2019 日本パッケージングコンテスト入賞作品一覧(速報)

※詳細は後日更新予定

経済産業大臣賞
『
“お手軽輸送、楽々梱包できる”ドローン運搬箱』㈱デンソーロジテム
経済産業省産業技術環境局長賞
『
「グリナ®」
「アミノエール®」スティック 6 本入り』味の素㈱
経済産業省製造産業局長賞
『40 年来の課題 大型重量物木枠包装から All 段ボール包装実現』
ダイキン工業㈱／津和産業㈱／中津川包装工業㈱
日本商工会議所会頭賞
『ロードバイク等自転車の持ち運び用ボックス SBCON』
(合)S-WORKS／日本航空㈱／(一社)せとうち観光推進機構／大昌㈱
日本貿易振興機構（ジェトロ）理事長賞
『純米吟醸 京都の酒』㈱京都酒販／大和製罐㈱
公益財団法人日本生産性本部会長賞
『エアー緩衝材を用いた複合機包装』コニカミノルタ㈱
公益社団法人日本パッケージデザイン協会賞
『オルビスユー』オルビス㈱
公益社団法人日本マーケティング協会会長賞
『アタックＺＥＲＯ ワンハンドタイプ』キャニヨン㈱／㈱吉野工業所／花王㈱
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会賞
『DNP 機能性フィルム複合型 PET ボトル コンプレックスボトル』
白瀧酒造㈱／圧力生酒コンソーシアム／大日本印刷㈱
公益財団法人共用品推進機構理事長賞
『カゴメトマトケチャップ』カゴメ㈱
消費者団体推薦賞
『サセプター付き電子レンジ調理包材』大和製罐㈱
公益社団法人日本包装技術協会会長賞
『キリン 生茶 デカフェ 430ml ペットボトル』キリンホールディングス㈱／キリンビバレッジ㈱
公益社団法人日本包装技術協会会長賞
『押すだけプシュッ！と』㈱Mizkan／凸版印刷㈱

◎包装技術賞
テクニカル包装賞
『レトルト対応Ｖパック包装体』ＣＫＤ㈱
『世界初！植物由来原料を 100％使用した飲料用キャップ』サントリーMONOZUKURI エキスパート㈱
『パリパリ パック®』㈱中央製版
『カネボウ プレストパウダースライドコンパクト』吉田コスメワークス㈱／花王㈱
『プライムレイヤー(メタリック)／アンファー スカルプ D シャンプー』
メビウスパッケージング㈱／アンファー㈱
『ルック＋ バスタブクレンジング』ライオン㈱／㈱吉野工業所
『自動車用リザーブタンク【収容効率 UP 改善】』㈱デンソー／刈谷紙器㈱
『工場間輸送基板トレイ改善による輸送費コストダウン』
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱
適正包装賞
『紙ピック採用「もちもちショコラ」
』㈱ブルボン／㈱尚山堂／伊藤景パック産業㈱
『吟芳焼個装フィルム（煎餅）
』㈱満果惣／大日本印刷㈱
『封キャップ―Ｗ22』(一社)日本産業・医療ガス協会／㈱昭和物産／東罐興業㈱
『ちぎってカンタン！フィルム一体型販促パッケージ』レノア・ジャパン㈱／㈱クラウン・パッケージ
『オフィスファニチャー（椅子）２脚梱包 緩衝固定材』ダイナパック㈱／コクヨ㈱／タカノ㈱
『ガーデンリビングのガラス輸送用 梱包改善』もりや産業㈱／岐阜プラスチック工業㈱
包装アイデア賞
『
「エコらくパック」専用ケース』森永乳業㈱／大日本印刷㈱
『ベビー小枝＜ＭＩＬＫ＞』森永製菓㈱／凸版印刷㈱／㈱サンデザインアソシエーツ
『イキテル セット』㈱ヤクルト本社
『エコ・クイック・ボックス』日本トーカンパッケージ㈱／サンスターグループ
『ＰＡＮＤＡＲＳ パンダース』森永製菓㈱／凸版印刷㈱／㈱サンデザインアソシエーツ
『オビパック』㈱精工
『球根水耕栽培キット商品の小型化二形態式パッケージ』
ヤマト包装技術研究所㈱／富山県花卉球根農業協同組合
『通販用ケースの“抜けないロック”
』㈱世田谷自然食品／㈱スクロール 360／レンゴー㈱
パッケージデザイン賞
『明治 ザ・チョコレート ミルクアソート・ビターアソート』㈱明治／大日本印刷㈱
『Nagashima Resort すごろくカステララスク』レンゴー㈱／井村屋㈱
『ポーラ B.A ビューティーサプリメント（ポーラ B.A リキッド、ポーラ B.A タブレット）
』㈱ポーラ
『デコルテ ベースメイクアップ シリーズ』㈱コーセー／吉田コスメワークス㈱／㈱吉野工業所／朝日印刷㈱
『光秀玉手箱』大正ロマン㈱
『奈良いちごラボ MGM Resort 向イチゴジャムギフト大・小』㈱高木包装
『コカ・コーラ スリムボトル ６本パック ＦＩＦＡワールドカップ』日本コカ・コーラ㈱／ウェストロック㈱
『玉葱「札幌黄」10kg オレンジライナ 段ボール』JA さっぽろ／森紙業グループ
アクセシブルデザイン包装賞
『フレッシュキープパウチ（ＵＤエコパウチ）』㈱Ｊ－オイルミルズ／大日本印刷㈱／レンゴー㈱
『即攻元気ゼリー アミノ酸＆ローヤルゼリー』㈱明治
『すばやく廃棄！ クラッシュ機能付きカートン』丸金印刷㈱／共創未来ファーマ㈱
『アリエールプラチナスポーツ 詰替えパウチ』藤森工業㈱／プロクター･アンド･ギャンブル･ジャパン㈱
『CO･OP ドレッシング 300ml/500ml×12 本 UD カートン「かんたんオープン」
』
日本生活協同組合連合会／王子コンテナー㈱／王子産業資材マネジメント㈱
『つぶより野菜 通販用易開封配送箱』カゴメ㈱／ダイナパック㈱
『ベビーチェアの梱包改善「開梱楽々ケース」』㈱KATOJI／豊通ニューパック㈱
ロジスティクス賞
『ビン 9 本用 簡単組仕切』日本トーカンパッケージ㈱／桃屋㈱
『チョーヤ Pio シェルフレディパック』チョーヤ梅酒㈱／ウェストロック㈱
『歯車研削砥石のオール段ボール包装』㈱ノリタケカンパニーリミテド／中津川包装工業㈱
『医用自動分析装置の包装改善』㈱日立物流
『自動車ボンネットフードの逆さ入れ対応汎用固定材』
トヨタ自動車㈱／トヨタ自動車東日本㈱／中央紙器工業㈱
『光学フィルムロール吊り梱包箱』王子インターパック㈱

