第 12 回世界ポスタートリエンナーレトヤマ 2018 IPT2018
来場者が選ぶグランプリ あなたのお気に入りポスターに投票！

結 果 発 表
8 月 11 日〜9 月 11 日に実施しました「IPT2018 来場者が選ぶグランプリ あなたのお気に入りポスターに
投票！」に、総計 6,979 票の投票をいただきました。
集計の結果、トップ 10 は以下のようになりました。皆さんから寄せられた作品の感想・メッセージとともに
ご紹介します。

第1位

No.243 「寿司処ウサ見（マグロ）」
鈴木文土（宮城県） ・・・297 票

・コメント①
普通に食べていたお寿司に、こんな見え方があったという発見。
すごく面白い。
（石川県 10 代女性）
・コメント②
インパクトが強い。遠くから見たあと近づいて見て、思わず
笑った。
（兵庫県 30 代女性）
・コメント③
食べ物である寿司を口に見立てるという発想が良い。
(兵庫県 30 代男性)）
・コメント④
逆さ絵のような構図と、黒と赤のコントラストが美しい。引き寄せられ、近くで見たときの驚きが抜群。
（富山県 40 代女性）

第2位

No.081、082 「LIFE」
永井一正（東京都） ・・・278 票

[審査員特別賞受賞作品]

・コメント①
見たことのない生き物が、おもしろい。
（埼玉県 10 歳女子）
・コメント②
何の生き物かと想像が膨らんだ。インパクトがあり印象に
残った。
（東京都 40 代女性）
・コメント③
シンプルなポスターの中から、あたたかいものが伝わって
きた。しばらくこのポスターの前から離れられなかった。
（富山県 40 代女性）
・コメント④
子どものように力強い生命力を感じた。
（富山県

60 代男性）

第３位

No.002 「海鉄（京都丹後鉄道）」

加藤寛之（東京都）・・・211 票

・コメント①
電車に乗ってそこに帰りたいと思った。故郷でもない、行ったこともない場
所にもノスタルジーを感じるのだと、このポスターを見て思った。
（滋賀県 20 代女性）
・コメント②
ポスターのビジュアルとキャッチコピーが合っている。分りやすい。
（茨城県 30 代男性）
・コメント③
情景が浮かんで行ってみたくなる。そんなに気持ちにさせるほどきれいな
場所なのかと想像した。
（富山県 40 代男性）
・コメント④
たくさんのポスターの中で、このポスターにはホッとして安らぐものがあった。
（富山県 50 代女性）

第4位

No.086 「ベルン動物園−シルクモンキーがやってきました」
クロード・クーン（スイス） ・・・208 票

・コメント①
日本でも、こんなお洒落な動物園のポスターがあったらいいと思った。
（静岡県 20 代女性）
・コメント②
シルクモンキーが、黒と群青から浮かび上がっている。とても印象的。
（大阪府 30 代女性）
・コメント③
配色が印象的で、デザインの参考になる。（石川県 40 代男性）
・コメント④
シルクモンキーの可愛い目を見ていると、動物園の新しい仲間に期待して、わくわくする気持ちが伝わる。
（富山県 50 代女性）

第5位

No.071 「茶々」

中澤定幸（長野県） ・・・185 票

・コメント①
本当は帽子のはずが、茶碗になっている。発想がすごい。
（富山県 10 代女性）
・コメント②
表情が渋く、心に残って離れない。
（神奈川県 20 代女性）
・コメント③
単純明快でインパクトがある。和の色使いもよく、ユーモアもある。
（東京都 40 代男性）
・コメント④
遠い世界と思っていた茶道が、身近に感じられた。
（千葉県 60 代男性）

第6位

No.248 「KANNON

PANCAKES」

早苗優里

（北海道） ・・・175 票

・コメント①
私もパンケーキの上で飛んでみたくなった。（山梨県 9 歳女子）
・コメント②
ふわふわしたパンケーキが、自分を笑顔にしてくれた。
（富山県 20 代男性）
・コメント③
言葉がなくてもパンケーキの柔らかさが伝わる。メッセージ性の
強い作品も多い中、シンプルな表現に癒された。
（大阪府 20 代女性）
・コメント④
パンケーキのふわふわ感、美味しさが伝わり幸せな気持ちになる。「このお店に食べに行きたい！」と、
人の気持ちを動かす。
（福井県 40 代女性）

第7位

No.091 「TOKYO HEALTH CLUB 『ASA』」
（東京都） ・・・159 票

佐々木 俊
・コメント①

何気ない日常を面白おかしく表現していて、見ていて楽しい。
（東京都 10 代女性）
・コメント②
独特の違和感をかもしだしつつ、爽やかさを感じる点がよかった。
（東京都 20 代男性）
・コメント③
色合いが可愛い。朝食と歯磨きの組み合わせが、逆になっている点に驚きがある。
（新潟県 30 代女性）
・コメント④
色彩の使い方が面白くて、目をひいた。
（富山県

第8位

40 代女性）

No.037 「橋村実里イリュージョンイラストレーション作品集−思慕」
橋村実里

（神奈川県） ・・・153 票

・コメント①
よく見ると 2 匹のクマがいておもしろい。かわいい。
（石川県 9 歳女子）
・コメント②
白と黒のクマは相反するようでいながら、共に慈しみあっているのが良い。
（秋田県 20 代男性）
・コメント③
黒一色で表現しているのに、感じ取れる事が多くて驚いた。
（富山県 40 代女性）
・コメント④
ほんわかして心がやすらぎ、あたたかい気持ちになる。
（三重県 50 代女性）

第９位

No.091 「とんぼせんせい＋佐々木俊『笑顔 トゥ ザ ワールド』」
佐々木 俊

（東京都） ・・・137 票

・コメント①
にこにこしているポスターが、見ている人も笑顔にしてくれるところがいい。
（京都府 10 代女性）
・コメント②
ピンクが印象的。丸い形とともに平和で幸せなイメージ。
（富山県 30 代女性）
・コメント③
ほっこりした平和な気分になれた。
（香川県 40 代男性）
・コメント④
笑顔と構図と色彩がいい。
（富山県 70 代女性）

第 10 位

No.066,067,068 「箱屋の箱になる文字型展開図ポスター」
森川 瞬（北海道） ・・・133 票

[金賞受賞作品]

・コメント①
本当に箱になるのか、思わず足をとめて見てしまった。
（石川県 20 代女性）
・コメント②
発想がおもしろい。実際に箱にしてみたい。
（福島県 30 代女性）
・コメント③
奇をてらって目をひくのではなく、独自の発想で人をひきつける力が強く、感動した。
（東京都 40 代男性）
・コメント④
「ポスター＝平面」という考え方をこえた作品。計算された構成美がすばらしい。
（富山県 50 代男性）

来場者の皆さん、それぞれ自分の心に残る１点を選んで投票してくださいました。
「来場者が選ぶグランプリ」に輝きました鈴木文土さんには賞状を、また、投票いただいた全ての方の中から
抽選で３９名の方に A〜D 賞、およびミルゾー賞のプレゼントをお送りします。
（発表は発送をもって代えさ
せていただきます。
）

たくさんの投票ありがとうございました！
IPT2018 は 10 月 8 日まで開催中しております。3 年に一度のこの機会にぜひともご鑑賞ください。

