
賞名 部門名 部門コード エントリNo 作品名 広告主 出品会社＆共同出品会社

銀賞 （1）薬品・医療雑貨 12 5 ワンデーアキュビュー店頭　ツール ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 大日本印刷株式会社  

銀賞 （2）トイレタリー 20 12 ケープFOR ACTIVE 2wayハンガー陳列台 花王株式会社 株式会社 システムコミュニケーションズ  

銀賞 （2）トイレタリー 20 28 ディアボーテ　ムーミントライアルディスプレイ梱		 クラシエホームプロダクツ株式会社		 レンゴー株式会社  

銀賞 （2）トイレタリー 22 34 ニベアメン 定番什器 ニベア花王株式会社 株式会社 システムコミュニケーションズ  

銀賞 （2）トイレタリー 22 39 BDW900什器バンブー＆グラスパターン シック・ジャパン株式会社 株式会社 美工  

銀賞 （3）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）A 31 47 スティーブンノル Madison58店頭演出ツール 株式会社コーセー 共同印刷株式会社  

銀賞 （3）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）A 31 53 タイガレイドカウンターディスプレイ コーセーコスメポート株式会社 株式会社 TANAX  

銀賞 （4）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）B 41 84 ELIXIR EIW/EIT ドラえもんコラボ什器 資生堂ジャパン株式会社 株式会社 TANAX  

銀賞 （4）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）B 41 90 LLL　ムースティントリップ21I　プロモ 株式会社エリザベス 株式会社 美工  

銀賞 （4）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）B 41 99 UZUW900カウンター 株式会社フローフシ 株式会社 レッグス  

銀賞 （5）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）C 51 109 マキアージュ　アイカラー販売台 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

銀賞 （5）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）C 51 120 プリエクラU W900展示台 株式会社スギ薬局 株式会社 美工  

銀賞 （5）「化粧品・カウンター」部門（販売・陳列機能）C 51 125 エリクシール　クリーム展示台		 資生堂ジャンパン株式会社		 レンゴー株式会社  

銀賞 （6）「化粧品・カウンター」部門（告知・演出機能）A 61 130 イグニスイオ クリスマスギフト演出セット 株式会社アルビオン 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

銀賞 （6）「化粧品・カウンター」部門（告知・演出機能）A 61 137 コフレ演出セット 株式会社アルビオン 東洋紙業株式会社  

銀賞 （7）「化粧品・カウンター」部門（告知・演出機能）B 71 147 インフィニティ ロイヤルフラワーコレクション訴求台 株式会社コーセー 共同印刷株式会社  

銀賞 （8）「化粧品・フロア」部門A 81 165 キスシュガースクラブ<スポンジボブ> レブロン株式会社 株式会社 エキスプレス社  

銀賞 （9）「化粧品・フロア」部門B 91 179 21ヴィセ秋後床置き販売台 株式会社コーセー 株式会社 美工  

銀賞 （11）オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ 111 196 転倒防止ムービングPOP パナソニック株式会社 株式会社 ビーツ  

銀賞 （11）オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ 112 198 BALMUDA Phone　棚上什器 バルミューダ株式会社　ソフトバンク株式会社 大日本印刷株式会社  

銀賞 （12）文具・ファッション小物・メガネ・時計 121 225 uniタッチペンカウンター什器 三菱鉛筆株式会社 株式会社 レッグス  

銀賞 （12）文具・ファッション小物・メガネ・時計 122 228 ジェットストリーム３色ボールペン デビュー販売容器 三菱鉛筆株式会社 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

銀賞 （12）文具・ファッション小物・メガネ・時計 122 237 イルミリーW900陳列台 株式会社パイロットコーポレーション 株式会社 美工  

銀賞 （13）家庭用品・生活家電/カウンター 131 256 21IonBoost W900展示台 パナソニック株式会社 株式会社 美工  

銀賞 （13）家庭用品・生活家電/カウンター 131 259 ライス＆クッカーUNX101_W600展示キット パナソニック株式会社 株式会社 美工  

銀賞 （14）家庭用品・生活家電/フロア 141 265 エアコン J-DT1スパン展示パネル 東芝ライフスタイル（株） 株式会社 エキスプレス社  

銀賞 （14）家庭用品・生活家電/フロア 141 274 非接触＆30秒体験に特化した、お試し什器！ パナソニック株式会社 株式会社 ビーツ  

銀賞 （15）食品 151 293 ハロウィン向け催事ボード		 プリマハム株式会社		 レンゴー株式会社  

銀賞 （15）食品 154 306 明治　わくわくおかしカー 株式会社明治 株式会社 フロウ  



銀賞 （16）飲料 161 310 デルモンテギフト立体POP キッコーマン食品株式会社 ワヨー株式会社  

銀賞 （21）ハンガーA 211 347 エリクシール　デーケアレボリューション吊下げ販売台 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

銀賞 （22）ハンガーB 221 375 大粒ラムネハンガー 森永製菓株式会社 凸版印刷株式会社  

銀賞 （22）ハンガーB 221 379 プリマヴィスタ事前紹介台兼ハンガー 花王株式会社 凸版印刷株式会社  

銀賞 （22）ハンガーB 221 383 メンズビゲン 白髪ケア 吊り下げDSP付きセット 株式会社ホーユー 株式会社 美工  

銀賞 （27）小型キット 271 411 スキコンＮ 店頭演出セット（22ホワイト後期） 株式会社アルビオン 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

銀賞 （29）POPパッケージ 291 438 Google Nest Gift Package グーグル合同会社 大日本印刷株式会社  

銀賞 （32）プロモーション・スペースデザイン 321 461 駅ナカでのショールーミング実証実験店舗 株式会社JR東日本クロスステーションデベロップメントカンパニー 大日本印刷株式会社  