○包装部門賞
食品包装部門賞
『中蓋のない粉末用ヒンジキャップ』小林製薬㈱／竹本容器㈱
『A-PET シ－トから作る耐熱プラスチック容器』
(有)エヌケイ エンタープライズ／エフピコチューパ㈱／堀内技術士事務所
『もみもみホットケーキミックス 120g』森永製菓㈱／大日本印刷㈱
『一分懐石』及川冷蔵㈱／㈱赤澤紙業／HAND DESIGN／元気化研究所／おせわ屋／大日本印刷㈱
『ピタッとパウチ』㈱カナオカ
『Ｓ＆Ｂ お徳用シリーズ用 二重構造容器』エスビー食品㈱
『２９スクリューヒンジバルブ』日本クロージャー㈱
『マヨネーズ用３つ穴キャップ』キユーピー㈱／メビウスパッケージング㈱
『LOHACO 気持ちバランスアップ』アサヒグループ食品㈱／㈱サガシキ
『ハウス食品「大容量ねりスパイス」
』ハウス食品グループ本社㈱／㈱吉野工業所
菓子包装部門賞
『ＡＣＵＯ ボトル ２層ラベル』㈱ロッテ／凸版印刷㈱／㈱フジシール
『冷やしておいしい ブロックチョコ シリーズ』パイロットインキ㈱／東洋包材㈱／トーホー加工㈱
／王子パッケージング㈱／王子産業資材マネジメント㈱／㈱でん六
『もっとやさしい鵜飼せんべい』㈱長良園／㈱第一紙行／日本製紙㈱／㈱クラウン・パッケージ
飲料包装部門賞
『恵 megumi ヨーグルトドリンク用ボトル』雪印メグミルク㈱
『ロハコウォーター 410ml』アスクル㈱／嬬恋銘水㈱
『ＢｉｍＢｏｍＢａｍ楽団オリジナルビール「雪夜物語」』㈱エイトブランディングデザイン
『電子レンジ対応ペットボトル お～いお茶』㈱伊藤園
『ビールテイスト飲料用軽量アルミ缶蓋』サッポロビール㈱／大和製罐㈱
『Tokan PA - Lid』東罐興業㈱
『環境負荷低減型ビール用カップ 森のタンブラー』アサヒビール㈱／パナソニック㈱
『
「三ツ矢サイダー」ライスインキ印刷バイオマスラベル』アサヒ飲料㈱／レンゴー㈱
化粧品包装部門賞
『気仙椿コスメプロジェクト』ハリウッド化粧品／㈱リテラ／㈱ノット・フォー
『クレ･ド･ポー ボーテ ブリアンレーブルエクラ』㈱資生堂
『ファンケル エンリッチ、ファンケル モイストリファイン』㈱ファンケル／東都成型㈱
『インプレア スキンケア シリーズ』
㈱コーセー／高圧化工㈱／興亜硝子㈱／㈱吉野工業所／統一印刷㈱／コーセーインダストリーズ㈱
『製品を細密なイラストで表現した脱プラスチックパッケージ』㈱ウテナ／㈱協進印刷
『レ・メルヴェイユーズ ラデュレ リップカラー』㈱アルビオン
トイレタリー包装部門賞
『キレイキレイ薬用ハンドジェル』ライオン㈱／㈱吉野工業所
『メンズビオレ ワン』花王㈱／㈱フジシールインターナショナル／㈱吉野工業所／福島印刷工業㈱
『マー＆ミー ヘアケアシリーズ』クラシエホームプロダクツ㈱
『Dove MEN＋CARE 化粧水・泡洗顔料』ユニリーバ・ジャパン㈱／凸版印刷㈱
『クリアターン プレミアム フレッシュマスク』コーセーコスメポート㈱／三昭紙業㈱／凸版印刷㈱
『ビオレ u 泡スタンプハンドソープ お花で出てくるタイプ』㈱吉野工業所／花王㈱
日用品・雑貨包装部門賞
『鉄道模型（Ｎゲージ）用パッケージ』酒井化学工業㈱
『ロールペーパーホルダー ロールハウス』㈱サカモト工芸／笹徳印刷㈱
『取っ手が飛び出す！楽らくキャリーＢＯＸ』東興包装材料㈱／㈱クラウン・パッケージ
贈答品包装部門賞
『昔ながらの缶プリン』井村屋㈱／㈱J パック／ノート デザイン
『国産果実 凍らせて食べるジェラート』トーラク㈱／河原紙器㈱
『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㈱／サッポロビール㈱
『ブックオブティー・ポルト ボヌール』㈱ルピシア

