デザインイベント開催のご案内

2017 年 5 月 10 日（水）■

時代をリードするデザイナーを多数輩出！
桑沢デザイン研究所 同窓会主催の「デザイン賞」
第 25 回

● 送信者

お問い合わせ先

桑沢デザイン研究所同窓会事務局

桑沢賞

伊草喜久江
150-0041 渋谷区神南 1- 4-17
T 03-3462-4029 F 03-3462-4090

表彰式・記念パーティが開催されます

E-mail info@kds-doso.net
URL  http://www.kds-doso.net/

桑沢デザイン研究所同窓会は、桑澤洋子の業績を記念して、
1992 年に《桑沢賞》を制定し、本年度で第 25 回を迎えます。
《桑沢賞》の対象は造形的なデザイン領域にとどまらず、
その活動が桑澤洋子のデザイン思想を現代に具現するものと認められた方が、
各界の専門家により組織された桑沢賞選考委員会により
選ばれて受賞し、表彰されます。
今年も各領域で社会的価値の高い活動を続けておられる皆さまが
受賞されることとなり、下記の通り表彰式を開催する運びとなりました。
デザイン業界のメディアに関わる皆さまに、
記念すべき第 25 回の表彰式と記念パーティ（参加費 無料）に
ぜひご参加いただきたく、謹んでご案内申し上げます。
桑沢デザイン研究所同窓会 会長

高橋 俊之

桑沢賞…………………

吉泉 聡
桑沢特別賞……………

八十島博明

氏（アートディレクター）

氏（TAKT PROJECT 代表 / デザイナー）

山下 和正

氏（建築家）

加藤 公之

氏（エゾアムプリン製造所）

桑沢スピリット賞……

桑沢新人賞……………2016 年度の卒業生より選出（当日発表・表彰いたします。
）

日時

会場

2017 年 5 月 20 日（土）

18 : 30~21 : 00（会場 18 : 00）

18 : 30~19 : 30

授賞式

19 : 30~21 : 00

記念パーティ（立食形式）

原宿クエストホール

東京都渋谷区神宮前 1-13-14

Tel 03-3470-6331

JR 山手線原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前（原宿）駅より徒 1 分

第25回 [2017] 桑沢賞受賞者プロフィール

（敬称略）

桑沢賞本賞
高橋 俊之 Takahashi Toshiyuki [アートディレクター]
1994年、桑沢デザイン研究所グラフィック研究科卒業 1997年、有限会社G（ジー）設立
2006年、赤城乳業と共同で、 有限会社ガリガリ君プロダクションを設立。
1999年、新ガリガリ君を開発。以来、ガリガリ君のイラスト、パッケージ、CM、広告、
イベントなど、ライセンス商品のパッケージや販促物に至るまで、
「たのし！おいし♡うれし♪」をコンセプトにガリガリ君デザインの全てに関わっている。
タイを中心とした東南アジアへの海外進出における『ガリガリ君』の販促、イベントなど
のディレクションも担当。
2016年には、ガリガリ君のパッケージデザインでグッドデザイン賞を受賞。
またポッカサッポロのリボンちゃんのキャラクターリニューアルを担当。
ポッカサッポロ、KIRINなどのパッケージデザインや、NIKKA（ニッカ）、SONY、
Office DEPOT(オフィスデポ)などの広告デザイン、ラグビーTOP LEAGUE(トップリーグ) のロゴマーク、
100年に一度の渋谷大改革を始めている東急グループのCMなどを手掛けている。

吉泉 聡 Satoshi Yoshiizumi [TAKT PROJECT代表/デザイナー]
2005 年、東北大学工学部機械知能工学科を卒業後、桑沢デザイン研究所総合デザイン科入学。
同年秋の桑沢祭にて、KDS グランプリを獲得。その際、審査員だったデザインオフィスnendoの
代表 佐藤オオキ氏にスカウトされ、2006年、研究所を中退。
2008年までnendo に在籍し、ミラノデザインウィークのLEXUSなどの企業展示や、
NAOSHIMA STANDARD2 サイン計画、21_21 DESIGN SIGHTなどのプロジェクトを担当。
2008年より、ヤマハ株式会社デザイン研究所に在籍し、オーディオデザイングループにて、
ゼネラルオーディオ、音楽制作機器などのデザインを担当。
2013年、nendo出身のメンバーとともに、デザインファームTAKT PROJECT(タクトプロジェクト)株式
会社を共同設立。DESIGN THINK+DO TANK を掲げ、スタートアップから大企業、大学、研究機関、
行政機関など、幅広いクライアントと共に、「別の可能性をつくる」様々なプロジェクトを展開して
いる。クライアントワークと平行し、実験的な自主研究プロジェクトを行い、
国内外の美術館やデザインインベントで発表・招聘展示。その研究成果をベースに、様々なクライアントとコラボレーションしている。
主な展示として、ミラノサローネ、AnyTokyo、メゾン・エ・オブジェ・パリ、香港M+など多数。
主な受賞歴として、グッドデザイン賞、SDA賞、ディスプレイ産業優秀賞（経済産業省商務情報政策局長賞）、台湾Young Talents Award、
ドイツRed Dot Design Award、ドイツiF Design Awards、Design Miami/ Swarovski Designers of the Future Award 2017など多数。

