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報道関係者各位 
プレスリリース 

2013年 1月 9日 
株式会社トップオブハート 

 
犬猫写真に特化した写真素材販売の WAN・NYAN ストックフォト、 
かわいい犬猫写真で参加企業とコラボしたポスターコンペ受賞作品を発表 
～企業・店舗向けに犬猫写真を活用する販促ツールの提案・制作をスタート～  

 
犬猫に特化した写真素材販売サイト「WAN・NYAN ストックフォト」 ( http://wannyan-
stockphoto.com/ )を運営する株式会社トップオブハート(所在地：東京都新宿区、代表取締役：
村田 三二)は、2012 年 9 月から 12 月に「WAN・NYAN ストックフォト ポスターデザインコ
ンペ」を開催し、JTB コーポレートセールス（旧：JTB 法人東京）、ヤマヒサ（Petio）、ミキ
ハウス、明文堂プランナー（金沢ビーンズ）が参加しました。多数の応募作品から、4 社により
採用決定されたポスター作品を下記のとおり発表します。 
 
コンペ特設サイト（受賞者発表ページ）：http://wannyan-designcompe.biz/ 
 
犬猫のかわいい画像は、ペット関連企業だけでなく様々な業種において、見る人の心をほっと和

ませるビジュアルを創り出すことができます。また、癒されるだけでなく「見るだけで集中力が

高まる」という研究結果も出ています。「WAN・NYAN ストックフォト」は 2013 年 1 月より、
こうした効用を持つ豊富な犬猫の写真を活用し、企業や店舗向けのポスター、パンフレット、チ

ラシなどの販促用ツールのご提案、制作を開始します。（詳細は添付資料参照） 

 

 
 

A) Dreamer Train 
B) Petio  

C) ミキハウス D) 明文堂書店 
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■コンペ参加企業と受賞作(敬称略・事業名・あいうえお順) 

 
A) Dreamer Train／株式会社 JTBコーポレートセールス（旧：JTB法人東京）事業開発部 

http://jtbbwt-dreamertrain.com/index.html 
・テーマ：夢の実現を目指す大学生を応援する、JTBコーポレートセールスの学生サポート事
業「Dreamer Train」のロゴとポスター 
・副賞：採用した Dreamer Trainのロゴを最低 1年間公式に使用、Dreamer Trainのイベント
にゲスト参加できる権利 
・採用のポイント：シンプルでわかりやすい。 
・審査員のコメント：最小限の要素だけで伝えるべきことがきちんと伝わる良いデザインである。

使用した写真の魅力のひとつでもある犬のまなざしを効果的に生かしているのも好感が持てる。

Dreamer Trainのマークもスマートで良い。 
・制作者： 佐藤 篤（さとう・あつし） 
 
B) Petio(ペティオ)／株式会社ヤマヒサ ペットケア事業部 

http://www.petio.com/ 
・テーマ：Petioが展開する「Style Trainer」シリーズのリールリード Smart Control（スマー
トコントロール）商品訴求ポスター 
・副賞：リモナイトラボ（ドッグフード）1年分 
・採用のポイント：商品をしっかりと見せた上で商品特長がカラフルに見やすくまとめられてい

る。また、イメージだけでなく他社製品との違いを訴求できる。 
・審査員のコメント：まとまりがある。入れる要素が多いのに背景を色別にするなどの処理でま

とまった表現になっている。 
・制作者：竹井 竜馬（たけい・りょうま） 

 
C) ミキハウス／株式会社ミキハウス 

http://www.mikihouse.co.jp 
・テーマ：ミキハウスのギフト、スポーツ支援、新卒採用、海外への PRのいずれか 
・副賞：ミキハウス商品(子ども服・大人ウェア・ギフトタオルいずれか) 
・採用のポイント：心温まる作品であり、ミキハウスのブランドイメージに合っている。 
・審査員のコメント：頭に載せた靴の可愛さが、ミキハウスの商品イメージにフィットする。

ハートのモチーフの写真とハートフェルトなギフトを関連させた作品。 
・制作者：小林 小百合（こばやし・さゆり） 
 
D) 金沢ビーンズ／株式会社明文堂プランナー（明文堂書店）	  

http://www.kanazawa-beans.com / http://www.mbp1.com/ 
・テーマ：日本最大級の書籍在庫を誇る「金沢ビーンズ」店舗のポスター 
・採用のポイント：審査員全員が満点を出したこの作品は、インパクトもあり、明文堂書店の誇

る日本最大級の書籍専門館ビーンズをよく表現している。 
・審査員のコメント：動物の写真の持つ体や表情の豊かさを十二分に引き出し、また、数カット

の写真を自然になじませ構成した力は大いに評価できる。素直なユーモアも含みながら、書店の

良さをきちんと伝えられる作品にまとめられている。 
・制作者： 飯田 泰弘（いいだ・やすひろ） 
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*審査員奨励賞受賞者 
・Dreamer Train   制作者：宮川 雄気（みやかわ・ゆうき） 
・Petio     制作者：釣井 裕紀（つりい・ひろき） 
・ミキハウス    制作者：高橋 菜摘（たかはし・なつみ） 
 
