAYA TOKYO サン・アド 虎屋

贈答品、詰め合わせ品 入選 農家のミートソース K D 片山農場

贈答品、詰め合わせ品 入選 コート・ダジュール バレンタインギフト 東光 コート・ダジュール

贈答品、詰め合わせ品 入選 コート・ダジュール　飲むゼリーギフトBOX 東光 コート・ダジュール

贈答品、詰め合わせ品 入選 山形のさくらんぼ　出荷箱 ダイコン リンベル

贈答品、詰め合わせ品 入選 山形のもも　出荷箱 ダイコン リンベル

贈答品、詰め合わせ品 入選 リンベル「山形の極み」ジュースギフト ダイコン リンベル

贈答品、詰め合わせ品 入選 R/12（ジュウニブンのアール） ペンギングラフィックス Onomichi U2

贈答品、詰め合わせ品 入選 めんぷますだ・ガーゼの体ふき・顔ふき ピースグラフィックス マルジュー

贈答品、詰め合わせ品 入選 哲多和牛牧場 千屋牛すき焼きセット 御来屋デザイン事務所 哲多和牛牧場

贈答品、詰め合わせ品 入選 完熟しぼり　トマトジュースギフト カゴメ カゴメ



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

輸送用ケース 金賞 該当作なし

輸送用ケース 銀賞 該当作なし

輸送用ケース 銅賞 フェリシモ プラネタリウムボックス レンゴーデザイン・マーケティングセンター（大阪）フェリシモ

輸送用ケース 入選 金八みかん サイコロ MARU かどや

輸送用ケース 入選 MARU MARU MARU

輸送用ケース 入選 coneri　輸送用袋 doppo 春華堂

輸送用ケース 入選 松ハ座リンサイ。 ペンギングラフィックス ペンギングラフィックス



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

VI、BI 金賞 ふつうのとうふ K D 妹尾豆腐店

VI、BI 銀賞 Shopping bag for N. MR_DESIGN サンエー・ビーディー

VI、BI 銅賞 越後亀紺屋藤岡染工場 フレーム 越後亀紺屋藤岡染工場

VI、BI 入選 SIZUYAPAN VATEAU(Dynamite Brothers Syndicate) 志津屋

VI、BI 入選 おさだウィズ店 MARU おさだウィズ店

VI、BI 入選 みかんず MARU シルク

VI、BI 入選 SOUVENIR KYOTO ノーチラス号 スーベニール

VI、BI 入選 熊野筆　パッケージ オートマティックスタジオ 熊野町　

VI、BI 入選 加加阿365 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

VI、BI 入選 マールブランシュ清水坂店 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

VI、BI 入選 ヒトツブカンロ　ギフトラッピングペーパー ドラフト カンロ

VI、BI 入選 マチカフェ　グラニッテ ドラフト ローソン

VI、BI 入選 近鉄百貨店　包装紙・ショッピングバッグ SHINNOSKE DESIGN 近鉄百貨店

VI、BI 入選 八幡浜純粋はちみつ セーラー広告 下井巣礎製造所

VI、BI 入選 ほんのひととき   本と、半径１mの、おくりもの。 博報堂 佐賀県/丸善＆ジュンク堂書店

VI、BI 入選 Family Mart collection paper bag お菓子 小川裕子デザイン ファミリーマート

VI、BI 入選 ショコラトリーRozillaのペーパーバッグ 永島学デザイン室 パティシエ エス コヤマ

VI、BI 入選 歩々堂（ポッポ堂）VIデザイン ペンギングラフィックス サンクリエイトVI、BI 入選 歩々堂（ポッポ堂）VIデザイン ペンギングラフィックス サンクリエイト

VI、BI 入選 IZUGEN  FISH 立花デザイン事務所 泉源

VI、BI 入選 春水堂パッケージ 有限会パイクデザインオフィス オアシスティーラウンジ



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

海外向け商品 金賞 ピエール・エルメ・パリ パッケージデザイン 日本デザインセンター ピエール・エルメ・パリ

海外向け商品 銀賞 該当作なし

海外向け商品 銅賞 該当作なし

海外向け商品 入選 叹叹鲜 プラグ 统一企业中国控股有限公司

海外向け商品 入選 AO　VODKA サントリー サントリー

海外向け商品 入選 Pavan Liqueur サントリー サントリー

海外向け商品 入選 Suntory TEA+　サントリーティープラス  サントリー サントリー

海外向け商品 入選 ＯＶＩ Ｂｅｒｒｙ　ＯＶＩ Ｃｉｔｒｕｓ　ＯＶＩ Ｐｅａｃｈ サントリー サントリー

海外向け商品 入選 JOSIE NATORI フラグランス Sayuri Studio ラックスブランド、ジョージー・ナトリ

海外向け商品 入選 茗茗是茶 ブラビス・インターナショナル 統一企業（中国）

海外向け商品 入選 ジャーディン ドリップコーヒー ブラビス・インターナショナル ジャーディン（韓国）

海外向け商品 入選 万字醤油 日本デザインセンター キッコーマン



日本パッケージデザイン大賞2015 入選・入賞作品リスト （順不同）　　

カテゴリー 入選・入賞 作品名 応募社 クライアント

記念品、販促用パッケージ 金賞 造る箱 竹尾 竹尾／日清紡ペーパープロダクツ

記念品、販促用パッケージ 銀賞 特別見本帳 / biotope box garden DRILL DESIGN 竹尾

記念品、販促用パッケージ 銅賞 EDGE! Tsushima Design エッジ!

記念品、販促用パッケージ 入選 JAM de ART BOX ライトパブリシテイ キユーピー

記念品、販促用パッケージ 入選 資生堂 花椿オードパルファム 資生堂 資生堂

記念品、販促用パッケージ 入選 NTスフール 6D‐K 竹尾

記念品、販促用パッケージ 入選 みわがーる　一升瓶用紙袋 設計峠〈design toge〉 はりま神酒女子

記念品、販促用パッケージ 入選 デザイン展覧会　グッズ GKグラフィックス GKデザイン機構

記念品、販促用パッケージ 入選 gagaku 日本デザインセンター イニシエ・ニッポン

記念品、販促用パッケージ 入選 山森さんのスイカ　贈答箱 レンゴーデザイン・マーケティングセンター（大阪）レンゴー

記念品、販促用パッケージ 入選 SUIMON Tsushima Design 北辰製機所

記念品、販促用パッケージ 入選 オリジナル記念ウイスキー サン・アド サン・アド
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