
日本パッケージデザイン大賞2023 入賞作品

【大賞】

応募カテゴリー：VI・BI部門

作品名： BAUM

応募社：資生堂クリエイティブ（株）

cl. 資生堂

日本パッケージデザイン大賞2023は、応募総数1060点を数えました。

一次審査では59名の一次審査員（※）により10部門の入選作品416点が選

ばれ、二次審査においては 協会会員審査員10名に、前回大賞受賞者1名お

よび外部特別審査員4名を加えた二次審査員15名の討議にて、合計31点の

入賞作品を決定いたしました。

＜大賞1点、金賞7点、銀賞12点、銅賞10点、特別審査員賞4点＞

※協会会員審査員（投票一次審査員32＋投票一次二次兼任審査員10名 ＋前回金賞銀

賞受賞者23名－ 受賞と会員投票との重複6 名）

選出された入選作品、入賞作品は表の通りです。

※作品表記は順不同。

※応募社・クライアント欄の法人格（株式会社等）・部署名は省略しています。

▪️今後の予定

・日本パッケージデザイン大賞2023贈賞式は、2023年初春に行われる予

定です。

・入賞・入選作品は、2023年刊行の『年鑑日本のパッケージデザイン

2023』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。

2022年9月14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



アルコール飲料

BATON

応募社： OUWN

cl. 箕面ビール

一般飲料

クラフトボス ブラック、ラテ、微糖

応募社：サントリー

cl. サントリー

菓子

Loopキシリトールガム

応募社：株式会社ロッテ

cl. ロッテ

化粧品

雪肌精クリアウェルネス

応募社：株式会社コーセー

cl. コーセー

贈答品

資生堂2020年度創立記念品

応募社：資生堂クリエイティブ株式会社

cl. 資生堂

【金賞】

ホームケア&電化製品・雑貨

オリジナルブレンドマテリアル : 

『WF-1000XM4』パッケージ

応募社：ソニーグループ株式会社

cl. ソニー
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【金賞】

輸送用ケース

アイ(eye)アムミカン

応募社： MARU

cl. かどや

【銀賞】

アルコール飲料

YASO Absinthe

応募社：株式会社フレーム

cl. 越後薬草

一般飲料

い・ろ・は・す 天然水ラベルレス

応募社：株式会社GKグラフィックス

cl. 日本コカ・コーラ

食品

福､笑い

応募社：株式会社電通東日本

cl. 福島県

日本パッケージデザイン大賞2023 入賞作品 2022年9月14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



【銀賞】

化粧品

ON & DO

応募社：Sayuri Studio, Inc.

cl. MTG

ボディ&ヘルスケア

LIPPS HAIR WAX

応募社：グラフ株式会社

cl. リップス

ボディ&ヘルスケア

yuskin

応募社：株式会社エイトブランディングデザイン

cl. ユースキン製薬

ホームケア&電化製品・雑貨

ASTIGU

応募社：株式会社日本デザインセンター

cl. アツギ

贈答品

おうちで駄菓子屋さん

応募社：株式会社クラウン・パッケージ

cl. チーリン製菓

菓子

All-win チョコレート

応募社：EDING:POST inc.

cl. Dari K
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【銀賞】

【銅賞】

贈答品

山のくじら舎

応募社：株式会社BULLET

cl. 山のくじら舎

輸送用ケース

ホリデーSPECIAL BOX

応募社：レンゴー株式会社

cl. デサントジャパン

VI・BI

新宿 北村写真機店

応募社：株式会社6D-K

cl. キタムラ

食品

闇採りスイートコーン

応募社：株式会社グランドデラックス

cl. peakfarm

アルコール飲料

エコパック

応募社：ウェストロック株式会社

cl. アサヒビール

一般飲料

RIN

応募社：株式会社cosmos

cl. りんごと
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菓子

森永ミルクキャラメル

応募社：凸版印刷株式会社

cl. 森永製菓

化粧品

ポーラ B.A

応募社：株式会社ポーラ

cl. ポーラ

ボディ&ヘルスケア

砺波野スピリット・岩瀬野スピリット

応募社：富山スガキ株式会社

cl. 若鶴酒造、桝田酒造店

ホームケア&電化製品・雑貨

ふらふら

応募社：株式会社つと

cl. つと

贈答品

鮨いその 鮨屋の塩辛

応募社：KD

cl. 鮨いその

輸送用ケース

お米用段ボールケース

応募社：王子産業資材マネジメント株式会社

cl. 農産ベストパートナー

【銅賞】
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【特別審査員賞】

特別審査員賞（左合ひとみ）

オリジナルブレンドマテリアル : 

『WF-1000XM4』パッケージ

応募社：ソニーグループ株式会社

cl. ソニー

特別審査員賞（辻愛沙子）

IRODORI CHOCOLATE

応募社：Study and Design

cl. マザーハウス

特別審査員賞（太刀川英輔）

Loopキシリトールガム

応募社：株式会社ロッテ

cl. ロッテ

特別審査員賞（花澤裕二）

エコパック

応募社：ウェストロック株式会社

cl. アサヒビール

VI・BI

佐藤堂VI

応募社：arica design inc.

