
■2019年度⼀般部⾨ ファイナリスト⼀覧

広告主 商品名 作品名／コピー 媒体 秒数／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

サッポロビール  サッポロ⽣ビール⿊ラベル ⼤⼈エレベーターシリーズ「⼤⼈EV32歳 ⼀番怖いもの」篇 TVCM 30 多⽥ 琢 道⾯宣久
サッポロビール  サッポロ⽣ビール⿊ラベル ⼤⼈エレベーターシリーズ「⼤⼈EV58歳 分かりやすさ」篇 TVCM 30 多⽥ 琢 道⾯宣久
サッポロビール  サッポロ⽣ビール⿊ラベル ⼤⼈エレベーターシリーズ「⼤⼈EV30歳 アスリート以外」篇 TVCM 30 多⽥ 琢 道⾯宣久
UHA味覚糖 e-maのど飴 飲み会 篇 TVCM 30 井村光明
UHA味覚糖 e-maのど飴 プレゼン 篇 TVCM 30 井村光明
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 夜明けのしずくが、乾いていない。 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 息づかいが聞こえるようだ。 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 野菜には記憶がある。 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 農法はファッションか。 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 空中農場。 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 空から⾷べものが採れる。 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 空中農場。 ポスター A1 秋⼭ 晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 野菜は都市をソフトにする。 ポスター A1 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 空中農場 レタス篇 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 空中農場 ラディッシュ篇 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 空中農場 ハーブ篇 TVCM 30 秋⼭晶

4 キユーピー株式会社 キユーピーハーフ パンはサラダのプレートになった。 ポスター A1 秋⼭ 晶
5 クラシエフーズ 知育菓⼦ イガイガイのうた まとめ３ WebMovie 84 本間絹⼦

サントリー BOSS 休み⽅改⾰！ ポスター B3ワイド 照井晶博
サントリー BOSS 休み⽅改⾰！ ポスター B3ワイド 照井晶博
サントリー BOSS 休み⽅改⾰！ ポスター B3ワイド 照井晶博
サントリー BOSS 休み⽅改⾰！ 新聞 15段 照井晶博
サントリー BOSS 休み⽅改⾰！ ポスター B倍6連 照井晶博

サントリー BOSS
 ⼈類は半分、

⽗のおかげ。
ポスター B4 照井晶博

サントリー BOSS 時代がどうあれ、 ポスター B3ワイド 照井晶博
サントリー BOSS 時代がどうあれ、 新聞 120段 照井晶博
サントリー BOSS ⾃分の道しか⾏けないし。 ポスター B3ワイド 照井晶博

8 サントリー サントリー ⿊烏⿓茶 「ファストフードに恋してる」篇 TVCM 30 岡本欣也
サントリーホールディングス BOSS 宇宙⼈ジョーンズ・関ヶ原 TVCM 30 福⾥ 真⼀ 照井 晶博
サントリーホールディングス BOSS 宇宙⼈ジョーンズ・忠⾂蔵 TVCM 30 福⾥ 真⼀ 照井 晶博
サントリーホールディングス BOSS 宇宙⼈ジョーンズ・ヘッドライトテールライト2019 TVCM 60 福⾥ 真⼀ 照井 晶博
サントリーホールディングス CRAFT BOSS 新しい⾵・新CEO TVCM 30 福⾥ 真⼀ 照井 晶博
サントリーホールディングス CRAFT BOSS 新しい⾵・こたつ TVCM 30 福⾥ 真⼀ 照井 晶博

9

7
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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、最終審査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、受賞作品はこのリストからは抜いています。
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レストラン・エクスプレス 銀のさら バレエ TVCM 15 松村祐治
レストラン・エクスプレス 銀のさら 不良たち TVCM 30 松村祐治
株式会社アキタ きよらグルメ仕⽴て きよらグルメ仕⽴て「グルメな⼈」篇 TVCM 30 福部 明浩
株式会社アキタ きよらグルメ仕⽴て きよらグルメ仕⽴て「おそろい」 TVCM 30 福部 明浩

