
日本パッケージデザイン大賞2021 入賞・入選作品 

【大賞】 

サントリー緑茶　伊右衛門６００ｍｌペット ラベルレス

応募カテゴリー：一般飲料部門 
応募社：サントリーコミュニケーションズ株式会社 
cl.サントリー

日本パッケージデザイン大賞2021は、応募総数827点を数えました。 

48名の一次審査員（※1）による第一次審査において、406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11名と前回大賞受賞者1名、
特別審査員4名を迎え、合計40点（※2）の入賞作品を決定いたしました。
＜大賞1点、金賞12点、銀賞11点、銅賞14点、特別審査員賞4点＞ 

※1：協会会員審査員38名＋前回（大賞2019）金賞受賞者10名
※2：銀賞と特別審査員賞、銅賞と特別審査員賞の同時受賞作がそれぞれ1点
あります。

選出された入賞・入選作品は表の通りです。 
※作品表記は順不同。

▪今後の予定
・日本パッケージデザイン大賞2021贈賞式は、2021年初春に行われる
予定です。
・入賞・入選作品は、『年鑑日本のパッケージデザイン 2021』
（2021年刊行予定）に収録されます。
※予定については、予告なく変更されることがあります。

2020年9月9日発表 
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



菓子 
Pocky THE GIFT 
応募社：株式会社電通 
cl.江崎グリコ株式会社

化粧品・香水 
SHISEIDO MOISTURIZER 
応募社：株式会社資生堂 
cl.株式会社資生堂

トイレタリー用品
ma & me Latte
応募社：株式会社インターブランドジャパン
cl.クラシエホームプロダクツ株式会社

食品 
小金井生はちみつ 
応募社：株式会社つと 
cl.株式会社善用

アルコール飲料
人と 木と ひととき
応募社：株式会社ＢＵＬＬＥＴ 
cl.今代司酒造株式会社

一般飲料 
サントリーボスTOUCH-AND-GO COFFEE
応募社：サントリーコミュニケーションズ株式会社 
cl.サントリー

【金賞】 
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家庭用品・一般雑貨・医薬品 
Attack ZERO 
応募社：花王株式会社 
cl.花王株式会社

VI・BI 
カゴメ野菜生活ファームオリジナルグッズ
応募社：カゴメ株式会社 
cl.カゴメ

贈答品・詰め合わせ品 
郡上八幡サイダー2本入 
応募社：株式会社小野デザイン事務所 
cl.郡上八幡産業振興公社

海外向け商品 
月桂冠 
応募社：株式会社6D-K 
cl.月桂冠株式会社

輸送用ケース 
オハベベ
応募社：京都工芸繊維大学 
cl.ハイトカルチャ株式会社

記念品・販促用パッケージ 
猫キャップ 
応募社：サントリーコミュニケーションズ株式会社 
cl.サントリー

【金賞】 
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【銀賞】 
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食品 
寿し勝　すし酢 
応募社：株式会社リレーションデザイン 
cl.株式会社リレーションデザイン

アルコール飲料
UMESHU THE AMBER
応募社：P.K.G.Tokyo Inc.
cl.リカー・イノベーション株式会社

菓子 
ネスレ キットカット ミニ
応募社：株式会社ブラビス・インターナショナル 
cl.ネスレ日本株式会社

化粧品・香水 
athletia 
応募社：SAYURI STUDIO, INC. 
cl.株式会社エキップ

トイレタリー用品
アミノメイソン　モイスト＆スムース
応募社：株式会社パーク 
cl.ステラシード株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 
STIIK 
応募社：P.K.G.Tokyo Inc. 
cl.コーデザインコンセプト



海外向け商品 
ポッキープルミエールクラス 
応募社：有限会社永島学デザイン室 
cl.江崎グリコ株式会社

記念品・販促用パッケージ 
八幡ねじ 創業70周年記念事業 鈴木会長書籍・ねじ干菓子 
応募社：有限会社平野湟太郎デザイン研究所 
cl.株式会社八幡ねじ

贈答品・詰め合わせ品 
香り墨 Asuka 
応募社：ホソカワデザイン 
cl.錦光園

輸送用ケース 
COEDO 化粧箱 
応募社：株式会社エイトブランディングデザイン 
cl.株式会社協同商事コエドブルワリー

VI・BI 
ハンドクリエーション
応募社：株式会社フレーム 
cl.株式会社坂源

【銀賞】 
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菓子 
下剋上鮎 
応募社：株式会社スパイス 
cl.合名会社玉井屋本舗

化粧品・香水 
アペックス
応募社：株式会社ポーラ 
cl.株式会社ポーラ

トイレタリー用品
LUCIDO STYLING HAIR WAX
応募社：有限会社大久保隆デザイン事務所
cl.株式会社マンダム

食品 
山の蜜 
応募社：MARU 
cl.かどや

アルコール飲料
YASO
応募社：株式会社フレーム
cl.株式会社越後薬草

一般飲料 
アサヒ　ラベルレスボトル
応募社：アサヒ飲料株式会社 
cl.アサヒ飲料株式会社

【銅賞】 
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家庭用品・一般雑貨・医薬品 
BONBO 
応募社：OUWN株式会社 
cl.株式会社キントー

輸送用ケース 
三浦大根一本入り配送箱 
応募社：レンゴー株式会社 
cl.三浦市農業協同組合

贈答品・詰め合わせ品 
八幸八（はっこうや） 
応募社：ピースグラフィックス 
cl.株式会社大和屋守口漬総本家

海外向け商品 
eneloop pro storage packaging for EC 
応募社： パナソニック株式会社 IS社 
cl.パナソニック株式会社

【銅賞】 
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電気機器・関連商品 
大人のピアニカ 
応募社：ツバメヤ株式会社 
cl.ヤマハ株式会社

VI・BI 
ホワイトショット
応募社：株式会社ポーラ 
cl.株式会社ポーラ



海外向け商品 
ＨＡＫＵ（白）７５０ｍｌ瓶 
応募社：サントリーコミュニケーションズ株式会社 
cl.サントリー

【銅賞】 

日本パッケージデザイン大賞2021 入賞・入選作品 2020年9月9日発表　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 