cl. パフェ、珈琲、酒、佐藤
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【銅賞】



日本パッケージデザイン大賞2023 入選リスト（※作品表記は順不同） 

2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

食品 銀賞 福､笑い 株式会社電通東日本 福島県

食品 銅賞 闇採りスイートコーン 株式会社グランドデラックス peakfarm

食品 入選 The CRAFT PASTA underline graphic ニューオークボ

食品 入選 予約でいっぱいの店のパスタソース＜期間限定品＞ 有限会社永島学デザイン室 エスビー食品

食品 入選 予約でいっぱいの店のパスタソース 有限会社永島学デザイン室 エスビー食品

食品 入選 UCC COFFEE STYLE BOUQUET 株式会社つと UCC上島珈琲

食品 入選 みかポン 株式会社つと 早和果樹園

食品 入選 発酵熟成熟鮮魚 株式会社ライツデザイン 川崎丸福

食品 入選 おおいた津久見ざぼん イノシタデザイン 南光物産

食品 入選 みんなの極小粒納豆 レンゴー株式会社 ヤマダイフーズプロセシング

食品 入選 サラダクラブ 素材パウチ 株式会社 山下デザインスタジオ キユーピー

食品 入選 motebello  『CREAM SAUCE』 Oshidori モンテ物産

食品 入選 montebello 『家庭用イタリア食材』 Oshidori モンテ物産

食品 入選 AFTERNOON TEA AT HOME Oshidori サザビーリーグ アイビーカンパニー

食品 入選 TRIP SPICE 〜旅するスパイス〜 konnie design 2-3-4 SHOKUDO

食品 入選 tokotowa 株式会社6D-K トコトワ

食品 入選
「バターなんていらないかも、と思わず声に出したくなるほど濃厚な食パン」

「モスバーガーとヤマザキパンでじっくり考えた濃厚なチョコ食パン」
清水彩香 モスフードサービス

食品 入選 塩ひとふり 公益財団法人塩事業センター 塩事業センター

食品 入選 国産麦芽糖 媛甘露 株式会社御来屋デザイン事務所 ジェイ・ウィングファーム

食品 入選 京都紅茶 さるいのデザイン 山のテーブル

食品 入選 熟成贅沢たまご蒸し 株式会社デザインメイト 第一屋製パン

食品 入選 チョコブレッド 株式会社デザインメイト 第一屋製パン

食品 入選 ピスタチオクリームフランス 株式会社デザインメイト 第一屋製パン

食品 入選 スパイスカレーつくろ！ 株式会社デザインメイト エスビー食品

食品 入選 味の素　BistroDo 株式会社ロフト 味の素

食品 入選 すそのキヌア -SUSONO QUINOA- summit 南富士山シティ、裾野市

食品 入選 蕎仙坊の七味とうがらし summit 蕎仙坊

食品 入選 MEGAニボ ど煮干し中華そば 神谷利男デザイン株式会社 エースコック

食品 入選 南国パプリカソース Ban Design Studio 道の駅南国

食品 入選 まんまるおおきなホットケーキのもと 彦坂木版工房 昭和産業

食品 入選 しあわせの生食パンミックス 彦坂木版工房 昭和産業

食品 入選 おつまみトラットリア アイプラスデザイン株式会社 エスビー食品

食品 入選 THE GREEN COMBO 株式会社MOBO MOBO

食品 入選 リケンのノンオイル　レギュラー 株式会社doppo 理研ビタミン

食品 入選 リケンのノンオイル セレクティ 株式会社doppo 理研ビタミン

食品 入選 リケン サラダデュオ 株式会社doppo 理研ビタミン

食品 入選 北海道標津マ印いくらのパッケージデザイン 合同会社I&CO M&K



日本パッケージデザイン大賞2023 入選リスト（※作品表記は順不同） 

2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

食品 入選 セアブラの星 共同印刷株式会社 エースコック 

食品 入選 日東紅茶　DAY&DAYティーバッグ 株式会社プロモーションズライト 三井農林

食品 入選 日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ オリジナルブレンド・アールグレイ 株式会社プロモーションズライト 三井農林