13 ⼤塚製薬株式会社 カロリーメイト ⼼の声 TVCM 90 福部明浩
⼤塚製薬株式会社 カロリーメイト ゼリー 棋⼠と⼥⼦⼤⽣ TVCM 30 福部明浩
⼤塚製薬株式会社 カロリーメイト ゼリー 体操選⼿と新⼊社員 TVCM 30 福部明浩
⼤塚製薬株式会社 イオンウォーター 「⼤⼈は、ながい。〜電⾞」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 「⼤⼈は、ながい。〜野球」篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗 筒井晴⼦
⽇清⾷品 チキンラーメン アクマのキムラー アクマ的キャンペーン TVCM 30 細川美和⼦ 尾上永晃 ⽥⺟神⿓
⽇清⾷品 チキンラーメン アクマのキムラー アクマのキムラーキャンペーン Web広告 不明 尾上永晃

17 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 LUMINE 企業 シーズンヴィジュアル 好きしかない恋なんて ポスター B1 尾形真理⼦

19 アダストリア niko and...2018冬

同じ⼈間はつくらない。
神様ってオシャレ。

であうにあう

ポスター B0 野澤幸司

ヒラキ 企業 ハイヒールの⽣みの親は、うんちです。 ポスター B2 盛⽥真介
ヒラキ 企業 ⼤きめの靴を履かせることは、⼦どもの⾜を臭くすること。 ポスター B2 盛⽥真介
ヒラキ 企業 ボウリング場の貸靴は、今⽇もちゃんとダサい。 ポスター B2 盛⽥真介

21 株式会社そごう・⻄武 ⺟の⽇ 全国⼀⻫⺟の⽇テスト WebMovie 307 ⼤塚久雄
22 POLA 企業広告 ⼥やったら、あきませんか。 新聞 15段 ⼭根哲也
23 パイロットコーポレーション 企業広告 書く、を⽀える。〜名前 TVCM 30 野﨑賢⼀

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 パンテーン

 ⾃由な髪型で
 内定式に出席したら

 内定取り消しに
なりますか？

新聞 15段 阿南由貴佳

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 パンテーン

 ⾃由な髪型で
 内定式に出席したら、

 内定取り消しに
なりますか？

ポスター B0（H1，030 x W1，456）の3連2段貼りH2，060 x W4，368 阿南由貴佳

株式会社 資⽣堂 マイクレヨン プロジェクト 広辞苑第七版の「肌⾊」の②は ちがう気がする ポスター A2 ⽯川北⽃
株式会社 資⽣堂 マイクレヨン プロジェクト 肌⾊にも 新⾊があります ポスター A2 ⽯川北⽃
⼤⽇本除⾍菊（株） ゴキブリがうごかなくなるスプレー 買うまでが、広告です。 新聞 15段 古川雅之
⼤⽇本除⾍菊（株） ゴキブリがうごかなくなるスプレー 買うまでが、広告です。 新聞 15段 古川雅之
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⼤⽇本除⾍菊（株） キンチョール 殺⾍剤占い こらえ性 篇 ラジオCM 60 直川隆久
⼤⽇本除⾍菊（株） プレシャワーDF  ⾍よけ占い いい⼈ 篇 ラジオCM 60 直川隆久

28 ⼤⽇本除⾍菊（株） 蚊がいなくなるスプレー 蚊がいなくなるスプレーがなくなるスプレー ラジオCM 60 古川雅之
29 富⼠フイルム 企業 樹⽊さん年末特別 TVCM 60 福⾥真⼀
30 Google Google Pixel 「トップショットで撮影 篇」30秒 TVCM 30 SIX inc.