桑沢特別賞
山下 和正 Yamashita Kazumasa [㈲山下和正建築研究所 代表取締役/建築家]
1959年、桑沢デザイン研究所 リビングデザイン夜間部卒業、東京工業大学建築学科卒業。
卒業後、日建設計工務株式会社に勤務。
1964年〜67年、独英の設計事務所やロンドン市役所に勤務。その後、日建に復帰。
1969年、東京造形大学デザイン学科助教授に就任。
1971年、有限会社山下和正建築研究所を設立。
1990年、東京工業大学教授。
主な作品として
京都市の顔の家、東京都港区のフロム・ファーストビル、数寄屋橋交番、六本木ピラミデなど。
主な受賞歴として
1958年、設計競技＜明日の小住宅＞ 1位受賞
1977年、フロム・ファーストビルで 日本建築学会賞[作品賞]
1986年、西神ニュータウンで、まちづくり設計競技[建設大臣賞]
2000年、山形新幹線新庄駅他で、やまがた景観デザイン賞[県知事賞] と、
鉄道建築協会賞[運輸省鉄道局長賞]など多数の受賞歴あり。
古地図（こちず）のコレクターとしても知られ、国際古地図収集家協会の日本代表を務め、
著書「江戸時代 古地図をめぐる」を執筆。個人では日本一のコレクターと言われている。
また、『明日の桑沢を考える会』のコアメンバーとして活動。桑沢デザイン研究所で指導するなど、永年にわたり後進への教育にも携わった。

桑沢スピリット賞
加藤 公之 Kouichi Kato [エゾアムプリン製造所]
1989 年、桑沢デザイン研究所グラフィックデザイン科卒業。
グラフィックデザイナーとして活動した後、
2004 年 プリンの移動販売を開始。
2006 年 北海道富良野市に移住。
市街地から離れた小高い丘の上に、プリンをつくる小屋を自ら作り、エゾアムプリン製造所を開業。
材料は全て北海道産、製造は全て手作業で行い、全国から注文が入る人気店となる。
一日に18 個しか製造できないので、道外からの注文は1 年以上の予約待ちとなる。
また自宅も自らの手で改築したりと、まさに桑沢スピリット全開の活動といえる。

受賞者一覧

（敬称略）

桑沢特別賞

桑沢賞（本賞）

桑沢地域賞・特別顕彰

第 1 回［1993］

朝倉 摂、佐藤忠良

内田 繁、戸田ツトム

第 2 回［1994］

清家 清

矢島 功、奥村靫正

今井徹也

第 3 回［1995］

亀倉雄策

児玉房子、矢萩喜従郎

榎本光伸

第 4 回［1996］

石元泰博、大辻清司

小林由紀雄、水谷孝次

戸田 保

第 5 回［1997］

植田いつ子、草刈 順

北岡節男、矢野宏史

梅原豊和

第 6 回［1998］

田中一光

栗原典善、田代 卓

伊東 恵

第 7 回［1999］

平田暁夫

工藤強勝、滝沢直己

石井賢俊

第 8 回［2000］

阿部公正

京極夏彦、藤田恭一

渡邊勢山
○△□賞

青葉益輝＋浅葉克己＋長友啓典
第 9 回［2001］

吉岡徳仁、眞田岳彦
エレファントデザイン
（西山浩平 + 枡本洋典）

第 10 回［2002］

五十嵐久枝、近藤一弥

第 11 回［2003］

研壁宣男、松本弦人

桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

中西元男

森 小夜子
桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

浅葉克己
第 12 回［2004］

オノデラユキ、清水久和

第 13 回［2005］

山本有子、石崎路浩、小川彰子

第 14 回［2006］

佐々木 苑子

伊勢功治、織咲 誠

吉永邦治

瀧澤久仁子
桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

中西元男、水谷孝次
第 15 回［2007］

第 16 回［2008］

青葉益輝

灘本唯人、内田 繁

山本昌美
flask（フラスコ）
（佐藤隆一＋松本直子）
村野めぐみ、髙橋正実

山田脩二
桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

矢吹申彦、WORKSHOP MU!!
（眞鍋立彦＋中山 泰＋奥村靫正）
奈良島知行
桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

横森美奈子
第 17 回［2009］

木村 勝

大久保裕文、牧 鉄馬

村松

昭

桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

うるまでるび
第 18 回［2010］

遠藤 享、高梨 豊

藤原カムイ、MUG

桑沢スピリット賞

第 19 回［2011］

羽生道雄

下田昌克、毘 堂

桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

第 20 回［2012］

戸村 浩、五味太郎

篠田太郎、石黒 望

桑沢スピリット賞

第 21 回［2013］

U.G. サトー、太田徹也

藤城成貴

桑沢デザイン・オブ・ザ・イヤー賞

第 22 回［2014］

榮久庵 憲司

石坂昌也、森井ユカ

桑沢スピリット賞

第 23 回［2015］

梅田正徳

岡本菜穂、高田唯

第 24 回［2016］

道吉 剛

小島奈保子、白根ゆたんぽ

坂本久仁子
山口信博
稲川淳二

齋藤芳弘、歳永ゆきね
菅原正豊、安齋 肇
桑沢スピリット賞

スチャダラパー（光嶋 誠、松本洋介）
合屋喜克
桑沢スピリット賞

葉山真理