食品 入選 凄味 スンドゥブチゲ、麻婆豆腐、カレーうどん、坦々うどん 株式会社ベネディクト ハウス食品

食品 入選 ハナマルキ　追いこうじみそ グラフ株式会社 ハナマルキ

食品 入選 さとの雪食品 ずっとおいしい豆腐 株式会社ブラビス・インターナショナル さとの雪食品

食品 入選 annon 株式会社ノット・フォー 平岡商店

食品 入選 GABAN CURRY POWDER 株式会社イフカンパニー ハウス食品

食品 入選 GABAN organic 株式会社イフカンパニー ハウス食品

食品 入選 おつまみホルモン焼き 株式会社イフカンパニー 伊藤ハム

食品 入選 ポケット乾物 株式会社STUDIO K 丸洋商会

食品 入選 佐賀パリッ海苔 株式会社STUDIO K 佐賀市漁村女性の会

食品 入選 とろ〜りおくら茶 株式会社STUDIO K エール

食品 入選 PAKUPAKUパクチー醤油 株式会社モトモト 楠城屋商店

食品 入選 とまりのつけもの 株式会社モトモト 泊綜合食品

食品 入選 黄金昆布 株式会社原宿デザイン 能登崇

食品 入選 ピュアセレクトマヨネーズ SGK ジャパン 味の素

食品 入選 しほろ納豆 株式会社ディステリア京屋 士幌町農業協同組合

食品 入選 デルモンテ・アジア イワシ缶 株式会社みずうみデザイン室 デルモンテ・アジア

食品 入選 月や ラーメンギフトセット　 株式会社みずうみデザイン室 キヨトク

食品 入選 島結レーベル 屋久島フィッシュカレー Ten Graph 島結レーベル

食品 入選 奈良漬パリポリ daichusho 森奈良漬店

食品 入選 ぶり切身冷凍食品用パッケージ 株式会社AMSY. グローバル・オーシャン・ワークス

食品 入選 北海道珈琲ブランド 森彦の時間 KD アトリエ・モリヒコ

食品 入選 スポーツ時のエネルギー補給食品 カラダ餅 KD 一久大福堂

食品 入選 小川の稲庭うどん 株式会社稲庭うどん小川 稲庭うどん小川

食品 入選 うま味さん 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

食品 入選 SPIKY 株式会社TCD エム・シーシー食品

食品 入選 天越干しエビ GOOD MORNING 天越丸　三国湊舩木水産

食品 入選 干ホタルイカ ShakeDesign カネイシ

食品 入選 味の素 Loop専用パッケージ 株式会社ラジアン 味の素

食品 入選 きざみ山わさび P.K.G.Tokyo Inc. エスビー食品

食品 入選 スマートスパイス P.K.G.Tokyo Inc. エスビー食品

食品 入選 チーズアラカルト P.K.G.Tokyo Inc. エスビー食品

食品 入選 まぜるだけのスパゲッティソース　ご当地の味 P.K.G.Tokyo Inc. エスビー食品

食品 入選 CLEVER P.K.G.Tokyo Inc. ネイチャーラボ

食品 入選 LOG  FOOD OVER GROUND P.K.G.Tokyo Inc. ログ

食品 入選 MISO ROSSO aiMIKI STUDIO 湯本味噌



日本パッケージデザイン大賞2023 入選リスト（※作品表記は順不同） 

2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

食品 入選 関農園　無農薬栽培米 株式会社デザインデザイン 関農園

食品 入選 飲める米糠 ドラッグストア用シリーズ SHUTTLE 神明きっちん

食品 入選 ロハコカレーシリーズ 株式会社プランタ ハウス食品

食品 入選 ほうとう不動だしパック 株式会社サン・アド 不動食品物産

食品 入選 粗切り チューブシリーズ エスビー食品株式会社 エスビー食品

食品 入選 SPICE LOVERS エスビー食品株式会社 エスビー食品

食品 入選 ローソン カフェサンド 株式会社ヒダマリ ローソン

食品 入選 宝塚つつじガ丘のぽん酢 株式会社ラシサ 狐白軒

食品 入選 こだわり玄米雑穀ブレンド 株式会社ラシサ 稲妻家

食品 入選 上島珈琲店
キャップ・グループ        キャップ・クリエイティブ、

キャップ・アソシエイツ、ランドマーク
UCC上島珈琲

食品 入選 YAOKO ナッツ emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 麻婆豆腐 emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 切干大根 emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 一番摘み韓国海苔 emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO ドライフルーツ emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 煮干 emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 岡山県産平飼いたまご emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 春雨・寒天 emuni ヤオコー

食品 入選 YAOKO 北海道産小麦きたほなみと大雪山麓の水で作ったそうめん・ひやむぎ・うどん emuni ヤオコー

食品 入選 わらび野 emuni 山荘わらび野

食品 入選 アジフライカンパニー デイリーフレッシュ株式会社 角屋食品



日本パッケージデザイン大賞2023 入選リスト（※作品表記は順不同） 

2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

アルコール飲料 金賞 BATON OUWN 箕面ビール

アルコール飲料 銀賞 YASO Absinthe 株式会社フレーム 越後薬草

銅賞

特別審査員賞

花澤裕二

アルコール飲料 入選 MIYOSHI HANA OUWN 阿武の鶴酒造

アルコール飲料 入選 SDGs SAKE 環 OUWN 神戸新聞社

アルコール飲料 入選 丸ごと柚子 株式会社小野デザイン事務所 小町酒造

アルコール飲料 入選 鵜洲 株式会社cosmos 養老酒造

アルコール飲料 入選 HIROSE　 株式会社アドソルト プロジェクト・ラボ

アルコール飲料 入選 瀬戸内醸造所 株式会社6D-K 瀬戸内醸造所

アルコール飲料 入選 COEDO×HORIGUCHI COFFEE Worka,Kokuen	 株式会社エイトブランディングデザイン 協同商事コエドブルワリー

アルコール飲料 入選 純米酒 国士無双 モシリ クリエイティブオフィスメッセンジャー 髙砂酒造

アルコール飲料 入選 越路乃紅梅シリーズ プログラフ株式会社 頚城酒造

アルコール飲料 入選 X03 ヤンマーホールディングス株式会社 沢の鶴

アルコール飲料 入選 麒麟山 なごり雪 株式会社フレーム 麒麟山酒造

アルコール飲料 入選 なかとさ 苺ビール Ban Design Studio SEAプロジェクト

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

アルコール飲料 入選 クラフトノンアルコールビール 昼ビ the Tandem合同会社 ザタンデム

アルコール飲料 入選 白鶴 No.61-1 寿精版印刷株式会社 白鶴酒造

アルコール飲料 入選 サッポロ生ビール 黒ラベル リニューアル アイプラスデザイン株式会社 サッポロビール

アルコール飲料 入選 サッポロ生ビール 黒ラベル EXTRA MALT アイプラスデザイン株式会社 サッポロビール

アルコール飲料 入選 CRAFT-196℃ ひきたつレモン、ひきたつみかん、ひきたつりんご サントリー サントリー

アルコール飲料 入選 サントリーワインカフェ ワインソーダ （赤・白） サントリー サントリー

アルコール飲料 入選 瀬戸酒造 Setoichi 純米大吟醸 株式会社doppo 瀬戸酒造店

アルコール飲料 入選 瀬戸酒造 零号∞ 株式会社doppo 瀬戸酒造店

アルコール飲料 入選 千代鶴 特別純米 ストライド 千代鶴酒造

アルコール飲料 入選 鰤起こし、大敷網 富山スガキ株式会社 高澤酒造場

アルコール飲料 入選 大吟醸古酒 飲み比べセット Utsuroi（うつろい） プログラフ株式会社 竹田酒造店

アルコール飲料 入選 ARAKA OUTDOOR BEER 株式会社ヘルメス AnyMind Japan

アルコール飲料 入選 白晴レ ツバメヤ株式会社 堤酒造

アルコール飲料 入選 吉備土手下麦酒クラフトビール タイラーデザイン事務所 吉備土手下麦酒醸造所

アルコール飲料 入選 山の上ニューイ TANK株式会社 ヤッホーブルーイング

アルコール飲料 入選 YONA YONA ALE LIMITED TANK株式会社 ヤッホーブルーイング

アルコール飲料 入選 本格梅酒 鴬宿梅 至極二段 合同酒精株式会社 合同酒精

アルコール飲料 入選 初亀 純米大吟醸 東条山田錦 愛山 plus+ 初亀醸造

アルコール飲料 入選 Session IPA  NEED THE PLACE×UGO BAKUSHU モノクロ株式会社 マルシメ

アルコール飲料 エコパック ウェストロック株式会社 アサヒビール
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アルコール飲料 入選 岩崎醸造×wa-syu IWAI KAMOSHI-SPARKLING 相澤事務所株式会社 ジュン