記念品・販促用パッケージ 
奈良ホテル × 牛乳石鹸 110周年記念 
限定コラボパッケージ赤箱 
応募社：株式会社サンデザインアソシエーツ 
cl.牛乳石鹸共進社株式会社
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【特別審査員賞】 

特別審査員賞　柴田文江 
eneloop pro storage packaging for EC 
応募カテゴリー：海外向け商品 
応募社：パナソニック株式会社 IS社 
cl.パナソニック株式会社

特別審査員賞　花澤裕二 
ハンドラボ手指消毒
応募カテゴリー：家庭用品・一般雑貨・医薬品 
応募社：サラヤ株式会社 
cl.サラヤ株式会社

特別審査員賞　エリック・カワバタ 
athletia 
応募カテゴリー：化粧品・香水 
応募社：SAYURI STUDIO, INC. 
cl.株式会社エキップ

特別審査員賞　石川俊祐 
LOVOT 
応募カテゴリー：電気機器・関連商品 
応募社：GROOVE X 株式会社 
cl. GROOVE X 株式会社
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部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

食品 金賞 小金井生はちみつ 株式会社つと 株式会社善用

食品 銀賞 寿し勝�すし酢 株式会社リレーションデザイン 株式会社リレーションデザイン

食品 銅賞 山の蜜 MARU かどや

食品 入選 エースコック_コショらぁゴマらぁ 神谷利男デザイン株式会社 エースコック株式会社

食品 入選 弥栄がっこ 14product 株式会社弥栄

食品 入選 じっくり、乾燥鍋。いしかり P.K.G.Tokyo Inc. 株式会社ショクラク

食品 入選 透明醤油 人見和香 株式会社 フンドーダイ五葉

食品 入選 YAOKO 雪どけ水が育んだこしひかり emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 YAOKO 甘熟紅優甘の焦がし醤油みたらしカリカリ大学芋 emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 YAOKO とろ〜り濃厚な5種のチーズフォンデュ emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 ATHENA ギリシャヨーグルトシリーズ 株式会社エルアンドシーデザイン UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社

食品 入選 やってみた。ふりかけ 桑原パッケージデザイン株式会社 株式会社永谷園

食品 入選 ごちレピライス 株式会社ベネディクト ハウス食品株式会社

食品 入選 ANA FINDELISH オリジナルカレー 株式会社ブラビス・インターナショナル 株式会社ANAケータリングサービス

食品 入選 まほの極み 三原美奈子デザイン 株式会社空土

食品 入選 ポケチキ 株式会社キャベツデザイン 株式会社ファミリーマート

食品 入選 ふたりPREMIUM 鹿目デザイン事務所 Mizkan

食品 入選 アヲハタ 55ジャム （株）ライトパブリシティ アヲハタ株式会社

食品 入選 BLACK CHOCO 株式会社デザインメイト 第一屋製パン株式会社

食品 入選 KUNKUN燻製 レンゴー株式会社 株式会社江戸屋

食品 入選 クノール カップスープ ベジレシピ 株式会社ブラビス・インターナショナル 味の素株式会社

食品 入選 純国産紅茶 株式会社プロモーションズライト 三井農林株式会社

食品 入選 野菜だし調味料 濃縮タイプ カゴメ株式会社 カゴメ

食品 入選 ネスカフェ 香味焙煎 株式会社ブラビス・インターナショナル ネスレ日本株式会社

食品 入選 ヤマサ�絹しょうゆ 株式会社エイトブランディングデザイン ヤマサ醤油株式会社

食品 入選 麺でおいしい食卓シリーズ 有限会社バウ広告事務所 正田醤油株式会社

食品 入選 マルハニチロ�おいしさ満天食堂 株式会社タカヨシ マルハニチロ株式会社

食品 入選 キユーピー にこにこボックス 株式会社 山下デザインスタジオ キユーピー株式会社

食品 入選 粗切りトウガラシ エスビー食品株式会社 エスビー食品株式会社

食品 入選 すいか蒸しパン 株式会社デザインメイト 第一屋製パン株式会社

食品 入選 日清ご褒美ラ王 日清食品ホールディングス株式会社 日清食品株式会社

食品 入選 マスタードピクルス・プチプチハニーマスタード 株式会社イフカンパニー マスコットフーズ株式会社

食品 入選 キユーピー ノンオイル 株式会社 山下デザインスタジオ キユーピー株式会社

食品 入選 NUTS&CEREAL 株式会社デザインメイト 日清シスコ株式会社

食品 入選 然舎だし 丸東産業株式会社 株式会社ニビシ醤油

食品 入選 日清   旅するエスニック 日清食品ホールディングス株式会社 日清食品株式会社

食品 入選 PINシリーズ 鹿目デザイン事務所 Mizkan

食品 入選 予約でいっぱいの店のFormaggio 有限会社永島学デザイン室 エスビー食品株式会社

食品 入選 ほんだし�濃厚だし 株式会社ロフト 味の素株式会社

食品 入選 バンホーテン ピュアココア 2019-2020 アニバーサリー缶 株式会社ラジアン 片岡物産株式会社

食品 入選 味の素KKコンソメ 有限会社あんてなスタジオ 味の素株式会社

食品 入選 明治北海道十勝 スマートチーズ和風だし（かつお・昆布 / ほたて） 株式会社ブラビス・インターナショナル 株式会社明治



日本パッケージデザイン大賞2021 入賞・入選リスト（※作品表記は順不同） 2020年9月9日発表

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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

食品 入選 ショコラパンシリーズ 株式会社デザインメイト 第一屋製パン株式会社

食品 入選 あけぼの大豆シリーズ 株式会社エルアンドシーデザイン 身延町役場

食品 入選 キユーピー タルタルソース 株式会社 山下デザインスタジオ キユーピー株式会社

食品 入選 YAOKO 海と山の豊かな大自然が育てたひじき emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 ナッツリッチグラノーラ 株式会社デザインメイト 日清シスコ株式会社

食品 入選 海苔たっぷり 株式会社デザインメイト ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

食品 入選 ダメヤ & GARAM | FUKUOKA CURRY シリーズ みずうみデザイン室 株式会社キヨトク

食品 入選 YAOKO 冷凍フルーツ emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 ファミチキ 株式会社キャベツデザイン 株式会社ファミリーマート

