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サッポロビール  サッポロ⽣ビール⿊ラベル 「⼤⼈EV71歳 分かりやすさ」篇  TVCM 30 多⽥琢 道⾯宜久
サッポロビール  サッポロ⽣ビール⿊ラベル 「⼤⼈EV71歳 ⾃信」篇 TVCM 30 多⽥琢 道⾯宜久
サッポロビール  企業広告 「⼤⼈EV58歳 AIと⼈間」篇 TVCM 60 多⽥琢 道⾯宜久
サッポロビール  企業広告 「⼤⼈EV58歳 理想の脚本」篇 TVCM 60 多⽥琢 道⾯宜久
サッポロビール  企業広告 「⼤⼈EV58歳 100％新しいストーリー」篇 TVCM 60 多⽥琢 道⾯宜久
⼤塚製薬 ポカリスエット   背番号のない選⼿が、チームを強くする。 ポスター B3 ⼩笠原健
⼤塚製薬 ポカリスエット   チームの全員がいなかったら出せない⼒を、全⼒と呼ぶ。 ポスター B3 ⼩笠原健
⼤塚製薬 ポカリスエット 控えじゃない。⽀えだ。 ポスター B3ワイド ⼩笠原健
⼤塚製薬 ポカリスエット   出られないのは、くやしい。負けるのは、もっとくやしい。 ポスター B3ワイド ⼩笠原健
⼤塚製薬 ポカリスエット #19番⽬の選⼿ 新聞 15段 ⼩笠原健
⼤塚製薬株式会社 イオンウォーター 「おとなは、ながい。〜ボウリング」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗 筒井晴⼦
⼤塚製薬株式会社 イオンウォーター 「おとなは、ながい。〜バス」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗 筒井晴⼦

4 ⼤塚製薬株式会社 カロリーメイト My Way TVCM 90 福部明浩
⼤塚製薬株式会社 ポカリスエット ポカリ⻘ダンス 魂の叫び TVCM 60 磯島 拓⽮ 筒井 晴⼦ 藤曲 旦⼦
⼤塚製薬株式会社 ポカリスエット ポカリ⻘ダンス ⾬のち晴れ TVCM 60 磯島 拓⽮ 筒井 晴⼦ 藤曲 旦⼦
⼤塚製薬株式会社 ポカリスエット 汗は君のために流れる。 ポスター H1755×W1185mm 磯島拓⽮ 筒井晴⼦ 藤曲旦⼦
⽇清⾷品ホールディングス カップヌードル HUNGRY DAYSワンピース 予告篇 TVCM 30 佐藤 雄介 秋⽥ 勇⼈ 武⽥ 裕輝
⽇清⾷品ホールディングス カップヌードル HUNGRY DAYSワンピース ゾロ篇 TVCM 30 佐藤 雄介 秋⽥ 勇⼈ 武⽥ 裕輝
⽇清⾷品ホールディングス カップヌードル HUNGRY DAYSワンピース ナミ篇 TVCM 30 佐藤 雄介 秋⽥ 勇⼈ 武⽥ 裕輝
⽇清⾷品ホールディングス カップヌードル HUNGRY DAYSワンピース ビビ篇 TVCM 30 佐藤 雄介 秋⽥ 勇⼈ 武⽥ 裕輝

7 ⽇清⾷品ホールディングス ⽇清焼そばU.F.O. マキシマムザ輝夜⽉2 TVCM 30 鈴⽊ 晋太郎 早坂 尚樹 ⻘⽊ 美菜代 杉井 すみれ
⽇清⾷品ホールディングス株式会社 ⽇清のどん兵衛天ぷらそば ⽉⾒ポケット篇 TVCM 30 福部明浩
⽇清⾷品ホールディングス株式会社 ⽇清のどん兵衛きつねうどん あげキッス篇 TVCM 30 福部明浩
⽇清⾷品ホールディングス株式会社 ⽇清のどん兵衛きつねうどん・⽇清のどん兵衛天ぷらそば ⼤晦⽇のうそ篇 TVCM 30 福部明浩
⽇清⾷品ホールディングス株式会社 ⽇清のどん兵衛きつねうどんミニ・⽇清のどん兵衛天ぷらそばミニ おおみそかのうそ篇 TVCM 30 福部明浩
⽇清⾷品 どん兵衛 あげキッス。 ポスター B倍2連 福部明浩

