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サッポロビール株式会社 企業 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　星野源ロングバージョン篇 A」 TVCM 60 多田琢 道面宜久

サッポロビール株式会社 企業 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　星野源ロングバージョン篇 B」 TVCM 60 多田琢 道面宜久

サッポロビール株式会社 企業 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　坂本龍一ロングバージョン篇 A」 TVCM 60 多田琢 道面宜久

サッポロビール株式会社 企業 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　坂本龍一ロングバージョン篇 E」 TVCM 60 多田琢 道面宜久

サッポロビール株式会社 サッポロ生ビール黒ラベル 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　61歳　夢を持つとは篇」 TVCM 30 多田琢 道面宜久

サッポロビール株式会社 サッポロ生ビール黒ラベル 大人エレベーターシリーズ　「大人EV　40歳　大人とは篇」 TVCM 30 多田琢 道面宜久

glico プリッツ Pockyじゃないほう その他の販促物 160mm×85mm 安達和英

glico プリッツ プリッツの気持ち２０１７ Web広告 1400×28912 安達和英

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ その野菜は何を食べて育ったか。 雑誌 H245×W310mm 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 地球のミネラルは野菜の中にある。 雑誌 H245×W310mm 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ やせた土地で育てられた野菜は、調理が難しい。 雑誌 H245×W310mm 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ

きれいな水を飲む。
一酸化炭素をださない。
主に野菜を食べる。
私は明るくなった。

水・空気・野菜　キユーピーマヨネーズ

雑誌 H245×W310mm 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ キユーピーマヨネーズ　呼吸している。篇 TVCM 30 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ キユーピーマヨネーズ　安心。篇 TVCM 30 秋山晶

キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ キユーピーマヨネーズ　マイ ファーマー 篇 TVCM 30 秋山晶

4 キリンビール株式会社 一番搾り 大阪に乾杯 「なにわ」篇 ラジオCM 90 森田一成

サントリーホールディングス サントリー天然水奥大山

ここは、水も風も光りも信じられる。

天然水をそだてるのは山だ。
山をそだてるのはヒトだ。

そのボトルには
「水と生きる」と書いてあった。

信じられるものをひとつ決める。
人生がひとつ前にすすむ。

人が、ずっとずっと
水と生きてゆけますように。

ありがとう、おいしかったよ。

雲たちよ、
２０年後、天然水になったらまた会おうぜ。

信じられる水の山から。
サントリー天然水

ポスター B全４連２段 太田恵美

サントリーホールディングス サントリー天然水 天然水　「水の山行ってきた　奥大山」篇 TVCM 60 太田恵美

6 サントリーホールディングス株式会社 ペプシストロング ペプシ 桃太郎「Ｅｐｉｓｏｄｅ．５（鬼ヶ島）」篇 TVCM 240 多田 琢

7 サントリー BOSS つぎは「休み方改革」じゃない？ アドボード W：5，300ｍｍ＊H：1，400ｍｍ 照井晶博
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※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、 終審査はシリーズ作品などをひとつの「群」にまとめています。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。得票数は関係ありません。また、ファイナリストから受賞作になったものは含まれません。
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一般社団法人フィッシャーマンジャパン 漁師のリクルーティング
世界初！漁師がつくったモーニングコールサービス
「FISHERMAN CALL」