決定した作品受賞者には、賞金 5 万円と各社より副賞が授与されます。審査員の最高得点を獲得
したにも関わらず、惜しくも採用にはいたらなかった 3 作品には、「審査員奨励賞」として審査
員 2 名の著書、および「WAN・NYAN ストックフォト」より画像使用料 1 万円分の利用権利が
授与されます。 
 
受賞 4 作品は、ポスターとして各企業に 100 枚提供され、2013 年 1 月末より各箇所で活用され
る予定です。今回が第 1 回となる「WAN・NYAN ストックフォト ポスターデザインコンペ」
は、今後も定期的に開催していく予定です。 
 
■審査員プロフィールと審査員奨励賞賞品（敬称略） 
・大月 ヒロ子：デザインコンサルタント、IDEA,INC.及び IDEA R LAB代表 
賞品  『まるをさがして』(福音館書店) 

・南雲 治嘉：グラフィックデザイナー、アートディレクター、株式会社ハルメージ 代表取締役、
NPO 法人日本カラーイメージ協会 理事長、デジタルハリウッド大学・大学院教授、先端色彩研
究室 室長 
賞品  『配色イメージチャート』(グラフィック社) 

・村田 三二：株式会社トップオブハート代表取締役、写真家、協同組合日本写真家ユニオン理
事、経営管理学修士（MBA） 
	 賞品  「WAN・NYANストックフォト」画像使用料 1万円分の利用権利 
 
■協力（敬称略） 
・東京都新宿区(事業支援として) 
・立教大学大学院ビジネスデザイン研究科： 
委員長 廣江 彰、後期課程主任 亀川 雅人、前期課程主任 山中 伸彦	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

・デジタルハリウッド大学院	 デザインビジネス開発ラボ   
・株式会社アセンダ(デザイン作成サイト『do-des(ドーデス)』運営)	  
・株式会社小石川(コワーキングスペース『ネコワーキング』運営)	   
 
■主催・お問合わせ 
WAN・NYANストックフォト ポスターデザインコンペ事務局 
株式会社トップオブハート 
TEL	 ： 03-3325-9906(平日 10:00-18:00) 
FAX	 ： 03-3325-8574 
E-mail： poster@wannyan-designcompe.biz 
 
 
■株式会社トップオブハート(運営会社)について 
株式会社トップオブハートは「ハートが一番の品質」を経営理念としています。ペットが主役の

写真撮影「わんにゃんスターフォト」、および犬猫に特化した写真素材販売サイト「WAN・
NYAN ストックフォト」の運営により、プロ(カメラマン・デザイナー・制作関係者)と犬猫好き
(飼い主・サイトのユーザー)をつなぎ、ペットの幸せに役立てる社会貢献企業を目指しています。 
撮影したペットの飼い主様の賛同をいただき作成・販売する「うちの子ポストカード」では、売

上げの一部を動物愛護団体に寄付しています。 
 
社名	 	 	 	 ：株式会社トップオブハート 
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設立年月日	 ：2011年 2月 21日 
資本金	 	 	 ：8,000,000円 
代表者	 	 	 ：代表取締役	 村田 三二(むらた・みに) 
事業内容    ：1) ペットの犬猫の写真撮影 
  2) 犬猫の写真に関する業務 
  3) 犬猫写真のロイヤリティフリー販売サイト運営 
本社所在地	 ：〒160-0023	 東京都新宿区西新宿 6-10-1	 日土地西新宿ビル 8階 
	 	 	 	 	 	 	 TEL 03-3325-9906／FAX 03-3325-8574 
制作部門	 	 ：〒164-0011	 東京都中野区中央 1-1-3	 新都心中央ビル B1 
	 	 	 	 	 	 	  西新宿スタジオ 
 
【関連サイト】 
・ストックフォト部門「WAN・NYANストックフォト」 http://wannyan-stockphoto.com/ 
・撮影部門「わんにゃんスターフォト」  http://wannyan-photo.com/ 
・フェイスブックページ    http://www.facebook.com/wannyan.photo 
・猫の空ちゃんツイッター    https://twitter.com/nekonosorachan 
  
	  
■報道関係者様向けのお問合わせ先 
WAN・NYANストックフォト・ポスターデザインコンペ事務局 
株式会社トップオブハート 
TEL ： 03-3325-9906 
E-mail ： poster@wannyan-designcompe.biz 
担当	  ： 村田 
 
ブルームーン・マーケティング株式会社 
担当者 ： 野田 
TEL ： 03-3459-8876 
E-mail ： anoda@bluemoonmarketing.jp 
 
 