9 ⽇本マクドナルド株式会社 ちょいマック   ⼩腹、別腹、いろんな腹にちょいマック ネーミング 多種多様なサイズ 廣瀬⼤ 秋⽥勇⼈ ⻘⽊美奈代

■2020年度⼀般部⾨ ファイナリスト⼀覧
記載内容はエントリー時の⼊⼒情報です。⼆次審査までは単品審査ですが、最終審査ではシリーズなどをひとつの「群」にまとめています。得点数は関係なく、原則は業種順ですが、群にまとめているため、若⼲順番が前後していることもあります。また、受賞作はこのリストからは抜いています。
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ストライプインターナショナル earth music & ecology  九回思って、⼀回⾔おう。 Web広告 不明 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music &ecology 服という商品は。 カタログ、パンフレット等の冊⼦ B7 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music &ecology もしも僕らが、AIだったら。 ポスター B倍8連 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music &ecology 私の物欲も、善になる？ ポスター B全4連 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music &ecology 九回思って、⼀回⾔おう。 ポスター B倍8連 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music &ecology 服という商品は。 ポスター B倍2連 児島令⼦
ストライプインターナショナル earth music&ecology エシカル♯１ ⽣産量と利益篇 TVCM 60 権⼋ 成裕 児島 令⼦
ストライプインターナショナル earth music&ecology エシカル♯２ 価格とスピード篇 TVCM 60 権⼋ 成裕 児島 令⼦
ストライプインターナショナル earth music&ecology エシカル♯３ お買い物と袋篇 TVCM 60 権⼋ 成裕 児島 令⼦
そごう・⻄武 ⺟の⽇キャンペーン ⺟の⽇テスト2019 WebMovie 406 ⼤塚久雄
そごう・⻄武 ⺟の⽇キャンペーン   ⺟の⽇テスト2019⺟の⽇は、ちゃんとお⺟さんを知る⽇にしよう。 新聞 15段 ⼤塚久雄
ブックオフコーポレーション株式会社 企業広告 ⼼を読める⼼くん WebMovie 15 松井⼀紘
ブックオフコーポレーション株式会社 企業広告 すごいやん⼼くん WebMovie 15 松井⼀紘
アンファー スカルプ D スカルプD ⾵呂篇 TVCM 30 ⼭崎 隆明
アンファー スカルプ D スカルプ D ボーテ 店頭篇 TVCM 30 ⼭崎 隆明
⼤⽇本除⾍菊株式会社 ⾦⿃ゴンゴン ゴンゴン「防⾍剤は必要だ・⽳」篇 TVCM 15 古川雅之 直川隆久 真⽥敦
⼤⽇本除⾍菊株式会社 ⾦⿃ゴンゴン ゴンゴン「防⾍剤は必要だ・売る」篇 TVCM 15 古川雅之 直川隆久 真⽥敦
Sansan株式会社 Sansan 「⾯識アリ２０１９」 速報〜松重篇 TVCM 15 ⿇⽣哲朗
Sansan株式会社 Sansan 「⾯識アリ２０１９」 速報〜満島篇 TVCM 15 ⿇⽣哲朗
Sansan株式会社 Sansan 「⾯識アリ２０１９」 まるごとやられた篇 TVCM 60 ⿇⽣哲朗

17 ヤフー株式会社 「ちょうどこの⾼さ。」2019                                   平成23年3⽉11⽇。8年という時間が流れても、この⽇は、わたしたちにとってあまりに特別な意味を持ち続けている。東⽇本⼤震災の記憶。悲しみだけで終わらせてはいけない。経験を学びに変えて備えなければいけない。当時、岩⼿県⼤船渡市で観測された津波は最⾼16.7m。もしここ渋⾕に来ていたら、ちょうどこの⾼さ。平成は終わるけど、時代は次へ進むけど、あの⽇のことは忘れないで。ヤフーはそう願います。 アドボード 15450mm×6470mm 井⼿康喬
株式会社オープンハウス 企業 夢⾒る⼩学⽣ お付き合い篇 TVCM 30 吉兼啓介
株式会社オープンハウス 企業 夢⾒る⼩学⽣ 下校 TVCM 30 吉兼啓介 ⽯本 ⾹緒理
株式会社オープンハウス 企業 夢⾒る⼩学⽣ ライバル TVCM 30 吉兼啓介 ⽯本 ⾹緒理

19 ⼤和ハウス⼯業株式会社 企業 「ここで、⼀緒に」2020篇 TVCM 60 多⽥ 琢
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東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #31 アーチェリー編70メートル先の、「⽬⽟焼き」を射る。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #33 パラ⾺術⼝で、⼿綱を引く。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #36 柔道編⾃分の技で、⾃分も浮く。 ポスター B33 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #38 パラ⽔泳編脚の⼒だけで、400メートル。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #40 パラアーチェリー編⾜の「握⼒」で、⼸を固定する。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #43 ウェイトリフティング編超重量級の垂直跳び。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #44 ⾃転⾞競技編上り坂の合計は、「富⼠⼭」超え。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
東京地下鉄／東⽇本旅客鉄道 2020アクティベーション   TOKYO SPORTS STATION #47 パラサイクリング編⽚⾜で、⽴ち漕ぎ。 ポスター B3 橋本晋明 久我佳太 福島康之
KINTO KINTO そのお考え、お古いかと TVCM 30 栗⽥雅俊
KINTO KINTO 頭を下げたまえ TVCM 30 栗⽥雅俊
KINTO KINTO 若者たち TVCM 30 栗⽥雅俊