アルコール飲料 入選 THE PIG'S PEARL PAPAYA IPA 株式会社G・ファーム G・ファーム

アルコール飲料 入選 LOG-GIN P.K.G.Tokyo Inc. ログ

アルコール飲料 入選 山縣 対馬デザイン事務所 酒商山田

アルコール飲料 入選 萩の鶴 Rシリーズ 対馬デザイン事務所 酒商山田

アルコール飲料 入選 錦鯉 丹頂 株式会社BULLET 今代司酒造

アルコール飲料 入選 錦鯉 黄金 株式会社BULLET 今代司酒造

アルコール飲料 入選 narai 杉の森酒造株式会社 杉の森酒造

アルコール飲料 入選 発酵レモンサワー emuni キリンビール

アルコール飲料 入選 JUYONDAI emuni JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
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一般飲料 金賞 クラフトボス ブラック、ラテ、微糖 サントリー サントリー

一般飲料 銀賞 い・ろ・は・す 天然水ラベルレス 株式会社GKグラフィックス 日本コカ・コーラ

一般飲料 銅賞 RIN 株式会社cosmos りんごと

一般飲料 入選 UCC 海外用BLACK無糖 株式会社つと UCC上島珈琲

一般飲料 入選 眠眠打破・強強打破・激強打破・眠眠打破　濃抹茶味 常盤薬品工業株式会社 常盤薬品工業

一般飲料 入選 ヤクルト「タフマン」 株式会社　電通 ヤクルト本社

一般飲料 入選 明治特選北海道牛乳 株式会社デザインメイト 明治

一般飲料 入選 かどやの柑橘ジュース MARU かどや

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

一般飲料 入選 YASO syrup 株式会社フレーム 越後薬草 

一般飲料 入選 越冬トマト 株式会社フレーム 曽我農園

一般飲料 入選 エクストロング エナジードリンク Interbrand japan マツキヨココカラ＆カンパニー

一般飲料 入選 ピンクグレープフルーツ100% 株式会社トムテ トモヱ乳業

一般飲料 入選 THE STRONG天然水スパークリング サントリー サントリー

一般飲料 入選 伊右衛門京都ブレンド サントリー サントリー

一般飲料 入選 クラフトボス フルーツティー、レモンティー サントリー サントリー

一般飲料 入選 こはるコーラ LANDOR & FITCH 世嬉の一酒造

一般飲料 入選 明治 Yurumilt 株式会社ベネディクト 明治

一般飲料 入選 三ツ矢特濃オレンジスカッシュ、三ツ矢特濃グレープフルーツスカッシュ 株式会社ベネディクト アサヒ飲料

一般飲料 入選 三ツ矢サイダー 株式会社ベネディクト アサヒ飲料

一般飲料 入選 フナマチ珈琲 東洋製罐グループホールディングス株式会社 アシード　

一般飲料 入選 アサヒ 十六茶 PET630mlダイレクトマーキングボトル アサヒ飲料株式会社 アサヒ飲料

一般飲料 入選 ビタミンレモン ゼリー 株式会社イフカンパニー ハウスウェルネスフーズ

一般飲料 入選 GREENS カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選 畑うまれのやさしいミルク カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選 野菜生活100 Care+シリーズ カゴメ株式会社 カゴメ

一般飲料 入選 十六茶 株式会社日本デザインセンター アサヒ飲料 

一般飲料 入選 エルビー ワールドトリップ 有限会社BLACK BEANS エルビー

一般飲料 入選 和のハーブシロップ office,m むすぶ

一般飲料 入選 京都宇治玉露 玉兎 シュンビン株式会社 京都府茶協同組合

一般飲料 入選 ノンアルコールクラフト甘酒 aiMIKI STUDIO 湯本味噌

一般飲料 入選 KIRIN LEMON emuni キリンビバレッジ
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金賞

特別審査員賞

太刀川英輔

菓子 銀賞 All-win チョコレート EDING:POST inc. Dari K 

菓子 銅賞 森永ミルクキャラメル 凸版印刷株式会社 森永製菓

菓子
特別審査員賞

辻愛沙子
IRODORI CHOCOLATE Study and Design マザーハウス

菓子 入選 バトンドール バラ＆スミレ 有限会社永島学デザイン室 江崎グリコ

菓子 入選 バトンドール リシェエドゥ 有限会社永島学デザイン室 江崎グリコ

菓子 入選 Indonesia Origins Study and Design マザーハウス

菓子 入選 きなこもちあめ 株式会社CLAP カンロ

菓子 入選 DO Cacao chocolate 株式会社ロッテ ロッテ

菓子 入選 文の助茶屋　わらび餅 株式会社ステイツ 文の助茶屋

菓子 入選 文の助茶屋　本生わらびもち　無比・好日 株式会社ステイツ 文の助茶屋

菓子 入選 カルビー CRAFTCalbeeじゃがいもチップス 株式会社インプロバイド カルビー

菓子 入選 Pâtisserie mimi 株式会社6D-K パティスリーミミ

菓子 入選 CACAOLOGY 株式会社エイトブランディングデザイン 新世

菓子 入選 yu nagaba ×Calbee カルビー株式会社 カルビー

菓子 入選 りんごのおやつ カルビー株式会社 カルビー

菓子 入選 CHIPS NEXT カルビー株式会社 カルビー

菓子 入選 極噛 戦う男の噛むタブレット 株式会社デザインメイト カバヤ食品

菓子 入選 昔なつかしアイスクリン MARU オハヨー乳業

菓子 入選 マルハチフクレ　ふくれ菓子セット Ban Design Studio まるはちふくれ菓子

菓子 入選 じゃがりこ　細いやつ（仮称） 株式会社デジーロ カルビー

菓子 入選 桂新堂のえびせんべい 株式会社MITAI 桂新堂

菓子 入選 ISPAHAN 株式会社サン・アド 虎屋

菓子 入選 TORAYA AN STAND 株式会社サン・アド 虎玄

菓子 入選 メリー スイーツビュッフェ 株式会社メリーチョコレートカムパニー メリーチョコレートカムパニー

菓子 入選 メリー はじけるキャンディチョコレート。 株式会社メリーチョコレートカムパニー メリーチョコレートカムパニー

菓子 入選 ルル メリー バレンタイン商品パッケージ 株式会社メリーチョコレートカムパニー メリーチョコレートカムパニー

菓子 入選 日本のクラフト酒チョコレートYOIYO 株式会社電通 ロッテ

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

菓子 入選 板チョコアイス 背表紙パッケージ 株式会社オリコム 森永製菓

菓子 入選 しましまうまうまバー、とらとらうまうまバー 森永製菓株式会社 森永製菓

菓子 入選 ダースリニューアル 森永製菓株式会社 森永製菓

菓子 入選 湖池屋Theシリーズ 株式会社ライトパブリシティ 湖池屋

菓子 入選 キットカット ハートフルベアー 株式会社ブラビス・インターナショナル ネスレ日本

菓子 Loopキシリトールガム 株式会社ロッテ ロッテ
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菓子 入選 キットカット ショコラトリー Pick To Mix 株式会社ブラビス・インターナショナル ネスレ日本