KDDI株式会社 au 家族を話そう TVCM 60 篠原誠 野﨑賢⼀ 佐藤舞葉 明円卓
KDDI株式会社 au 快適 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢⼀ 佐藤舞葉 明円卓

32 Sansan株式会社 Sansan 「⾯識アリ２０１８」 また、上にやられた篇 TVCM 30 ⿇⽣哲朗
33 ソースネクスト株式会社 ポケトーク 洋服屋 TVCM 30 岡部将彦

ソフトバンク株式会社 企業 ⽩⼾家 事情聴取 菊川怜篇 TVCM 30 澤本 嘉光 ⽔本 晋平
ソフトバンク株式会社 企業 ⽩⼾家 ギガ泥棒篇 TVCM 30 澤本 嘉光 ⽔本 晋平

35 ソフトバンク株式会社 企業 ⽩⼾家 歌のリレー篇 TVCM 60 澤本 嘉光 ⽔本 晋平
36 株式会社NTTドコモ 企業 Styleʼ20 リカルディーニョ篇 TVCM 60 ⿇⽣哲朗

株式会社 オープンハウス 企業CM 夢⾒る⼩学⽣ 貯⾦篇 TVCM 30 吉兼啓介
株式会社 オープンハウス 企業CM 夢⾒る⼩学⽣ ナイショ話篇 TVCM 30 吉兼啓介
株式会社 オープンハウス 企業CM 夢⾒る⼩学⽣ 遅刻篇 TVCM 30 吉兼啓介
株式会社 オープンハウス 企業CM 夢⾒る⼩学⽣ 保健室篇 TVCM 30 吉兼啓介
株式会社ニトリ NGRIP スキップできない劇場【第1話】 WebMovie 33 眞鍋海⾥
株式会社ニトリ NGRIP スキップできない劇場【第2話】 WebMovie 35 眞鍋海⾥

39 株式会社村⽥製作所 企業広告 分解系 TVCM 30 安藤 隆 柴⽥ 恭輔
40 出光興産 企業 ベトナム / ⽗の仕事 TVCM 120 橋本卓郎 原央海
41 ⼤和ハウス⼯業株式会社 住宅事業 xevoΣ ⾔えない篇 30秒 TVCM 30 ⽮野貴寿
42 ⼤和ハウス⼯業株式会社 企業 「リフォーム」篇 TVCM 60 多⽥ 琢
43 東京ガス株式会社 企業 家族の絆 ウチの家族 TVCM 90 澤本嘉光 岡野草平

⽇⽴アプライアンス株式会社 町の電器屋さん ⼤丈夫 TVCM 60 武藤雄⼀
⽇⽴アプライアンス株式会社 町の電器屋さん 名刺 TVCM 30 武藤雄⼀

45 全⽇本空輸 国際線 ⼈間だけが、時速９００ｋｍで熟睡できる。 ポスター 2m*7m 橋⼝幸⽣ 野﨑 賢⼀

東海旅客鉄道株式会社 そうだ京都、⾏こう。

春はあけぼの。
枕草⼦は最⾼のガイドブックでした。

そうだ 京都、⾏こう。

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。」 2019「春はあけぼの ⽇の出」篇 TVCM 30 太⽥恵美 
東海旅客鉄道株式会社 「そうだ 京都、⾏こう。」 19 春はあけぼの「さくら篇」 TVCM 30 太⽥恵美 

47 タクティー jms Iʼm My Car WebMovie 138 神⽥祐介
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トヨタ⾃動⾞ トヨタイムズ

トヨタイムズ

未来を、どこまで楽しくできるか。

その男はこう宣⾔したという。「クルマをつくる会社ではなく、モ
ビリティ・カンパニーになる」と。あのトヨタの社⻑が、クルマ
メーカーやめるって…さりげなく、とんでもないこと⾔ってない
か？それだけじゃない。「この⽇本から、未来のモビリティ社会を
つくりたい」「どこにいても、⾃由で。誰もがつながって。ライフ
スタイルどころか、街のありかたまで変えていく」「われわれはク
ルマではなく、未来をつくる」。語る内容がいちいち壮⼤すぎてピ
ンとこない。…だいたい企業ってさ、いつも変わる変わるって⾔っ
てるよね。ホントに変わるの？そのあたりを体当たりで取材して、
ガチの本⾳やおもしろい情報を引き出していきますよ。楽しいこと
話してないと、楽しい未来にならないでしょ？（編集⻑ ⾹川照
之）