食品 入選 甘鯛入り蒲鉾 寿陽 株式会社ロフト 紀文食品株式会社

食品 入選
ニチレイ�レンジでおいしい！北海道産フライドポテト

レンジでおいしいえだまめ
株式会社日本デザインセンター 株式会社ニチレイフーズ

食品 入選 ぐっすりブレンド茶�グッドナイト サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

食品 入選 YAOKO 一番摘み茶 emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 Sakura 株式会社デザインメイト 第一屋製パン株式会社

食品 入選 姫かつおシリーズ レンゴー株式会社 土佐清水食品株式会社

食品 入選 YAOKO 中華の素 emuni 株式会社 ヤオコー

食品 入選 ソテーカレー 株式会社イフカンパニー ハウス食品株式会社

食品 入選 チーズのための玄米クラッカー 株式会社デザインメイト 雪印メグミルク株式会社

食品 入選 ピリナッツ 石川源事務所 紅花食品株式会社

食品 入選 チーズフォンデュ 株式会社デザインメイト エスビー食品株式会社

食品 入選 クノール スープグランデ 株式会社ブラビス・インターナショナル 味の素株式会社

食品 入選 茂雪裡食堂 エイ・デザイン 菊地�和広

食品 入選 門永水産�漬魚 関  翔吾 株式会社�門永水産

食品 入選 肥後製油�胡麻油、白絞油、赤水油、一番搾、純菜種 茂村巨利デザイン事務所 肥後製油株式会社

食品 入選 ノフレ鯖缶 omdr株式会社 ノフレ食品株式会社

食品 入選 守口漬・大名箱（守口大根図屏風） ピースグラフィックス 株式会社大和屋守口漬総本家

食品 入選 B.A ビューティーサプリメント 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

食品 入選 献上子持ちあゆ Masahiro Minami  Design 木村水産株式会社

食品 入選 こめへん 株式会社フレーム 長谷川熊之丈商店

食品 入選 五島の鯛で出汁をとったプレミアムな高級カレー 株式会社電通 ごと株式会社

食品 入選 静岡茶鍋 株式会社静岡博報堂 株式会社静岡博報堂

食品 入選 AWESOME1& QUICK1 株式会社アソビグラフィック 株式会社カイザス

食品 入選 宏八屋 うに缶 グラフィックデザイン事務所 ストローク 株式会社 宏八屋

食品 入選 カップヌードル 大坂なおみ記念パッケージ 日清食品ホールディングス  日清食品ホールディングス株式会社

食品 入選 官能の牛ほほ肉ミートソース 株式会社サトー ファソラ

食品 入選 ウルトラ蒸しょうがパウダー ピースグラフィックス カノン珈琲

食品 入選 AN  PASTE（あんペースト） 株式会社サン・アド 株式会社虎屋

食品 入選 CYAKUMI イノシタデザイン CYAKUMI

食品 入選 Noha畑の林檎マンゴー 株式会社BULLET Noha畑

食品 入選 All-in PASTA 日清食品ホールディングス株式会社 日清食品株式会社

食品 入選 小菅村産 鹿肉バーグ 株式会社ビスポーク 株式会社boonboon
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食品 入選 能登輪島米物語 株式会社ビスポーク 輪島市

食品 入選 がっこうのまきまきてまきのり 立花デザイン事務所 徳島県漁業協同組合連合会

食品 入選 岩手短角和牛セシーナ のはら 株式会社肉のふがね

食品 入選 IPSA STYLE eat コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

食品 入選 誘惑の白レバーパテ×誘惑の濃厚チーズパテ 株式会社サトー ファソラ

食品 入選 オーガニックプリベンション フード 株式会社 アンダーライン グラフィック 株式会社たかくら新産業

食品 入選 カゴメ�スープボーテ 株式会社エージー カゴメ株式会社

食品 入選 満月のGHEE TUNA&Co. 株式会社nD

食品 入選 TOSANMONO 株式会社アクセントデザイン事務所 土佐市観光協会

食品 入選 MOMOFUKU NOODLE 日清食品ホールディングス株式会社 日清食品株式会社

食品 入選 ケンミン「お米のめん」シリーズ 株式会社大伸社ディライト ケンミン食品株式会社�co.,ltd.

食品 入選 VEGE FAST 茂村巨利デザイン事務所 九州ベジパウダー

食品 入選 24 - ventiquattro - 茂村巨利デザイン事務所 肥後製油株式会社

食品 入選 いいかもシリーズ�パッケージ 長岡拓也 キューオーエル・ラボラトリーズ株式会社

食品 入選 GOHAN通 株式会社アクセントデザイン事務所 本山町農業公社

食品 入選 いちご農家がつくったはちみつ AD FAHREN 手作り工房  穂の実

食品 入選 金あゆシリーズ Masahiro Minami  Design 木村水産株式会社

食品 入選 『五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー』シリーズ 株式会社電通 ごと株式会社
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アルコール飲料 金賞 人と 木と ひととき 株式会社BULLET 今代司酒造株式会社

アルコール飲料 銀賞 UMESHU THE AMBER P.K.G.Tokyo Inc. リカー・イノベーション株式会社

アルコール飲料 銅賞 YASO 株式会社フレーム 株式会社 越後薬草

アルコール飲料 入選 透の音 株式会社ライツデザイン 株式会社マツザワ

アルコール飲料 入選 オールフリーRN サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選 サッポロチューハイ99.99 株式会社デジーロ サッポロビール株式会社

アルコール飲料 入選 吉乃川みなも 株式会社カナリア 吉乃川株式会社

アルコール飲料 入選 Because, ワインシリーズ CC INC. 株式会社フィラディス

アルコール飲料 入選 SAPPORO SORACHI 1984 P.K.G.Tokyo Inc. サッポロビール株式会社

アルコール飲料 入選 サントリーワールドウイスキー�碧Ao�700ml サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選
ヱビスビールギフト BOX 金魚 /

ヱビスビール & ヱビス ザ・ホップ 2018 アソートセット
レンゴー株式会社 サッポロビール株式会社

アルコール飲料 入選 サントリージン翠700ml瓶 サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選
ジャパニーズクラフトリキュール奏�Kanade

＜抹茶＞＜柚子＞＜白桃＞700ml瓶
サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選
こだわり酒場のレモンサワーの素500ml瓶 、