菓子 入選 Uchi Cafe くろぎ 株式会社ノット・フォー ロッテ

菓子 入選 ST.VALENTINE'S COLLECTION 2022 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂パーラー

菓子 入選 ザ・キビダンゴ 株式会社ケイズ・ユニット 中山昇陽堂

菓子 入選 里宮大正餅笹だんご 株式会社ネオス 江口だんご

菓子 入選 MINTIA+MASK 株式会社日本デザインセンター アサヒグループ食品 

菓子 入選 タコシン アイデアパッケージ株式会社 アイデアパッケージ 

菓子 入選 純喫茶グミ アイデアパッケージ株式会社 アイデアパッケージ

菓子 入選 グミだよ。 アイデアパッケージ株式会社 春日井製菓

菓子 入選 紅ショウガ天ポテトチップス、しば漬け風ポテトチップス アイデアパッケージ株式会社 アイデアパッケージ 

菓子 入選 HOKKAIDO SWEETS SELECT、KINOTOYA SWEETS ASSORT KD きのとや

菓子 入選 北海道洋菓子 きのとや ギフトパッケージ KD きのとや

菓子 入選 北海道神宮銘菓 御神木をテーマにしたサブレー 福かしわ KD きのとや

菓子 入選 BILLY - BREAD MEISTER 相澤事務所株式会社 もめん弥

菓子 入選 ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ 相澤事務所株式会社 ヨックモック

菓子 入選 ロマンの森 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 贅沢茶の菓 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 やわらかないすアップルパイ 三木健デザイン事務所 ロマンライフ

菓子 入選 湖池屋 愛をコメて 株式会社ライトパブリシティ 湖池屋

菓子 入選 カエルのういろう Peace Graphics 青柳総本家

菓子 入選 おすきなひとくちシリーズ　 株式会社ロッケン 金吾堂製菓

菓子 入選 蒸ヨンカク ハヤシデザイン 松木菓子舗

菓子 入選 虎屋パリ店40周年記念羊羹 株式会社サン・アド 虎屋

菓子 入選 アグロフォレストリーミルクチョコレート P.K.G.Tokyo Inc. 明治

菓子 入選 ガーナ マリアージュ P.K.G.Tokyo Inc. ロッテ

菓子 入選 Floche Mama 生カステラ LAND フロッシュママ

菓子 入選 パティスリー エイバヤシ SHUTTLE パティスリー エイバヤシ

菓子 入選 パパキャラメルチーズケーキ SHUTTLE パティスリー エイバヤシ

菓子 入選 奥出雲山蜜ロール、山蜜プリン SHUTTLE クロード

菓子 入選 STRAS COOKIE SHUTTLE パティスリー ストラスブール

菓子 入選 資生堂パーラー バレンタイン2021 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂パーラー

菓子 入選 黒蜜まんじゅう 株式会社BULLET 春華堂

菓子 入選 江崎グリコ ビスコ 有限会社川路ヨウセイデザインオフィス 江崎グリコ

菓子 入選 カルビー DELISH TIME 有限会社川路ヨウセイデザインオフィス カルビー

菓子 入選 カルビー ポテトチップスクリスプ 有限会社川路ヨウセイデザインオフィス カルビー

菓子 入選 おこめ心地 emuni 湖池屋
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化粧品 金賞 雪肌精クリアウェルネス 株式会社コーセー コーセー

化粧品 銀賞 ON & DO Sayuri Studio, Inc. MTG

化粧品 銅賞 ポーラ B.A 株式会社ポーラ ポーラ

化粧品 入選 to/one skincare underline graphic マッシュビューティーラボ

化粧品 入選 to/one Petal Float Eye Shadow underline graphic マッシュビューティーラボ

化粧品 入選 LILYBROWN × to/one  Nail Polish underline graphic マッシュスタイルラボ

化粧品 入選 SINCSINK PHウォーターフルシートマスク underline graphic スタイリングライフ・ホールディングス

化粧品 入選 エリクシール限定デザインボトル 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

化粧品 入選 資生堂オイデルミン 150周年アニバーサリーエディション 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

化粧品 入選 DOLLY WINK SALON EYE LASH 電通 コージー本舗

化粧品 入選 ファシオ 株式会社コーセー コーセー

化粧品 入選 ポーラ B.A ベースメーク 株式会社ポーラ ポーラ

化粧品 入選 ポーラ ホワイトショット 株式会社ポーラ ポーラ

化粧品 入選 CICA method 株式会社カナリア コジット

化粧品 入選 GATSBY CICA DEEP MEDI CREAM 梶 安紀子 マンダム

化粧品 入選 イプサ ME コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品 入選 イプサ ザ・タイムR アクア 限定ボトルセット コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品 入選 イプサ セラム0（3サイズ） コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品 入選 イプサ セラム0アイ コミュニケーションデザイン研究所 イプサ

化粧品 入選 SHISEIDO Chinese New Year Limited Edition 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

化粧品 入選 セフィーヌファンデーションパッケージ渡辺直美限定デザイン 株式会社ヘルメス セフィーヌ

化粧品 入選 ViTAM 株式会社ヘルメス ペスカインターナショナル

化粧品 入選 AKOMEYA H&B 酒粕スキンケア 株式会社ノット・フォー  AKOMEYA TOKYO

化粧品 入選 THE GINZA  パルファム 松本 泉 資生堂

化粧品 入選 シンピスト 株式会社北の達人コーポレーション 北の達人コーポレーション

化粧品 入選 WASO 資生堂クリエイティブ株式会社  資生堂

化粧品 入選  Aqua Gel Lip Palette 資生堂クリエイティブ株式会社  資生堂

化粧品 入選 Clé de Peau Beauté SYNACTIF 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

