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弊社製品である「空気を洗う壁紙 ® クラフトライン」は
「PVC Design Award 2012  塩ビものづくりコンテスト 2012」において
特別賞を受賞いたしました。

http://www.vinyl-ass.gr.jp/pvcdesignaward/index.html

同賞は PVC（軟質塩ビ）の優れた加工特性、耐久性、リサイクル性を広く伝

え、産業活性と振興を目的としたコンテストです。基本的にアイデアやデ

ザインを提出→候補に挙がった製品に対し協賛メーカーが素材提供など

協力、オリジナルの製品として競うのですが、当社「空気を洗う壁紙 ® クラ

フトライン」は既に市場流通している製品応募枠で応募。異色の特別賞受

賞を果たしました。受賞寸評として「日本古来の意匠、デザインと新規消臭

機能を合わせもった製品が良い。資料、パンフレット等も判り易い。病院や

商業施設などの実績もある」と頂いており、デザインとカラーシステム及

び採用実績が社会貢献に繋がっている事が認めらました。昨年のグッドデ

ザイン賞に続き、産業活性を目的として応募し、認められたことはビニル

壁紙販売を主として生業としてる我々にとって、名誉ある賞をいただいた

と考えます。

大賞 PUSHION クッション 株式会社三洋　鈴木伸也

優秀賞 染めを履く 履物 SUNBOOT　森川良一

 エアーディンプルボール ボール 株式会社三洋　山崎正彦

特別賞 空気を洗う壁紙 クラフトライン 壁紙（塩化ビニール壁紙） ルノン株式会社　企画本部

 ORi 美 折り紙 東日本プラスチック製品加工協同組合　女子美術大学 春原けい

 Clear Rool　 ティッシュカバー 株式会社コボ　沖元晶一

 格子お財布ケースセット お財布 森松株式会社　大和田夕美

 エコロジーファッションバッグ オレンジクリアバッグ 株式会社 ミヤハン　成田治

 ポリペラペン ボールペン 土居裕彰　五十嵐彩乃

入賞 ダブルほたるソフトバッグ ソフトバッグ 森松株式会社　光田昭男

 窓貼りフィルム Wガード 遮熱用自己粘着性窓貼フイルム アキレス株式会社　石倉憲秀

 CYCLE SKIN 自転車カバー 梶本博司

 ピブロ 建築素材（ブロック） baums　室伏翼　山本亮

 イロミズ バスタブ保温カバー 吉田 真司（AUN2H4)

 MONO バッグ 高尾大地

 光を感じる服 衣装 曽我大樹

 Donut Oshibori おしぼり 中澤亮惣

 たためるサンダル ビーチサンダル 加藤修也

■主催
東日本プラスチック製品加工協同組合、中日本プラスチック製品加工協同組合、

西日本プラスチック製品加工協同組合、日本ビニール商業連合会、日本ビニル工業会、

塩ビ工業・環境協会

■後援
経済産業省、( 社 )日本インダストリアルデザイナー協会

■審査委員
大竹美知子 氏 審査委員長／共立女子大家政学部教授

秋山正 氏 東京都立産業技術研究センター技術支援係、主任研究員

熊谷彰博  氏 デザイナー

石橋勝利  氏 AXIS 誌編集長

■審査基準
テーマとの適合性

独創性：新規性や創造的な発想・表現がされているものか。

素材性：PVC の素材特性が活かされているものか。

実用性：実用的であり、市場のニーズや商品化の可能性があるものか。

環境性：環境配慮やリサイクルなど持続性があるものか。

「空気を洗う壁紙 ® クラフトライン」応募テーマと応募コメントを掲載いたします。

「（心地よい意匠と配色＋求められる機能性）×Soft PVC= 「癒し（ホスピタリティ）」空間の創造」であり、

「ビニル壁紙のデザインの表現の可能性のすばらしさと、エンボスが作り出す美しい表情。そして付加す

ることにより無限に広がる機能性の可能性。 その可能性を最大限利用し、賢く使用することで「塩化ビニ

ル」は素晴らしい素材であることを販売する立場から、更に実証していきたいと考えます。人が快適に過

ごすことの出来る空間創り。今求められる「癒し（ホスピタリティ）空間創り」の一助となるよう、ユーザー

の皆様に広く伝え、ご利用頂きたく思います。」

「PVC Design Award 2012  塩ビものづくりコンテスト2012」作品巡回展が
東京／大阪／名古屋会場で行われます。

■東京会場：六本木アクシスギャラリー　シンポジア
東京都港区六本木 5-17-1　☎03-5572-0800

2012 年 11月29日（木） ～ 12月 01日（土）10:00 ～ 19:00　( 最終日は 16:00まで )

地下鉄六本木駅 3番出口　徒歩 8分

■大阪会場：大阪科学技術センター　B101 会場
大阪市西区靱本町 1-8-4　☎06-6443-5324

2012 年 12月3日（月）11:00 ～ 17:00

地下鉄四つ橋線　本町駅 28 番出口徒歩 5分

■名古屋会場：三協化成産業株式会社　名古屋本店
名古屋市中村区名駅 3-12-12　竹生ビル　1階会場

2012 年 12月5日（水）11:00～17:00

名古屋駅桜通口　徒歩 5分

〒141-0031　東京都品川区西五反田 2-30-4 BR 五反田ビル 6F
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受賞式での西山社長と企画本部土井マネージャー

経済産業省大臣官房審議官渡辺宏氏（写真右）

審査委員長 /共立女子大学教授大竹美知子氏（写真右）