こだわり酒場のレモンサワー350ml缶
サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選 一番搾り 有限会社 佐藤昭夫デザイン室 キリンビール株式会社

アルコール飲料 入選 サッポロビール�麦とホップ�リニューアルパッケージデザイン 株式会社カタチ サッポロビール株式会社

アルコール飲料 入選 金麦＜本体・糖質75％オフ・ゴールド・ラガー＞リニューアル サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

アルコール飲料 入選 ヱビス�和の芳醇 konnie design サッポロビール株式会社

アルコール飲料 入選 淡麗グリーンラベル 有限会社 佐藤昭夫デザイン室 キリンビール株式会社

アルコール飲料 入選 読むビール 株式会社SEESAW Omori Sanno Brewery

アルコール飲料 入選  X02 (エックスゼロツー) ヤンマーホールディングス株式会社 沢の鶴株式会社

アルコール飲料 入選 青海白峰 富山スガキ株式会社 株式会社 高澤酒造場

アルコール飲料 入選 三好 OUWN株式会社 阿武の鶴酒造

アルコール飲料 入選 築地エール2019 TANK株式会社 株式会社圖庵

アルコール飲料 入選 iichiko40 株式会社 日本ベリエール アートセンター 三和酒類株式会社

アルコール飲料 入選 JUJUYONDAI emuni 株式会社 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY

アルコール飲料 入選 玉乃光酒造�純米大吟醸�熟成古酒シルバー 株式会社サン・アド 玉乃光酒造株式会社

アルコール飲料 入選 黄金郷 ツバメヤ株式会社 房の露株式会社

アルコール飲料 入選 防長鶴 TANK株式会社 株式会社 山縣本店

アルコール飲料 入選 純米大吟醸 応龍 株式会社R 桝一市村酒造場

アルコール飲料 入選 AKEBONO LIGHT 富山スガキ株式会社 株式会社 高澤酒造場

アルコール飲料 入選 華ひらく 錦鯉 株式会社BULLET 今代司酒造株式会社

アルコール飲料 入選 八女エール 茂村巨利デザイン事務所 八女ブルワリー

アルコール飲料 入選
「シングルモルト余市 リミテッドエディション2019」

「シングルモルト宮城峡 リミテッドエディション2019」
株式会社日本デザインセンター アサヒビール株式会社
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一般飲料 大賞 サントリー緑茶�伊右衛門600mlペット ラベルレス サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

一般飲料 金賞 サントリーボスTOUCH-AND-GO COFFEE サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

一般飲料 銅賞 アサヒ�ラベルレスボトル アサヒ飲料株式会社 アサヒ飲料株式会社

一般飲料 入選 三ツ矢微糖スパークリング 株式会社ベネディクト アサヒ飲料株式会社

一般飲料 入選 ヨーグルトをのむ 株式会社イフグラフィックス 中沢乳業株式会社

一般飲料 入選 パスチャライズ牛乳 さくらJC有限会社 木村ミルクプラント株式会社

一般飲料 入選 ONE DAY�ENERGY BANANA 、ONE DAY�SOY PROTEIN カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選
オランジーナ�オリジナル／ブランヌーヴォー/

ルージュヌーヴォー420mlペツト
サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

一般飲料 入選 姉妹豆腐店 キリンホールディングス株式会社 株式会社SEE THE SUN

一般飲料 入選 明治 のむ Sweets YOGURT 株式会社プロモーションズライト 株式会社 明治

一般飲料 入選
サントリー�クラフトボス�TEA�ノンシュガー�500mlペット /

サントリー�クラフトボス�ミルクティー�500mlペット
サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

一般飲料 入選 OHAYO Le CAFÉ MILK LATTE, BITTER LATTE 橋本尚太 オハヨー 乳業

一般飲料 入選 三ツ矢くちどけもも 株式会社ベネディクト アサヒ飲料株式会社

一般飲料 入選 富士山�蒼天の水 konnie design 株式会社�蒼天

一般飲料 入選 ウィルキンソン�タンサン  エクストラ 株式会社ベネディクト アサヒ飲料株式会社

一般飲料 入選 Juicy Red ブラッドオレンジミックス、Juicy Green キウイミックス カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選 野菜生活100�Smoothie カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選 伊藤園ジャスミンティー 株式会社cosmos 株式会社伊藤園

一般飲料 入選 ワンダ�ホワイティラテ 株式会社ベネディクト アサヒ飲料株式会社

一般飲料 入選 プレミアムボス コーヒーハンターズセレクション  無糖/甘さ控えめ 寿精版印刷株式会社 サントリー

一般飲料 入選 Mizkan ビネガードリンク くろずりんご 株式会社プロモーションズライト 株式会社 Mizkan Holdings

一般飲料 入選 温州みかんジュース／柑橘ミックスジュース 株式会社グランドデラックス 株式会社道後の町屋

一般飲料 入選 えがおのみかん 株式会社ケイズ・ユニット 十五万石

一般飲料 入選 札幌大通はちみつ入り大吟醸あまざけ ヤンマーホールディングス株式会社 沢の鶴株式会社

一般飲料 入選 Beauty Squeeze 〜16vegetables mix〜 株式会社GKグラフィックス カゴメ株式会社

一般飲料 入選 「カルピス」PETIT(プチ) 有限会社あんてなスタジオ アサヒ飲料株式会社
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菓子 金賞 Pocky THE GIFT 株式会社電通 江崎グリコ株式会社