Web広告 なし 藤田卓也

一般社団法人フィッシャーマンジャパン 漁師のモーニングコール「FISHERMAN CALL」 プロモーション WebMovie 84 藤田卓也

株式会社アキタ きよらグルメ仕立て ピクニックせまい TVCM 30 福部 明浩

株式会社アキタ きよらグルメ仕立て すち子ママ TVCM 30 福部 明浩

株式会社アキタ きよらグルメ仕立て ラーメン TVCM 30 福部 明浩

赤城乳業株式会社 sof’ ダンス篇B TVCM 15 古川雅之 廣瀬泰三 小堀友樹

赤城乳業株式会社 sof’ ひとこと篇 TVCM 15 古川雅之 廣瀬泰三 小堀友樹

11 赤城乳業株式会社 BLACK 売上げパンツ TVCM 15 古川雅之

12 雪印メグミルク 重ねドルチェ カサネテク｜無敵の合コンテクニック！？ WebMovie 257 関俊洋

大塚食品株式会社 ビタミン炭酸MATCH 青春は、戻らないらしい。 ポスター B倍5連 福部明浩

大塚食品株式会社 MATCH 戻らない日々 TVCM 30 福部明浩

大塚食品株式会社 MATCH KISS TVCM 30 福部明浩

大塚食品株式会社 MATCH 告白 TVCM 30 福部明浩

14 大塚製薬株式会社 カロリーメイトゼリー 冷蔵庫 TVCM 30 福部明浩

大塚製薬株式会社 ポカリスエット 踊る始業式 TVCM 60 磯島 拓矢 筒井 晴子

大塚製薬株式会社 ポカリスエット 踊る修学旅行 TVCM 60 磯島 拓矢 筒井 晴子

16 大塚製薬株式会社 カロリーメイト 一歩を、信じる。 TVCM 120 福部明浩

日本コカ・コーラ株式会社 ジョージア アツいライバル TVCM 30 浜島達也 森本泰平 河野孝典 梅田悟司

日本コカ・コーラ株式会社 ジョージア 「つながってる」篇 TVCM 30 浜島達也 森本泰平 河野孝典 梅田悟司

18 夢の街創造委員会株式会社 出前館 ときどき、出前館 TVCM 15 田中 真輝 小出 ななみ 佐藤 朝子

19 GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 ギンザシックス メインストリート篇 TVCM 90 太田恵美 スコット・レーマン

株式会社ストライプインターナショナル earth music&ecology アースM&E 2017秋「幸せについて～線路沿い～」篇 TVCM 30 権八 成裕 児島 令子
株式会社ストライプインターナショナル earth music&ecology アースM&E 2017秋「幸せについて～校舎の裏～」篇 TVCM 30 権八 成裕 児島 令子
株式会社ストライプインターナショナル earth music&ecology アースM&E 2017秋「幸せについて～白線の上～」篇 TVCM 30 権八 成裕 児島 令子

21 そごう・西武 お中元 そして、洗ったように、食べ終えた。 ポスター B1 玉山貴康

22 メルカリ 企業 みんなやってる。（岩尾） TVCM 30 村田俊平

23 株式会社ルミネ 企業 愛は、声で。 アドボード 3m*8m 尾形真理子

24 （株）エフティ資生堂 専科　Perfect Whip 引っ越し娘篇 TVCM 30 尾形真理子

25 POLA リクルート これからだ、私。 その他映像 60 山根哲也 原野守弘

26 TOTO株式会社 NEOREST ベンの悲劇 TVCM 30 山崎隆明 児島令子

27 ユニリーバ・ジャパン株式会社 Dove Real Beauty ID WebMovie 135 松元篤史 佐藤茉依

28 株式会社パイロットコーポレーション 企業広告
悩みを書いている時間は、
悩みを消すための時間でもある。

ポスター B1 飯田麻友

株式会社パイロットコーポレーション フリクション 居酒屋篇 TVCM 30 佐藤舞葉 早坂尚樹

株式会社パイロットコーポレーション フリクション 社長篇 TVCM 30 佐藤舞葉 早坂尚樹

30 大塚製薬工場 オロナインH軟膏 まけるな冬の手 TVCM 60 久山弘史 石山寛樹

大日本除虫菊(株) 虫コナーズ どうなったと思う？ TVCM 30 中治信博 古川雅之 直川隆久

大日本除虫菊(株) 虫コナーズ 効き目もローンも TVCM 30 中治信博 古川雅之 直川隆久

32 大日本除虫菊株式会社 キンチョール 超難解折り紙。 新聞 15段 古川雅之 直川隆久 廣瀬泰三

33 大日本除虫菊株式会社 タンスにゴンゴン 何してくれとんねん篇 TVCM 30 古川雅之 直川隆久 廣瀬泰三

34 大日本除虫菊株式会社 コバエがポットン 歩いてしまう篇 TVCM 15 中治信博 古川雅之 小堀友樹

35 大日本除虫菊株式会社 ティンクル シャンプー　全身篇 TVCM 15 中治信博 古川雅之 小堀友樹

KDDI株式会社 au au「笑おう」篇　60秒 TVCM 60 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉

