
広告主 商品名 作品名／コピー 媒体種別 秒数／サイズ コピーライター1⽒名 コピーライター2⽒名 コピーライター3⽒名

⼤和ハウス⼯業株式会社 企業 「かぞくの群像」＃１「⽭盾」篇 TVCM 120 多⽥琢
⼤和ハウス⼯業株式会社 企業 「かぞくの群像」＃２「萌芽」篇 TVCM 120 多⽥琢

2 アイフル株式会社 営業広告 和尚⼥将篇 30秒 TVCM 30 ⼭崎隆明
凸版印刷株式会社 企業 TOPPA!!! TOPPAN ⽴ち上がり篇 TVCM 30 渡邉洋介
凸版印刷株式会社 企業 TOPPA!!! TOPPAN DX篇 TVCM 30 渡邉洋介
凸版印刷株式会社 企業 TOPPA!!! TOPPAN フードロス篇 TVCM 30 渡邉洋介
凸版印刷株式会社 企業 TOPPA!!! TOPPAN デジタル決済篇 TVCM 30 渡邉洋介

サントリーホールディングス サントリー天然⽔

⼤⾃然よ、ぼくたちのピュアな部分になってくれ。

信じられる⽔の⼭から。
サントリー天然⽔

ポスター B0×２ 太⽥恵美

サントリーホールディングス 天然⽔ 天然⽔ ⾬あがる 30秒篇 TVCM 30 太⽥恵美
サントリーホールディングス 天然⽔ 天然⽔ めざめる30秒篇 TVCM 30 太⽥恵美
⽇本マクドナルド株式会社 Family Brand Story 僕がここにいる理由 TVCM 60 福部明浩 市之瀬浩⼦ 飯⽥瑛美
⽇本マクドナルド株式会社 Family Brand Story もうひとつのハッピー TVCM 60 福部明浩 市之瀬浩⼦ 飯⽥瑛美
三井住友カード株式会社 家族ポイント 「はじまる」篇 TVCM 60 ⿇⽣哲朗 ⼩⼭佳奈
三井住友カード株式会社 家族ポイント 「だって、家族だから」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗 ⼩⼭佳奈
三井住友カード株式会社 家族ポイント 「家族にオトナが増えるなら」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗

7 アイフル株式会社 企業 そこに愛はあるんかるた WebMovie 434 ⼩堀友樹 茗荷恭平 ⼩路翼
⼤⽇本除⾍菊（株） ゴキブリムエンダー ゴキブリと少年 その１ ラジオCM 60 直川隆久
⼤⽇本除⾍菊（株） ゴキブリムエンダー ゴキブリと少年 その２ ラジオCM 60 直川隆久
⼤⽇本除⾍菊（株） ゴキブリムエンダー ゴキブリと少年 その３ ラジオCM 60 直川隆久

記載内容はエントリー時の入力情報です。受賞作はこのリストからは抜いています。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。並びは、最終審査での得票率順（同率の場合は、「コピーライター1」にあるお名前の50音順）です。

■2022年度⼀般部⾨ ファイナリスト⼀覧
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キユーピー キユーピーハーフ

 朝、⾃分の時間があるのは
 ⼦どものとき以来だ。

 ⼤⼈になって、何をしよう。
 

 朝、⾃分の時間。
 僕は料理をするようになった。

 新しいメニューは、キッシュ・トースト。
 （⾷パンでつくるキッシュ）

 ⽚⼿で⾷べるサラダ。
 

 今頃は通勤電⾞に乗っていましたね。
 

 おいしく、カジュアルに。
キユーピーハーフ

雑誌 H297×W232mm 秋⼭晶

キユーピー キユーピーハーフ

 料理をするきっかけは、
 いろいろある。

 僕の場合はテレワークだった。
 

 テレワークになって
 逆に早起きするようになった。

 ⾃分の朝は空気が違う。
 きょう最初の⾷事は、キッシュ・トースト。

 （⾷パンでつくるキッシュ）
 ⽚⼿で⾷べるサラダ。

 