菓子 銀賞 ネスレ キットカット ミニ 株式会社ブラビス・インターナショナル ネスレ日本株式会社

菓子 銅賞 下剋上鮎 株式会社スパイス 合名会社 玉井屋本舗

菓子 入選 ロッテ おりがみ部 株式会社つと 株式会社ロッテ

菓子 入選 アーモンドショコラ 株式会社ロッテ 株式会社ロッテ

菓子 入選 カルビー�ポテリッチ 川路ヨウセイデザインオフィス カルビー株式会社

菓子 入選 キシリッシュ 株式会社ベネディクト 株式会社明治

菓子 入選 ラスクの森から 株式会社KATAL SEVEN 山崎製パン株式会社

菓子 入選 もえぎの 株式会社GKグラフィックス 株式会社ちぼりホールディングス

菓子 入選 KITKAT emuni ネスレ日本株式会社

菓子 入選 CHOCOLATE WORK 株式会社ロッテ 株式会社ロッテ

菓子 入選 フライドポテト�トマト＆バジル味 レンゴー株式会社 株式会社�宮田

菓子 入選 浅田飴薬用のど飴 株式会社デザインメイト 株式会社浅田飴

菓子 入選 ASOBON! MARU カンロ株式会社

菓子 入選 昔なつかしアイスクリン MARU オハヨー乳業株式会社

菓子 入選 アポロ�濃とろ苺 株式会社デザインメイト 株式会社 明治

菓子 入選 CharLotte 株式会社博報堂 株式会社ロッテ

菓子 入選
特選牛乳で作ったミルクドーナツ、生クリームワッフル、

生クリームケーキ
レンゴー株式会社 丸中製菓株式会社

菓子 入選 PINOマルチパック�チョコアソート／ショートケーキアソート 凸版印刷株式会社 森永乳業株式会社

菓子 入選 ゴンチャロフ�アトリエ ド フルール 株式会社サンデザインアソシエーツ ゴンチャロフ製菓株式会社

菓子 入選 みたらし餅 株式会社 丸井スズキ 株式会社 五十鈴

菓子 入選 POTATOCHIPS カリラ 株式会社ヘルメス カルビー株式会社

菓子 入選 いちごのマルシェ やさしさ香るいちごのタルト 株式会社クラウン・パッケージ 若尾製菓株式会社

菓子 入選 ミンテイィアオレンジXすっぱいオレンジ 株式会社日本デザインセンター アサヒグループ食品株式会社

菓子 入選 塩すいか飴・塩れもん飴 株式会社 丸井スズキ 株式会社 リズミックアンドベル

菓子 入選
PARM、MOW、蜜と雪、宇治抹茶のガトーショコラサンド、

宇治抹茶応援ブランド横断パッケージ
凸版印刷株式会社 森永乳業株式会社

菓子 入選 スマイルプラス 株式会社デザインオフィス・ユニ 江崎グリコ株式会社

菓子 入選 一度は食べていただきたい 株式会社デザインメイト 株式会社なとり

菓子 入選 わらび餅ギフト�（Warabi-mochi gift ） レンゴー株式会社 井村屋株式会社

菓子 入選 小枝スペシャリーゼ 株式会社i:st 森永製菓株式会社

菓子 入選 スリムアップスリム大豆プロテイン 株式会社CLAP アサヒグループ食品株式会社

菓子 入選 imperfect 株式会社6D-K imperfect株式会社

菓子 入選 キットカット ショコラトリー フルーツシリーズ 株式会社ブラビス・インターナショナル ネスレ日本株式会社

菓子 入選 合格来る実（合格くるみ） ピースグラフィックス 株式会社豆福

菓子 入選 しろめチ 株式会社フレーム こめへん

菓子 入選 資生堂パーラー�St. Valentine's Collection 2020 株式会社資生堂 株式会社�資生堂パーラー

菓子 入選 新栗 株式会社サン・アド 株式会社虎屋

菓子 入選 味の民藝 ホソカワデザイン 銀座曙

菓子 入選 岐阜土産�升×武将パッケージ 株式会社タカヨシ 有限会社大松

菓子 入選 HONMIDO きな粉ダックワーズ 株式会社ブラビス・インターナショナル 株式会社菓匠三全
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菓子 入選 ありあけ�マイハーバー 株式会社サン・アド 株式会社ありあけ

菓子 入選 雷鳥クッキー 株式会社フレーム 大野農園

菓子 入選 meiji THE Chocolate�SENSATION 株式会社プロモーションズライト 株式会社 明治

菓子 入選 TiMES(タイムス) 株式会社TRINUS 森永製菓株式会社

菓子 入選 豆バル・豆カフェ ピースグラフィックス 株式会社豆福

菓子 入選 タルト・フリュイ 株式会社ヘルメス 株式会社シュゼット・ホールディングス

菓子 入選 探検家の非常食 Sitoh inc. 円谷プロダクション

菓子 入選 小形羊羹�いちご 株式会社サン・アド 株式会社虎屋

菓子 入選 2020正月限定干支パッケージ 株式会社�サン・アド 株式会社虎屋

菓子 入選 お米・玄米アイス パッケージ AD FAHREN ナカガワ・アド株式会社

菓子 入選 かきたねキッチン バレンタイン限定品 株式会社TCD とよす株式会社

菓子 入選 BOUL’MICH  2020バレンタイン 株式会社ヘルメス 株式会社ブールミッシュ

菓子 入選 松江縁結びぼうる SHUTTLE クロード

菓子 入選 Bamboo Galette -竹害から生まれたガレット- 株式会社LIFULL 株式会社

菓子 入選 ゴンチャロフ�紬花 株式会社サンデザインアソシエーツ ゴンチャロフ製菓株式会社

菓子 入選 2019正月限定干支パッケージ 株式会社�サン・アド 株式会社虎屋

菓子 入選 中島大祥堂丹波本店�丹波撰菓 株式会社中島大祥堂 株式会社中島大祥堂

菓子 入選 パティスリー タマノ�アロンジェ SHUTTLE パティスリー タマノ

菓子 入選 海野エビオ�海野イカコ MEDIUM,ltd. 株式会社坂角総本舖

菓子 入選 恋ほろろ 王子産業資材マネジメント株式会社 井ヶ田製茶株式会社

菓子 入選 黒糖虎焼 株式会社BULLET 株式会社亀屋万年堂

菓子 入選 治一郎�バウムクーヘン Land. 株式会社 治一郎

菓子 入選 ざぼん漬 イノシタデザイン 株式会社 南光物産

菓子 入選 kiki フィナンシェ 株式会社メッセージデザインセンター 株式会社 八芳園

菓子 入選 京都四條南座限定小形羊羹 株式会社サン・アド 株式会社 虎屋

菓子 入選 Favoreine 株式会社ヘルメス 株式会社ブールミッシュ

菓子 入選 中島ショコラ 株式会社中島大祥堂 株式会社中島大祥堂
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