POP･店頭販売包装部門賞
『Ｏｒａ２ ＰＲＥＭＩＵＭ 商談ＢＯＸ』サンスター㈱／㈱タナックス
『
「紅はるか」８角キャリングケース』
大津松茂農業協同組合／王子コンテナー㈱／日本青果包装㈱／王子産業資材マネジメント㈱
『伊右衛門プラスコレステロール対策 500ml 即陳パック』サントリーフーズ㈱／㈱リンクス
輸送包装部門賞
『エアボール』日本包装機械㈱／シールドエアージャパン(合)／原田物産㈱
『簡易開封・スタック可能な段ボール箱』㈱トーモク／伊藤ハム㈱
『部分型だけで簡単に開けられる０２０１形改良箱』
㈱サンリツ／ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱
『DNP 多機能断熱ボックス [パレットサイズ]』大日本印刷㈱
『
“えびロック”ほうれん草用ノンステープルケース』JA 太田市／森紙業グループ
『エコ・クッション・パッド』日本トーカンパッケージ㈱
『Ｖシッパー』ワコン㈱
『縦型カップ麺用易開封ダンボール』明星食品㈱／王子コンテナー㈱
『底糊無しワンタッチケース』大石産業㈱
『
“パパっと片付く”段ボール』キリンビバレッジ㈱／レンゴー㈱
『ＥＰＳ＋段ボール組み合わせ まぐろ輸送容器』トーホー工業㈱
『スタッキングケースの包装改善』浅野段ボール㈱
『
「紙ネット封筒」／「紙Ｎｅｔ封筒」
』王子タック㈱
『格子でストロング』大王パッケージ㈱
『セキュリティ輸送パッケージ「ＳＨＩＰ」
』SP Line㈱／朝日印刷㈱
『ポテトチップス シェルフレディパッケージ（輸送兼陳列箱）』カルビー㈱／王子コンテナー㈱
電気・機器包装部門賞
『ノートＰＣ用サイズ可変オールダンボール緩衝材』㈱日立物流
『太陽光ＬＥＤデスクライト』バルミューダ㈱／キヤノン電子㈱／ダイナパック㈱
『Ａｃｒｏｎｉｓ Ｔｒｕｅ Ｉｍａｇｅ ２０１９』アクロニス･ジャパン㈱
『STYLE UP』テスコム電機㈱／㈱プラグ
『分解が容易にできる省スペース包装』京セラドキュメントソリューションズ㈱
工業包装部門賞
『ロボットピッキングトレイ（ロボット 1 台分の定数配膳トレイ）』ＴＳＫ㈱
『究極のリターナブル！モジュラー型緩衝材の開発』㈱デンソーエアクール
『ステアリング用カラーの包装仕様改善』アイロップ㈱
『エンジン ECU カバー用梱包材（ハイブリッド化）
』㈱ユーパック
『ＰＯＳレジ用リターナブル包装材』富士物流㈱
『木枠梱包モーターの段ボール包装化』日本電産テクノモータ㈱／大石産業㈱
『チェコ向けリアワイパモータの包装改善』デンソー㈱／中央紙器工業㈱
『電気ノイズ除去フィルタの包装改善』ダイキン工業㈱／レンゴー㈱
『サイズの異なる製品を単一の段ボールで緩衝させる技術の開発』ＴＯＴＯ㈱／㈱日栄紙工社
大型・重量物包装部門賞
『自動車用ＨＯＯＤ保持資材の開発』日産自動車㈱／アサヒ紙工㈱
『高圧電線ドラムの「風車梱包」
』
矢崎総業㈱／矢崎エナジーシステム㈱／王子コンテナー㈱／王子インターパック㈱
『フューエルパイプ集合包装仕様改善』本田技研工業㈱／ムサシ王子コンテナー㈱
『エレベータ天井用 フレキシブルコンテナ』東芝ロジスティクス㈱

※詳細は後日更新予定