22 NIKE JAPAN JUST DO IT QUESTION RETURN TVCM 30 久⼭弘史 Andrew Miller Max Cameron
23 アシックス 企業広告 ぜんぶ、カラダなんだ。 TVCM 90 磯島拓⽮ ⽊下舞耶 東畑幸多

オリックス不動産 すみだ⽔族館・京都⽔族館「ペンギン相関図」         夫の⼥友達というやっかいな問題。#いろいろあるよいきものだもの京都ペンギン相関図2020公開中! ポスター B3シングル 島津裕介 伊藤みゆき 福宿桃⾹
オリックス不動産 すみだ⽔族館・京都⽔族館「ペンギン相関図」   さらに関係性複雑化進む新ペンギン相関図公開 ポスター A3 島津裕介 伊藤みゆき 福宿桃⾹
オリックス不動産 すみだ⽔族館・京都⽔族館「ペンギン相関図」   3分くらいでなんとなく分かって、1時間くらい⾒ていられる！京都ペンギン相関図2020 ポスター W2470mm×H2105mm 島津裕介 伊藤みゆき 福宿桃⾹

25 ラグビーワールドカップ2019組織委員会 ラグビーワールドカップ2019 4年に⼀度じゃない。⼀⽣に⼀度だ。 スローガン スローガン 吉⾕吾郎
株式会社リクルート AirPAY ⾻董品屋 TVCM 30 村⽥俊平
株式会社リクルート AirPAY バー TVCM 30 村⽥俊平
株式会社リクルート AirPAY ⻘果店 TVCM 30 村⽥俊平

27 三井住友カード株式会社 企業 「Thinking Man」篇 第３話 TVCM 60 ⿇⽣哲朗
住友⽣命保険相互会社 １UP/Vitality  「通勤で1UP」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗
住友⽣命保険相互会社 １UP/Vitality  「その時、バイタリティ（⾃転⾞）」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗
住友⽣命保険相互会社 １UP/Vitality 「体験で1UP 常連の証⾔」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗
住友⽣命保険相互会社 １UP/Vitality 「その時、バイタリティ（体験） 常連の証⾔」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗

29 株式会社 新潮社 新潮⽂庫の100冊             ⼤丈夫。きみの悩みは、もう本になっている。この夏を、何冊⽣きよう。新潮⽂庫の１００冊 新聞 15段 今井容⼦
30 株式会社WACK 「○○○と⾔える世の中を〜愛と勇気と100万円〜」キャンペーン     ○○○と⾔える世の中を。いつからこんな不寛容で息苦しい世の中になったんでしょう。いつからコンプライアンスなんて⾔葉が⼤⼿を振って幅を利かすようになったんでしょう。そりゃ、悪意を持って誰かを傷つけようとする表現はよくないです。だけど、全員が幸せになる表現なんて、あるんでしょうか?誰かの⾃由な発⾔に、誰かがゲラゲラ笑ってるとき、誰かは不謹慎だと眉を顰めてるかもしれない。安全な場所からくだらない正義振りかざして⾔葉狩りしてくる皆さん、お前ら全員チンカス⾷ってろと申し上げたい。わさび醤油かけると美味いねとか⾔ってチンカス丼特盛りいやメガ盛り⾷ってすっこんでろと申し上げたい。誰かの正義は、誰かにとってはゴミクズ。あなたの価値観が全てじゃない。それをグイグイ破廉恥に押し付けてくるの、もうやめませんか。そういう⾔い⽅もあるわね私とは考え⽅違うけど。で、いんじゃね?誰かの⼈権を侵害したり、差別を助⻑したりしていなければ。しょーもないことですぐバッシングして炎上させたりし過ぎてると、世の中どんどん息苦しくてイヤな感じになってきますよ。てかなってるよもう。WACKは⾳楽の⼒で、そんな世の中に⾵⽳を開けたいと本気で思っています。世界が今よりワクワクドキドキできる場所になりますように。世の中が今より明るく楽しくなりますように。あなたなら、○○○に、何て⼊れますか? 最優秀賞(勿論 WACKが独断と偏⾒で決定)をWACKの社是として採⽤し、副賞として賞⾦100万円を贈呈します。ラブホテル街で有名な渋⾕道⽞坂より、渾⾝の愛と勇気を込めて。さあ「WACK愛と勇気と100万円キャンペーン」よーいスタート! カタログ、パンフレット等の冊⼦ A4 権⼋成裕

岩⼿⽇報 ３⽉１１⽇広告 おもかげ復元師 TVCM 90 河⻄智彦
岩⼿⽇報 ３⽉１１⽇広告 ⾏⽅不明者篇 TVCM 90 河⻄智彦
岩⼿⽇報 ３⽉１１⽇広告 ⾏⽅不明者篇 WebMovie 126 河⻄智彦

32 東海テレビ放送 報道部 ⾒えない障害と⽣きる。 TVCM 300 ⾼阪まどか
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