化粧品・香水 金賞 SHISEIDO MOISTURIZER 株式会社資生堂 株式会社資生堂

銀賞

特別審査員賞

エリック・カワバタ
化粧品・香水 銅賞 アペックス 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

化粧品・香水 入選 PLUMP PINK（プランプピンク） 株式会社パーク ステラシード株式会社

化粧品・香水 入選 BLANC HONEY 株式会社AKiTE ステラシード株式会社

化粧品・香水 入選 ONE by KOSÉ  Balancing Tuner （株）コーセー （株）コーセー

化粧品・香水 入選 EASY LASH 電通 コージー本舗

化粧品・香水 入選 Leanani Premium ichi design 株式会社レアナニ

化粧品・香水 入選 sensory 株式会社 アンダーライン グラフィック 株式会社センソリー

化粧品・香水 入選
ソワーニュ アクアフィット ウォータークリーム /

ピコウォーターミスト

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

BCLカンパニー
株式会社CPコスメティクス

化粧品・香水 入選 美肌の貯蔵庫 「根菜」の洗顔シリーズ アトリエ株式会社 株式会社アイスタイルトレーディング

化粧品・香水 入選 WHOMEE 2018 ichi design 株式会社 Clue

化粧品・香水 入選 Borica 株式会社T-Garden 株式会社T-Garden

化粧品・香水 入選 WHOMEE  2019 ichi design 株式会社 Clue

化粧品・香水 入選
ももぷり�化粧水�／�ももぷり�潤いジェルクリーム ／

ももぷり�潤いぷるジュレマスク

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

BCLカンパニー
化粧品・香水 入選 1DAY TATTOOメイクアップシリーズ トーイン株式会社 クオレ株式会社

化粧品・香水 入選 うっとりはっこう KAKAN DESIGN 株式会社リアル

化粧品・香水 入選 スケット 三原美奈子デザイン 牛乳石鹸共進社株式会社

化粧品・香水 入選 美肌の守護菜 ねばねば野菜の濃縮マスク アトリエ株式会社 株式会社アイスタイルトレーディング

化粧品・香水 入選
サナ�ピュレマルシェ�ジュレローションTM、ジュレクリームTM、

ミルキーパックTM
常盤薬品工業株式会社 常盤薬品工業株式会社

化粧品・香水 入選 a little a lot 株式会社STUDEO クラシエホームプロダクツ株式会社

化粧品・香水 入選 B.A アイゾーンクリーム 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

化粧品・香水 入選 EN 株式会社カナリア ラフラ・ジャパン株式会社

化粧品・香水 入選 imyme 株式会社カナリア キメラボ株式会社

化粧品・香水 入選 B.A  グランラグゼ Ⅲ 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

化粧品・香水 入選 SONOMONO 株式会社 真ん中 CHAIN株式会社

化粧品・香水 入選 Clé de Peau Beauté Holiday Collection 2019 株式会社 資生堂 株式会社�資生堂

化粧品・香水 入選 IPSA THE TIME RESET AQUA OIL コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 SHISEIDO MAKEUP 株式会社資生堂 株式会社資生堂

化粧品・香水 入選 Cle ́ de Peau Beauté  La Creme 株式会社 資生堂 株式会社�資生堂

化粧品・香水 入選 IPSA LIPSTICK LE コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 ORBIS U オルビス株式会社 オルビス株式会社

化粧品・香水 入選 GALLERY COMPACT ギャラリーコンパクト 株式会社資生堂 株式会社�資生堂

化粧品・香水 入選 CACTI 株式会社BULLET 株式会社プロ・アクティブ

化粧品・香水 入選 OFF CREAM オルビス株式会社 オルビス株式会社

化粧品・香水 入選 IPSA REFINING LOTION/CREATIVE OIL コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 SHISEIDO PICO 2020 株式会社資生堂 株式会社�資生堂

化粧品・香水 athletia SAYURI STUDIO, INC. 株式会社エキップ
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

化粧品・香水 入選 ASTALUXE （株）コーセー コーセープロフェッショナル株式会社

化粧品・香水 入選 AMULTE 株式会社ナリス化粧品 株式会社ナリス化粧品

化粧品・香水 入選 雪肌精�MYV アクティライズ （株）コーセー （株）コーセー

化粧品・香水 入選 IPSA CREAM ULTIMATE コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 IPSA SERUM 0 コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 unhaut 株式会社原宿デザイン anynext株式会社

化粧品・香水 入選 IPSA HOLIDAY COLLECTION 2019 コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�イプサ

化粧品・香水 入選 ディエムクルール カラーブレンドデュオリップカラー 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

化粧品・香水 入選 米肌 （株）コーセー コーセープロビジョン株式会社

化粧品・香水 入選 ジューシーアイカラーデュオ オルビス株式会社 オルビス株式会社

化粧品・香水 入選 LUQUE 株式会社ナリス化粧品 株式会社ナリス化粧品

化粧品・香水 入選 est makeup 花王株式会社 花王株式会社
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

トイレタリー用品 金賞 ma & me Latte 株式会社インターブランドジャパン クラシエホームプロダクツ株式会社

トイレタリー用品 銀賞 アミノメイソン�モイスト＆スムース 株式会社パーク ステラシード株式会社

トイレタリー用品 銅賞 LUCIDO STYLING HAIR WAX 有限会社大久保隆デザイン事務所 株式会社マンダム

トイレタリー用品 入選 レモンマートルプロダクツ 電通 レモンマートル・ラボラトリー

トイレタリー用品 入選 Naturelis（ネイチャリス） 株式会社TANPOPO 大王製紙株式会社

トイレタリー用品 入選 パンセ ド ブーケ ボディシャンプー 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

トイレタリー用品 入選
ソフィ センターイン・Kiyora�#No Bag For Meプロジェクト限定

ナプキン・おりものシート
有限会社バウ広告事務所 ユニ・チャーム株式会社

トイレタリー用品 入選 SHISEIDO PROFESSIONAL SUBLIMIC コミュニケーションデザイン研究所 株式会社�資生堂

トイレタリー用品 入選 MommyMe 株式会社�資生堂 株式会社資生堂

トイレタリー用品 入選 PAF 1-day hair tint 花王株式会社 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 ポーラ ザ ハンドクリーム  アニバーサリーキット 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

トイレタリー用品 入選 ソフィ ORGANIC 100%シリーズ 有限会社バウ広告事務所 ユニ・チャーム株式会社

トイレタリー用品 入選 florance 株式会社I-ne 株式会社I-ne

トイレタリー用品 入選 スタイリッシュボトル サラヤ株式会社 サラヤ株式会社

トイレタリー用品 入選 Biore 株式会社cosmos 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 メトメ（me to me） the Tandem合同会社 株式会社メニコンネクト