KDDI株式会社 au au「鬼の親子」篇　30秒 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
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Netflix株式会社 ブランド 人間、明石家さんま。「NETFLIX」の話 TVCM 60 山上陽介

Netflix株式会社 ブランド 人間、明石家さんま。「テレビをどう観てるのか？」の話 TVCM 30 山上陽介

38 NTTドコモ 企業広告 近、出番が減っています。 新聞 15段 公庄仁

39 Sansan株式会社 Sansan  「面識アリ２０１７」上にやられた篇 TVCM 90 麻生哲朗

ソフトバンク株式会社 企業 ケータリング篇 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博

ソフトバンク株式会社 企業 台本読み合わせ篇 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博

ソフトバンク株式会社 企業 古田の説明篇 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博

ソフトバンク株式会社 企業 君の名は篇 TVCM 60 澤本 嘉光

株式会社NTTドコモ 企業 Ｓｔｙｌｅ’２０ ベベ ２０１７篇 TVCM 60 麻生哲朗

株式会社NTTドコモ 企業 Ｓｔｙｌｅ’２０ 中塩佳那篇 TVCM 60 麻生哲朗

株式会社NTTドコモ 企業 Ｓｔｙｌｅ’２０ リー篇 TVCM 60 麻生哲朗

42 太陽ホールディングス 企業 石油男とマッチ女 WebMovie 157 中里耕平

43 富士通株式会社 arrows 垂れ込み篇 TVCM 30 尾形真理子

44 panasonic アラウーノ 日本男児のトイレ事情　土方さん ラジオCM 90 佐藤朝子

45 YKK AP 企業 模様替えは、季節がしてくれる。 雑誌 A4変型 中里耕平

46 愛知ドビー バーミキュラ ライスポット 世界を見つめて TVCM 30 大貫冬樹

旭化成株式会社 企業 水に光を。 新聞 45段 磯島拓矢 平山浩司

旭化成株式会社 企業 水に光を。 TVCM 60 磯島拓矢 平山浩司

48 三井不動産株式会社 企業 「スーパーなひと」ジョナタ篇　長尺動画 WebMovie 137 髙崎卓馬 保持壮太郎

49 大和ハウス工業株式会社 企業 「ここで、一緒に」もしも篇　 TVCM 90 多田琢

50 大和ハウス工業株式会社 いっけん発見学会/xevoΣ お前もか篇 TVCM 30 岡 康道 矢野 貴寿

51 東京ガス株式会社 企業CM 「東京ガスっぽいCM」篇 ラジオCM 60 森田一成

52 東京ガス株式会社 企業 企業 家族の絆　似たもの親子　90 TVCM 90 細川 美和子 岡野 草平

53 全日本空輸株式会社 平昌 アスリートたち 羽生篇 TVCM 60 髙崎卓馬

東海旅客鉄道株式会社 そうだ、京都行こう。2017年秋東寺
ニンゲンは、ちょっとしゃべりすぎかな。
もの言わぬ景色の、なんと雄弁なことだろう。

ポスター B倍２連 太田恵美

東海旅客鉄道株式会社 そうだ、京都行こう。2018年春勧修寺 私たちも、美しい過去になれるといいけれど。 ポスター B倍2連 太田恵美

東海旅客鉄道株式会社 そうだ　京都、行こう。 そうだ　京都、行こう。1710 秋「東寺」 30秒 TVCM 30 太田恵美

東海旅客鉄道株式会社 そうだ　京都、行こう。 そうだ　京都、行こう。18 02 春「勧修寺」 30秒 TVCM 30 太田恵美

55 株式会社トヨタマーケティングジャパン VOXY 「父になった」篇 TVCM 90 麻生哲朗

56 東京都 /公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 TOKYO2020大会マスコット
小学生のみなさん。物事は、いろんな角度から
見ましょうね。ーマツコ・デラックス