化粧品 入選 AAAA. 株式会社イチデザイン Nuzzle

化粧品 入選 オルビスブライト オルビス株式会社 オルビス 

化粧品 入選 オルビス リンクルホワイト UV プロテクター オルビス株式会社 オルビス 

化粧品 入選 kiu 祈雨 関 翔吾 めのや

化粧品 入選 PAUL & JOE FURRY COMPACT 株式会社アルビオン アルビオン

化粧品 入選 IGNIS io 株式会社アルビオン アルビオン

化粧品 入選 2021 年ホリデーコレクション 「Garden of splendor」 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

化粧品 入選 アクアレーベル  アクアウェルネス 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂ジャパン

化粧品 入選 米の恵み 株式会社BULLET 白鶴酒造

化粧品 入選 万物資生 ライフデュー 資生堂クリエイティブ会社 資生堂
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2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

ボディ＆ヘルスケア 銀賞 LIPPS HAIR WAX グラフ株式会社 リップス

ボディ＆ヘルスケア 銀賞 yuskin 株式会社エイトブランディングデザイン ユースキン製薬

ボディ＆ヘルスケア 銅賞 砺波野スピリット・岩瀬野スピリット 富山スガキ株式会社 若鶴酒造、桝田酒造店

ボディ＆ヘルスケア 入選 enu 有限会社 白井デザイン研究所 中野製薬

ボディ＆ヘルスケア 入選 Milbon  DOOR 株式会社GKグラフィックス ミルボン

ボディ＆ヘルスケア 入選 クリニカ MIGACOT（ミガコット） ライオン株式会社 ライオン

ボディ＆ヘルスケア 入選 青のキレイキレイ シリーズ ライオン株式会社 ライオン

ボディ＆ヘルスケア 入選 COREME、COREME FINERGY 株式会社カナリア アリミノ

ボディ＆ヘルスケア 入選 TWOOL 株式会社カナリア 粧美堂

ボディ＆ヘルスケア 入選 LebeL ONE 株式会社カナリア タカラベルモント

ボディ＆ヘルスケア 入選 GATSBY インバスシリーズ 梶 安紀子 マンダム

ボディ＆ヘルスケア 入選 KASUI 株式会社アジュバンコスメジャパン アジュバンコスメジャパン

ボディ＆ヘルスケア 入選 Re:>>> 株式会社アジュバンコスメジャパン アジュバンコスメジャパン

ボディ＆ヘルスケア 入選 資生堂プロフェッショナル　サブリミック　アデノバイタル コミュニケーションデザイン研究所 資生堂プロフェッショナル

ボディ＆ヘルスケア 入選 ma&me Latte outbath Interbrand japan クラシエホームプロダクツ 

ボディ＆ヘルスケア 入選 ma&me  LOHACOパッケージ Interbrand japan クラシエホームプロダクツ 

ボディ＆ヘルスケア 入選 N organic HOME バスミルク 株式会社シロク シロク

ボディ＆ヘルスケア 入選 ベンザブロックプレミアム 株式会社サン・アド アリナミン製薬

ボディ＆ヘルスケア 入選 INRYU 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

ボディ＆ヘルスケア 入選 エステーPRO  Dr.Clean+ 株式会社プロモーションズライト エステー

ボディ＆ヘルスケア 入選 ネピア Whito Premium 株式会社プロモーションズライト 王子ネピア

ボディ＆ヘルスケア 入選 Canael Style 株式会社ヘルメス インターコスメ

ボディ＆ヘルスケア 入選 パックスオリー バニスター株式会社 太陽油脂

ボディ＆ヘルスケア 入選 シック・ジャパン　リニューアルパッケージ 株式会社博報堂プロダクツ シックジャパン

ボディ＆ヘルスケア 入選 Kuu 株式会社原宿デザイン 空

ボディ＆ヘルスケア 入選 Hita 株式会社日本デザインセンター タカラベルモント 

ボディ＆ヘルスケア 入選 Schick5 ホルダー（替刃2個入)　・　Schick5 替刃 凸版印刷株式会社 シック・ジャパン

ボディ＆ヘルスケア 入選 ALLIE×URBAN RESEARCH 凸版印刷株式会社 カネボウ化粧品

ボディ＆ヘルスケア 入選 SPUN MASK 医食同源ドットコム 医食同源ドットコム

ボディ＆ヘルスケア 入選 サンカット　プロディフェンス コーセーコスメポート株式会社 コーセーコスメポート

ボディ＆ヘルスケア 入選 浅田飴糖衣 株式会社浅田飴 浅田飴

ボディ＆ヘルスケア 入選 XYC（クロスワイシー） 株式会社TCD シーボン

ボディ＆ヘルスケア 入選 THE NMN5000 PREMIUM 株式会社T3デザイン TOKYO通販

ボディ＆ヘルスケア 入選 ミュゼコスメ ミルクローション 株式会社T3デザイン ミュゼプラチナム

ボディ＆ヘルスケア 入選 coculme 株式会社T3デザイン ヤクルト本社

ボディ＆ヘルスケア 入選 HCE 有限会社ヘルベチカ クラシエホームプロダクツ販売

ボディ＆ヘルスケア 入選 .Me（ドットミー） P.K.G.Tokyo Inc. ホーユー

ボディ＆ヘルスケア 入選 ブラックウルフ P.K.G.Tokyo Inc. 大正製薬
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2022年9月14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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

ボディ＆ヘルスケア 入選 ユニチャーム　ソフィSPORTS 株式会社PLUG ユニチャーム

ボディ＆ヘルスケア 入選 Ban シャワーシート 株式会社ヒダマリ ライオン

ボディ＆ヘルスケア 入選 Joy.coco  Alcohol Hand Spray　ジョイココ モイストハンドスプレー Lifeingen アクシス

ボディ＆ヘルスケア 入選 COCOROOT 株式会社SHIRO 新日本製薬



日本パッケージデザイン大賞2023 入選リスト（※作品表記は順不同） 

2022年9月14日発表
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部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