トイレタリー用品 入選 MEN’s Biore SMART 花王株式会社 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 0.6 RICE BRAN OIL スキンケア SHUTTLE 株式会社神明きっちん

トイレタリー用品 入選 DROAS 株式会社I-ne 株式会社I-ne

トイレタリー用品 入選 ALLIE 株式会社カラーインク  株式会社カネボウ化粧品

トイレタリー用品 入選 ビオレu泡スタンプハンドソープ 花王株式会社 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 フュージョニスト 株式会社TCD デミ コスメティクス

トイレタリー用品 入選 mm（ミリ） 株式会社日本デザインセンター 株式会社ビューティーエクスペリエンス

トイレタリー用品 入選 Lapidem tokyo  - FIVE ELEMENTS SERIES - TOZAKI DESIGN ラピデム株式会社

トイレタリー用品 入選 ハニーチェ クリーミーハニー シリーズ 株式会社ビューティーエクスペリエンス 株式会社ビューティーエクスペリエンス

トイレタリー用品 入選 hoyu LESSE GX TANK株式会社 ホーユー株式会社

トイレタリー用品 入選 Liese 1DAY HAIR MONSTER 花王株式会社 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 and and�shampoo  &  treatment 花王株式会社 花王株式会社

トイレタリー用品 入選 LUCIA NAIL REPAIR シリーズ 白田啓秀 日本ゼトック株式会社

トイレタリー用品 入選 湯躍 EDING:POST inc. ヤングビーナス薬品工業株式会社

トイレタリー用品 入選 NATURAL AROMA 有限会社ヘルベチカ クラシエホームプロダクツ株式会社

トイレタリー用品 入選 クリアクリーン�フルージュ 花王株式会社 花王株式会社

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

トイレタリー用品 入選 Botanical 有限会社ヘルベチカ クラシエホームプロダクツ株式会社

トイレタリー用品 入選 AHALO BUTTER 限定ハンドクリーム タイガー＆デザイン ステラシード株式会社

トイレタリー用品 入選 キレイキレイ�ハンドコンディショニングソープ ライオン株式会社 ライオン株式会社

トイレタリー用品 入選 ソフィ �ソフトタンポン�#No Bag For Meプロジェクト限定�タンポン 有限会社バウ広告事務所 ユニ・チャーム株式会社

トイレタリー用品 入選 COMPACT GUARD 株式会社カラーインク  大王製紙株式会社
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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

部門名 入賞・入選 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 Attack ZERO 花王株式会社 花王株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 銀賞 STIIK P.K.G.Tokyo Inc. コーデザインコンセプト

家庭用品・一般雑貨・医薬品 銅賞 BONBO OUWN株式会社 株式会社キントー

家庭用品・一般雑貨・医薬品
特別審査員賞

花澤裕二
ハンドラボ手指消毒 サラヤ株式会社 サラヤ株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 WHITE MOUTH（ホワイトマウス） 株式会社パーク ステラシード株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 scottie ウェットティシューシリーズ 日本製紙クレシア株式会社 日本製紙クレシア株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 DYK emuni 株式会社髙儀

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 クッキングペーパー�シェフ 花王プロフェッショナル・サービス株式会社 花王プロフェッショナル・サービス株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 HYGGE candle 株式会社 アンダーライン グラフィック 株式会社マッシュビューティーラボ

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 バラの培養土／植物の培養土／完熟のたい肥 株式会社グランドデラックス 有限会社i-rose

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 チャリティーねこじゃすり 株式会社GK京都 株式会社ワタオカ

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 消臭・除菌スプレー ALIBI ZERO（アリバイゼロ） 株式会社AND SPACE 株式会社アソボラボ

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 サントリー樽ものがたり�樽オークバードシリーズ 牛島デザイン サントリースピリッツ株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 GOLDEN BAT 株式会社デザインメイト  日本たばこ産業株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 78mm, 220mm Masahiro Minami  Design 有限会社VANTECH

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 Air Forest 客室専用消臭ミスト エステー株式会社 エステー 株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 asunowaプロジェクト 株式会社サンデザインアソシエーツ オルディ株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 Waterfront OUWN株式会社 株式会社シューズセレクション

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 kireiwater 株式会社 アンダーライン グラフィック 株式会社たかくら新産業

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 「�」の箱 株式会社ウー 株式会社泰清紙器製作所

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 tetote LURA Design Studio 東洋工業株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 NONIO�ハブラシ ライオン株式会社 ライオン株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 わかば 株式会社デザインメイト  日本たばこ産業株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 NONIO Art Wave 2019 ライオン株式会社 ライオン株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 hitohira 株式会社エイトブランディングデザイン 株式会社mimoto

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 エアイン 株式会社GKグラフィックス プラス株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 Wellness Navi 株式会社エイトブランディングデザイン サツドラホールディングス株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 純銅製�箱型おろし金 株式会社デザインフォース 株式会社大矢製作所

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 カットくん（WF2019夏） 株式会社BYTHREE 株式会社海洋堂

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選
パンセ ド ブーケ ファブリックミスト/スティックディフューザー/

ミニタオルセット
株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 Aromapré 株式会社 アンダーライン グラフィック スターティス株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 マツモトキヨシ�医薬品 株式会社インターブランドジャパン 株式会社マツモトキヨシ

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 お部屋の消臭力�Premium Aroma ジャパニーズモダン エステー株式会社 エステー 株式会社

家庭用品・一般雑貨・医薬品 入選 SOSO 株式会社メッセージデザインセンター 天香堂
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部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

電気機器・関連商品 銅賞 大人のピアニカ ツバメヤ株式会社 ヤマハ株式会社

電気機器・関連商品
特別審査員賞

石川俊祐
LOVOT GROOVE X株式会社 GROOVE X 株式会社

電気機器・関連商品 入選
Angelique(アンジェリーク)�Iラインシェーバー/

Vライントリマー シリーズ
マクセル株式会社 マクセル株式会社

電気機器・関連商品 入選 まごチャンネルwithSECOM セコム株式会社・株式会社チカク セコム株式会社
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部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