新聞 新聞15段 福部明浩

ACジャパン 全国キャンペーン 死因「大きくなったから」 ポスター B倍 巽洋子

ACジャパン 全国キャンペーン 死因 TVCM 60 巽洋子

58 AIG JAPAN ブランドCM Tackle The City TVCM 120 細田高広 山崎博司

サンコーコーポレーション 企業広告CM ハイパーマン「予告篇 A」 TVCM 30 小林麻衣子

サンコーコーポレーション 企業広告CM ハイパーマン「予告篇B」 TVCM 30 小林麻衣子

サンコーコーポレーション 企業広告CM ハイパーマン「予告篇C」 TVCM 30 小林麻衣子

60 リクルートジョブズ株式会社 タウンワーク 「オーディション番組」篇 TVCM 15 浜島達也 荒木伸二 森本泰平 橋本新

伊藤忠商事 企業広告　かせぐ
かせぐ
ひとりの商人、無数の使命　伊藤忠商事

新聞 30段 国井美果

伊藤忠商事 企業広告 エネルギー・化学品カンパニー　久納さん篇 WebMovie 60 国井美果

伊藤忠商事 企業広告 金属カンパニー　井野さん 篇 WebMovie 60 国井美果

伊藤忠商事 企業広告 海外駐在　天野さん篇 WebMovie 60 国井美果

公益社団法人　ACジャパン 全国キャンペーンＡ 悪意ある言葉が、人の心を傷つけている。 ポスター B0 河野正人

公益社団法人　ACジャパン 全国キャンペーンA 苦情殺到！桃太郎 TVCM 60 河野正人
62

61

59

57

54

47

41

40

37



■2018年度一般部門　ファイナリスト一覧

0 広告主 商品名 作品名／コピー 媒体 サイズ コピーライター1 コピーライター2 コピーライター3 コピーライター4

※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、 終審査はシリーズ作品などをひとつの「群」にまとめています。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。得票数は関係ありません。また、ファイナリストから受賞作になったものは含まれません。

63 国立がん研究センター　中央病院アピアランス支援センター 啓蒙活動
世の中には、とんでもない犯罪者がいるのに、
なぜ、自分なんだ、と思ってしまう。涙が出る。
(１０代男性）

ポスター A1 武藤雄一

64 今西数英教室 企業CM 「歌」篇 TVCM 60 大石雄士

65 早稲田アカデミー 企業 天才はいない。 新聞 15段 渋谷三紀

66 NHK教育テレビジョン（Eテレ） テクネ 映像の教室 サウンドロゴしりとり WebMovie 100 藤井亮 小堀友樹 茗荷恭平
岩手日報 ３月１１日掲載企業広告 後だとわかっていたなら。 新聞 見開き20段 河西智彦
岩手日報社 企業広告 後だとわかっていたなら TVCM 60 河西智彦

68 信濃毎日新聞社 信濃毎日新聞 言葉よりも雄弁な背中がある。 新聞 別刷り12頁 淺井勇樹 上島史朗

69 神戸新聞 避難所もっとより良く非常袋 並べる防災 WebMovie 105 上田浩和 小山佳奈

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA ５大陸走破　LATIN AMERICA 2016 未来、未来、と世界がうるさい。 Web広告 なし 髙崎卓馬

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA ５大陸走破　LATIN AMERICA 2016 自動運転はこの景色をまだ知らない。 Web広告 なし 髙崎卓馬
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