 朝、まだ時間がありますね。
 

 おいしく、カジュアルに。
キユーピーハーフ

雑誌 H297×W232mm 秋⼭晶

キユーピー キユーピーハーフ 「サラダトースト 夏」篇 TVCM 30 秋⼭晶
キユーピー キユーピーハーフ 「Life is young」篇 TVCM 60 秋⼭晶
キユーピー キユーピーハーフ 「キッシュトースト マッシュルーム」篇 TVCM 30 秋⼭晶
キユーピー キユーピーハーフ 「キッシュトースト ブロッコリー」篇 TVCM 30 秋⼭晶
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Netflix サービス紹介 NETFLIX HELP GUIDE TVCM 30 三島邦彦
Netflix サービス紹介 NETFLIX HEPL GUIDE TVCM 30 三島邦彦
Netflix サービス紹介 NETFLIX HELP GUIDE TVCM 30 三島邦彦
Netflix サービス紹介 NETFLIX HELP GUIDE TVCM 30 三島邦彦
株式会社Mobility Technologies タクシーアプリGO どうする？GOする！ アドボード W4m x H3m 岡部将彦
株式会社Mobility Technologies タクシーアプリ「GO」 GOする！・取り合い TVCM 30 岡部将彦
株式会社Mobility Technologies タクシーアプリ「GO」 GOする！・⾬の⽇ TVCM 30 岡部将彦
株式会社Mobility Technologies タクシーアプリ「GO」 GOする！・GO BUSINESS TVCM 30 岡部将彦

12 志賀⾼原 焼額⼭スキー場 志賀⾼原 焼額⼭スキー場 僕の⼈⽣は、ずっと冬でいい。 WebMovie 48 安路篤
13 株式会社ユニクロ 企業ヒストリー ユニクロニクル その他映像 268 渡辺潤平

サントリーホールディングス サントリー THE STRONG 

 私はなぜ刺激を求めるのか？刺激とは⾃分がいま、
 真に欲するもの。渇望を満たす本質ではないか。

 刺激にピュアでいよう。ハードルは下げない。
 余計なものはいらんのだ。本質以外はいらんのだ。
 時代と⾃分にバキバキ刺さるのは、何だ？どれだ？

 

刺激以外は、いらんのだ。

アドボード 3.0×8.0m 児島令⼦

サントリーホールディングス サントリー THE STRONG 

 余計なものはいらんのだ。本質以外はいらんのだ。
 細かい話はいらんのだ。ど直球しかいらんのだ。

 芯しかいらんのだ。潔さしかいらんのだ。
 パンチしかいらんのだ。キレしかいらんのだ。

 時代と⾃分にバキバキ刺さるのは、何だ？どれだ？
 

刺激以外は、いらんのだ。

アドボード 3.0×8.0m 児島令⼦

サントリーホールディングス サントリー THE STRONG 「強く、清く」篇 TVCM 30 児島令⼦
15 東京ガス株式会社 企業 ⼦育てのプレイボール TVCM 90 澤本嘉光 細川美和⼦ 岡野草平

⼤⽇本除⾍菊株式会社 スミスリンシャンプープレミアム 桟橋 WebMovie 15 古川雅之 直川隆久 茗荷恭平
⼤⽇本除⾍菊株式会社 スミスリンシャンプープレミアム ⾬宿り WebMovie 15 古川雅之 直川隆久 茗荷恭平
⼤⽇本除⾍菊株式会社 スミスリンシャンプープレミアム ⽔飲み場 WebMovie 15 古川雅之 直川隆久 茗荷恭平

17 宝島社 企業広告
男でも、
⾸相になれるの？

新聞 30段 上⽥浩和 ⼩⼭佳奈
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18 LUMINE 企業
泣いたのは、わたし。
泣き⽌んだのも、わたし。

アドボード 3*8 尾形真理⼦

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・天ぷらそば 売上No.1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・天ぷらそば ⼼にしみるWだし篇 TVCM 60 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・天ぷらそば 東⻄だし⽐べ篇 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・天ぷらそば ぼくのどんぎつね篇星野 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・天ぷらそば ぼくのどんぎつね篇久保⽥ 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・天ぷらそば みんなのどんぎつね篇 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 さよならどんぎつね篇 TVCM 30 福部明浩