贈答品・詰め合わせ品 金賞 郡上八幡サイダー2本入 株式会社小野デザイン事務所 郡上八幡産業振興公社

贈答品・詰め合わせ品 銀賞 香り墨 Asuka ホソカワデザイン 錦光園

贈答品・詰め合わせ品 銅賞 八幸八（はっこうや） ピースグラフィックス 株式会社大和屋守口漬総本家

贈答品・詰め合わせ品 入選 0.6 RICE BRAN OIL ギフト SHUTTLE 株式会社神明きっちん

贈答品・詰め合わせ品 入選 Ishida Coffee Sitoh inc. 石田珈琲店

贈答品・詰め合わせ品 入選 本草閣阿膠（コラーゲン食品） ピースグラフィックス 株式会社 本草閣薬局

贈答品・詰め合わせ品 入選 PANDARS 凸版印刷株式会社 森永製菓株式会社

贈答品・詰め合わせ品 入選 あおざしからり�SANKAKUギフトBOX 株式会社エイトブランディングデザイン 株式会社菓匠三全

贈答品・詰め合わせ品 入選 青森ハートビート 株式会社サン・アド 青森県

贈答品・詰め合わせ品 入選 郡上八幡サイダー5本入 株式会社小野デザイン事務所 郡上八幡産業振興公社
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

輸送用ケース 金賞 オハベベ 京都工芸繊維大学 ハイトカルチャ株式会社

輸送用ケース 銀賞 COEDO 化粧箱 株式会社エイトブランディングデザイン 株式会社協同商事コエドブルワリー

輸送用ケース 銅賞 三浦大根一本入り配送箱 レンゴー株式会社 三浦市農業協同組合

輸送用ケース 入選 不屈のねぎBOX 株式会社�OICHOC 南三陸ねぎ応援プロジェクト

輸送用ケース 入選 甲賀ダンボール Masahiro Minami  Design 甲賀市商工会

輸送用ケース 入選 PROVENCE 株式会社つと 株式会社小菊製作所

輸送用ケース 入選 高澤酒造場 ダンボール 富山スガキ株式会社 株式会社 高澤酒造場

輸送用ケース 入選 かんきつやま MARU かどや
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

VI ・ BI 金賞 カゴメ野菜生活ファームオリジナルグッズ カゴメ株式会社 カゴメ

VI ・ BI 銀賞 ハンドクリエーション 株式会社フレーム 株式会社坂源

VI ・ BI 銅賞 ホワイトショット 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

VI ・ BI 入選 POLA 90th アニバーサリー 株式会社ポーラ 株式会社ポーラ

VI ・ BI 入選 とらや東京ミッドタウン店ギャラリー 企画展限定紙袋 株式会社サン・アド 株式会社虎屋

VI ・ BI 入選 焼き芋かいつかブランド展開 OUE DESIGN ポテトかいつか

VI ・ BI 入選 Smile Squeeze for kids 株式会社GKグラフィックス カゴメ株式会社

VI ・ BI 入選 博多まるきた水産 あごおとし 株式会社ヘルメス 博多まるきた水産株式会社

VI ・ BI 入選 赤い風船 ブランディング みずうみデザイン室 株式会社九十九島グループ

VI ・ BI 入選 福屋酒店 包装紙 summit 有限会社�福屋酒店

VI ・ BI 入選 MONTSERRAT 株式会社BULLET 薬糧開発株式会社

VI ・ BI 入選 WHITE GLASS COFFEE emuni 株式会社 ロイヤル・アーツ

VI ・ BI 入選 御菓子司 大久保製菓舗 株式会社フレーム 御菓子司 大久保製菓舗

VI ・ BI 入選 0.6 RICE BRAN OIL SHUTTLE 株式会社神明きっちん
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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

部門名 入賞・入選 作品名 応募社 クライアント

海外向け商品 金賞 月桂冠 株式会社6D-K 月桂冠株式会社

海外向け商品 銀賞 ポッキープルミエールクラス 有限会社永島学デザイン室 江崎グリコ株式会社

銅賞

特別審査員賞

柴田文江
海外向け商品 銅賞 HAKU（白）750ml瓶 サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

海外向け商品 入選 LUSSOTTO<BLACK・FLAT WHITE・CAFE LATTE> サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

海外向け商品 入選 eneloop storage packaging for EC パナソニック株式会社�IS社 パナソニック株式会社

海外向け商品 入選 SERGE LUTENS - Nécessaire de beauté  “美のための必需品” 株式会社資生堂 レ・サロン・デュ・パレ・ロワイヤル資生堂

海外向け商品 入選 allegre 株式会社ブラビス・インターナショナル 統一企業（中国）投資有限会社

海外向け商品 入選 CHILL TEA 清水彩香 Chilty株式会社

海外向け商品 入選 SOPHISTONE 株式会社デザインフォース 株式会社ミルボン

海外向け商品 入選 玉乃光酒造�純米大吟醸�曙光 株式会社サン・アド 玉乃光酒造株式会社

海外向け商品 eneloop pro storage packaging for EC パナソニック株式会社�IS社 パナソニック株式会社
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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

部門名 入賞・入選 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 猫キャップ サントリーコミュニケーションズ株式会社 サントリー

記念品・販促用パッケージ 銀賞 八幡ねじ_創業70周年記念事業_鈴木会長書籍・ねじ干菓子 有限会社平野湟太郎デザイン研究所 株式会社 八幡ねじ

記念品・販促用パッケージ 銅賞 奈良ホテル  ×  牛乳石鹸 110周年記念 限定コラボパッケージ赤箱 株式会社サンデザインアソシエーツ 牛乳石鹸共進社株式会社

記念品・販促用パッケージ 入選 Pomera DM200X Limited Model 株式会社キングジム 株式会社キングジム

記念品・販促用パッケージ 入選 Mariage Sitoh inc. ホーカスポーカス

記念品・販促用パッケージ 入選 キユーピー�手提げ袋 株式会社 山下デザインスタジオ キユーピー株式会社

記念品・販促用パッケージ 入選 淡麗グリーンラベル限定デザイン缶�GREEN  DROP缶 有限会社バウ広告事務所 キリンビール株式会社

記念品・販促用パッケージ 入選 桑原農園�米袋 沖田佳奈 桑原農園