金賞

特別審査員賞

左合ひとみ

ホームケア＆電化製品・雑貨 銀賞 ASTIGU 株式会社日本デザインセンター アツギ 

ホームケア＆電化製品・雑貨 銅賞 ふらふら 株式会社つと つと

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 FLY OFF 株式会社つと つと

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 kukka 株式会社ライツデザイン ヒナタビ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 ソフラン プレミアム消臭 0.00 ( ウルトラゼロ ) ライオン株式会社 ライオン

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 河野製紙『抗ウイルス・抗菌シリーズ』 Oshidori 河野製紙

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 アタック ZERO ( カインズ限定 デザインボトル ) 株式会社cosmos 花王

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 QUALTA 株式会社cosmos 富士里和製紙

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 Penon 株式会社カナリア ぺノン

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 HADO（刃道） 村上紙器工業所 福井

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 hana to mi さるいのデザイン フレーバーライフ社

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 アリエール　Pro Clean Interbrand japan Ｐ＆Ｇジャパン 

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 matsukiyo トイレットペーパー Interbrand japan  マツキヨココカラ＆カンパニー

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 バスマジックリン　エアジェット 花王株式会社 花王

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 量り売り堂 花王株式会社 花王

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 OBSOLETE TOZAKI DESIGN バンダイナムコアーツ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 CAMPING HANABI 葛城煙火株式会社 葛城煙火

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 NAUTICA JAPAN Package System 株式会社 Beatness NAUTICA JAPAN　

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 AdBlue 共同印刷株式会社 伊藤忠エネクス 

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 EarZzz basic 株式会社中本本店LIGHTS LAB グローバルロード

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 TOILET ROLL 株式会社グランドデラックス セキ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 MR.SMITH　OGA-TAN 株式会社ケイズ・ユニット ミスター・スミス

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 くらしwelcia 株式会社CC ウエルシア薬局

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 なみへいロール 三原美奈子デザイン 中野木型製作所カミシマイ研究室

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 HAKOSHIMAI 三原美奈子デザイン 中野木型製作所カミシマイ研究室

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 老舗の和環屋 渡辺デザイン事務所 平和メディク

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 Ready to 株式会社マーナ マーナ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 Shupatto ミニマルバッグ Drop 6L / 12L 株式会社マーナ マーナ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 Shupatto コンパクトバッグ S / M / L 株式会社マーナ マーナ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 かきたい！えんぴつ GOOD MORNING ホリタ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 ツボエのSHIRO kuriyama kaoru design ツボエ

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 木製ペングリップのパッケージ 株式会社ピース 箱豊製函

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 桧と杉 株式会社ピース 協和木材

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 ファーファ ファインフレグランス 株式会社モリックス NSファーファ・ジャパン

ホームケア＆電化製品・雑貨 入選 EUGREEN 株式会社真ん中 阪急ハロードッグ

ホームケア＆電化製品・雑貨 オリジナルブレンドマテリアル : 『WF-1000XM4』パッケージ ソニーグループ株式会社 ソニー
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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

部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

贈答品 金賞 資生堂2020年度創立記念品 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

贈答品 銀賞 おうちで駄菓子屋さん 株式会社クラウン・パッケージ チーリン製菓

贈答品 銀賞 山のくじら舎 株式会社BULLET 山のくじら舎

贈答品 銅賞 鮨いその 鮨屋の塩辛 KD 鮨いその

贈答品 入選 洞爺天日甘酒 株式会社インプロバイド 月香

贈答品 入選 Little drip（トリュフナッツハニー・コーヒーショコラハニー） 株式会社クラウン・パッケージ 秋田屋本店

贈答品 入選 孫右衛門　ギフトボックス 株式会社cosmos 孫右衛門

贈答品 入選 Ishida Coffee Sitoh inc. 石田珈琲店

贈答品 入選 PAGE no KOME PAGE株式会社 PAGE

贈答品 入選 makimono PAGE株式会社 PAGE 

贈答品 入選 Rakuten Mother's Day Wrapping 楽天グループ株式会社 楽天デザインラボ 楽天グループ

贈答品 入選 ザ・プレミアムモルツ2021年お歳暮AMAZON限定 サントリー サントリー

贈答品 入選 プロモーションズライト　いちごいちえ 株式会社プロモーションズライト プロモーションズライト

贈答品 入選 meiji THE Chocolate 発酵アソート / 焙炒アソート 株式会社プロモーションズライト 明治

贈答品 入選 ブラビス・インターナショナル 25周年おみくじチョコ 株式会社ブラビス・インターナショナル ブラビス・インターナショナル

贈答品 入選 ブラビス・インターナショナル 24周年記念ビール 株式会社ブラビス・インターナショナル ブラビス・インターナショナル

贈答品 入選 富士山人参 yuichiro design 就労支援センターNEST

贈答品 入選 駿河版活字シュガー　コーヒーセット 凸版印刷株式会社 印刷博物館

贈答品 入選 Willows（紅茶にあう ういろう） Peace Graphics 青柳総本家

贈答品 入選 Bulky Ball 株式会社BULLET 大和板紙

贈答品 入選 阿波照 AD FAHREN 日和ファーム

贈答品 入選 STRAWBERRY SPREAD  ASSORT AD FAHREN いせや農場
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部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

輸送用ケース 金賞 アイ(eye)アムミカン MARU かどや

輸送用ケース 銀賞 ホリデーSPECIAL BOX レンゴー株式会社 デサントジャパン

輸送用ケース 銅賞 お米用段ボールケース 王子産業資材マネジメント株式会社 農産ベストパートナー

輸送用ケース 入選 APPLE RABBIT 株式会社つと 近藤しづ江

輸送用ケース 入選 SUN＆LIV　ランラン♪ラ・フランス、ランラン♪ブドウ 王子コンテナー株式会社 山形食品

輸送用ケース 入選 DO Cacao CACAO&HOP 株式会社ロッテ ロッテ

輸送用ケース 入選 ゆらみかん レンゴー株式会社 ＪＡ　静岡市 

輸送用ケース 入選 HOCUS POCUS Sitoh inc. ホーカスポーカス

輸送用ケース 入選 シーズナルカートン 王子産業資材マネジメント株式会社 日本アムウェイ 

輸送用ケース 入選 いちご輸送箱 王子産業資材マネジメント株式会社 田口いちごファーム

輸送用ケース 入選 Dua　ONLINE 発送用オリジナルBOX 株式会社みずうみデザイン室 Dua

輸送用ケース 入選 薗田農園　みつばちが運んだ完熟マンゴー daichusho 薗田農園

輸送用ケース 入選 勝浦熟成みかん AD FAHREN 勝浦町役場
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部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