20 ⼤⽇本除⾍菊（株） ⾍コナーズ Hさんの話 ラジオCM 60 古川雅之
⼤王製紙 アテント 新パッケージ発売篇 TVCM 30 細川美和⼦ 明⽥川紗代
⼤王製紙 アテント いろんな声篇 TVCM 30 細川美和⼦ 明⽥川紗代
⼤王製紙 アテント オムツじゃなくて篇 TVCM 30 細川美和⼦ 明⽥川紗代
⼤王製紙 アテント パンツデビュー篇 TVCM 30 細川美和⼦ 明⽥川紗代
⼤王製紙 アテント かくさないパッケージをつくろう Web広告 なし 細川美和⼦ 明⽥川紗代
VOICE PROJECT メッセージ VOICE PROJECT WebMovie 216 三井明⼦
VOICE PROJECT メッセージ VOICE PROJECT WebMovie 60 三井明⼦

⽇本ハム シャウエッセン

シャウ、断髪。

37年間慣れ親しんだあの形とは、もうお別れ。
プラスチックごみを削減するために、シャウエッセンは、
まげを切り、エコなパッケージへと⽣まれ変わります。
⾒た⽬は、変わってしまいますが（売れなくなったらどう
しよう…）
変わらぬご愛顧をよろしくお願いします。

ポスター h250×w600 早坂尚樹

⽇本ハム シャウエッセン シャウエッセン断髪式 TVCM 30 早坂尚樹
⽇本ハム シャウエッセン シャウエッセン断髪式 WebMovie 110 早坂尚樹
リクルート タウンワーク リビング篇 TVCM 30 村⽥俊平
リクルート タウンワーク 地下鉄篇 TVCM 30 村⽥俊平
リクルート タウンワーク アジト篇 TVCM 30 村⽥俊平

25 東海テレレビ放送株式会社 公共キャンペーン ジェンダー不平等国で⽣きていく。 TVCM 300 ⼭中康司
⽇清⾷品 チキンラーメン チキンラーメン ソロキャンプ TVCM 30 尾上永晃 細川美和⼦
⽇清⾷品 チキンラーメン 冬キャンプ TVCM 60 尾上永晃 細川美和⼦
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サッポロビール 企業 「⼤⼈EV  55歳 宮本浩次ロングバージョンA」篇  TVCM 60 多⽥琢
サッポロビール 企業 「⼤⼈EV  55歳 宮本浩次ロングバージョンB」篇 TVCM 60 多⽥琢
サッポロビール 企業 「⼤⼈EV  55歳 宮本浩次ロングバージョンC」篇 TVCM 60 多⽥琢
サッポロビール 企業 「⼤⼈EV  55歳 宮本浩次ロングバージョンE」篇  TVCM 60 多⽥琢
サッポロビール 企業 「⼤⼈EV  55歳 宮本浩次ロングバージョンF」篇 TVCM 60 多⽥琢

朝⽇放送テレビ M-1グランプリ2021

ちょうど20年前。
たった4分で
⼈⽣が変わる
⼤会が始まった。
〜
※コピー全⽂はこちらから↓
https://www.tcc.gr.jp/DL/m1grandprix2021adboard.pdf

アドボード B0 有元沙⽮⾹ ⽔本晋平

朝⽇放送テレビ M-1グランプリ2021 宮本浩次「昇る太陽」× M-1グランプリ2021 WebMovie 240 有元沙⽮⾹ ⽔本晋平

ACジャパン 全国キャンペーン
 激ヤバ！！廃棄量

⾷品⼤処分祭！！
ポスター B1 納健太郎 皆越章⼦

ACジャパン 全国キャンペーン ⾷品ロスチラシ TVCM 60 ⽥中明尚 納健太郎 皆越章⼦
⽇本航空 企業広告 帰省篇 TVCM 30 ⼆藤正和
⽇本航空 企業広告 上京篇 TVCM 30 ⼆藤正和

関⻄電気保安協会 企業

 「え？この曲ってベートーヴェンなの？」
 「ええ、関⻄のね」

 ♪〜
関⻄電気保〜安協会

ポスター B1 細⽥佳宏

関⻄電気保安協会 企業

これ歌ったら、
私、関⻄⼈てバレへん？
バレるよね？
♪〜
関⻄電気保〜安協会

ポスター B1 細⽥佳宏

関⻄電気保安協会 企業

 これを節もつけんと読めるって、
 あんた、ニセモノやな。

 ♪〜
関⻄電気保〜安協会

ポスター B1 細⽥佳宏
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