VI・BI 大賞 BAUM 資生堂クリエイティブ（株） 資生堂

VI・BI 銀賞 新宿 北村写真機店 株式会社6D-K キタムラ

VI・BI 銅賞 佐藤堂VI arica design inc. パフェ、珈琲、酒、佐藤

VI・BI 入選 KIHACHI FOOD HALL Oshidori サザビーリーグ アイビーカンパニー

VI・BI 入選 för ägg Sitoh inc. フェルエッグ

VI・BI 入選 福和蔵 井村屋株式会社 井村屋

VI・BI 入選 七味家本舗ブランディング 株式会社GK京都 七味家本舗

VI・BI 入選 平城苑 株式会社エイトブランディングデザイン 平城苑

VI・BI 入選 NIIGATA 1◯◯ 株式会社フレーム NIIGATA 1◯◯

VI・BI 入選 FARM GENTS 株式会社フレーム ファームジェンツ

VI・BI 入選 京都 宇治香園パッケージシリーズブランディングデザイン 有限会社マサミデザイン 宇治香園

VI・BI 入選 規格外乾燥野菜ブランド OYAOYA ポーラーデザイン OYAOYA

VI・BI 入選 私と苺 ストライド ガイアとなみ

VI・BI 入選 クロワッサンの店 yuichiro design シードコーポレーション

VI・BI 入選 暮らしの香り 株式会社ライトパブリシティ リヴィングウィズセンツ

VI・BI 入選 「滴印」シリーズ 株式会社STUDIO K 伊集院製油

VI・BI 入選 ancora 株式会社原宿デザイン プラス

VI・BI 入選 MonotaRo 株式会社原宿デザイン モノタロウ

VI・BI 入選 レモン菓子専門店 レモンノキ 株式会社ヒダマリ レモンノキ

VI・BI 入選 草花木果 植物シリーズ 株式会社ヒダマリ キナリ

VI・BI 入選 KOSEN emuni 鍋島虎仙窯

VI・BI 入選 JINS × FUJISUBARU 矢野恵司 ジンズホールディングス,  富士スバル
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部門カテゴリー名 入選 作品名 応募者名 クライアント名

VI・BI 大賞 BAUM 資生堂クリエイティブ（株） 資生堂

アルコール飲料 金賞 BATON OUWN 箕面ビール

一般飲料 金賞 クラフトボス ブラック、ラテ、微糖 サントリー サントリー

金賞

特別審査員賞

太刀川英輔

化粧品 金賞 雪肌精クリアウェルネス 株式会社コーセー コーセー

金賞

特別審査員賞

左合ひとみ

贈答品 金賞 資生堂2020年度創立記念品 資生堂クリエイティブ株式会社 資生堂

輸送用ケース 金賞 アイ(eye)アムミカン MARU かどや

食品 銀賞 福､笑い 株式会社電通東日本 福島県

アルコール飲料 銀賞 YASO Absinthe 株式会社フレーム 越後薬草

一般飲料 銀賞 い・ろ・は・す 天然水ラベルレス 株式会社GKグラフィックス 日本コカ・コーラ

菓子 銀賞 All-win チョコレート EDING:POST inc. Dari K 

化粧品 銀賞 ON & DO Sayuri Studio, Inc. MTG

ボディ＆ヘルスケア 銀賞 LIPPS HAIR WAX グラフ株式会社 リップス

ボディ＆ヘルスケア 銀賞 yuskin 株式会社エイトブランディングデザイン ユースキン製薬

ホームケア＆電化製品・雑貨 銀賞 ASTIGU 株式会社日本デザインセンター アツギ 

贈答品 銀賞 おうちで駄菓子屋さん 株式会社クラウン・パッケージ チーリン製菓

贈答品 銀賞 山のくじら舎 株式会社BULLET 山のくじら舎

輸送用ケース 銀賞 ホリデーSPECIAL BOX レンゴー株式会社 デサントジャパン

VI・BI 銀賞 新宿 北村写真機店 株式会社6D-K キタムラ

食品 銅賞 闇採りスイートコーン 株式会社グランドデラックス peakfarm

銅賞

特別審査員賞

花澤裕二

一般飲料 銅賞 RIN 株式会社cosmos りんごと

菓子 銅賞 森永ミルクキャラメル 凸版印刷株式会社 森永製菓

化粧品 銅賞 ポーラ B.A 株式会社ポーラ ポーラ

ボディ＆ヘルスケア 銅賞 砺波野スピリット・岩瀬野スピリット 富山スガキ株式会社 若鶴酒造、桝田酒造店

ホームケア＆電化製品・雑貨 銅賞 ふらふら 株式会社つと つと

贈答品 銅賞 鮨いその 鮨屋の塩辛 KD 鮨いその

輸送用ケース 銅賞 お米用段ボールケース 王子産業資材マネジメント株式会社 農産ベストパートナー

VI・BI 銅賞 佐藤堂VI arica design inc. パフェ、珈琲、酒、佐藤

菓子
特別審査員賞

辻愛沙子
IRODORI CHOCOLATE Study and Design マザーハウス

アルコール飲料 エコパック ウェストロック株式会社 アサヒビール

菓子 Loopキシリトールガム 株式会社ロッテ ロッテ

ホームケア＆電化製品・雑貨 オリジナルブレンドマテリアル : 『WF-1000XM4』パッケージ ソニーグループ株式会社 ソニー


	Awards2023List_入賞決定後パワポ冒頭220928.pdf
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