新聞 30段 藤本宗将

トヨタ⾃動⾞ トヨタイムズ はじめます。篇 TVCM 60 藤本宗将

本⽥技研⼯業株式会社 CLARITY

 クルマの
 かたちをした

 Hondaの意志だ。
 
Honda NEWTYPE！

ポスター B倍4連 照井晶博

本⽥技研⼯業株式会社 CLARITY 都市とクルマ（デビュー） TVCM 60 照井晶博
50 本⽥技研⼯業株式会社 企業ブランド ブランド 「ＧＶＰ Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ」 TVCM 60 太⽥恵美 
51 NETFLIX 年末年始キャンペーン 聞いて驚くな。実家は意外とやることないぞ。 ポスター B3ワイド ⾓⽥ 武
52 ひらかたパーク ひらかたパーク 渋⾕ひらパー TVCM 15 ⽥中幹 川村健⼠ 中⼭沙織

53 映画ドラえもん製作委員会 映画 ドラえもん のび太の⽉⾯探査記

⼤⼈のフリが
上⼿な⼈が、
⼤⼈なだけだよ。

映画 ドラえもん
のび太の⽉⾯探査記

アドボード 2000*1353 尾形真理⼦

54 Goodman Service 就職サービス I am Hussein.（アイアムフセイン） WebMovie 100 ⽟川健司
55 SOMPOホールディングス株式会社 企業 認知症サポートプログラム始動 TVCM 60 ⽮⾕暁 室屋慶輔

48

49
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パートナーエージェント 栗⽥雅俊B3ポスター

婚活マッチング中。

男は思った。もう13分の沈黙だ。
⼥は思った。もう13分の沈黙よ。

何か話さなければ…
何か話すべきよね…

「あの、⾎液型は？」
「B型です」

「そうですか」
「はい」

…終わってしまった。会話を続けなければ。
もっと膨らませるべきだったかしら…

「そういえばゴリラってB型しかいないらしいですよ」
「…」

なぜこんなことを⾔ってしまったんだろう。
なんて答えれば正解だったの。

助けてくれ。
助けて。

会話がうまくいかなかったら。
成婚コンシェルジュにご相談を。

成婚率No.1の結婚相談所
パートナーエージェント

企業
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56 栗⽥雅俊B3ポスター

婚活マッチング中。

男は思った。寒いな。
⼥は思った。寒いわ。

彼⼥はこんな格好で⼤丈夫なんだろうか…
全⾝が凍えそうなほど寒いわ…

コートを貸すべきだろうか。
コートを貸してくれないかしら。

そっと肩にかけてみようか。
無⾔でかけてくれたら素敵なのに。

だがそんなキザな真似をして、ひかれたらどうする。
はやくかけて。

⼥性のコーディネートには、ポリシーがあるものだし。
はやく。

気遣いができたぞ。と男は思った。
気が利かないわね。と⼥は思った。

相⼿の⼼がわからなくなったら。
成婚コンシェルジュにご相談を。

成婚率No.1の結婚相談所
パートナーエージェント

企業パートナーエージェント 



■2019年度⼀般部⾨ ファイナリスト⼀覧

広告主 商品名 作品名／コピー 媒体 秒数／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、最終審査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、受賞作品はこのリストからは抜いています。

リクルート エアペイ ⾻董品屋 TVCM 30 村⽥俊平
リクルート エアペイ バー屋 TVCM 30 村⽥俊平
伊藤忠商事株式会社 企業CM 法務部 多⽥さん篇 TVCM 30 国井美果
伊藤忠商事 企業CM ITビジネス課 ⻘⽊さん 篇 TVCM 30 国井美果

59 住友⽣命保険相互会社 Vitality 「この夏、上陸」篇 TVCM 60 ⿇⽣哲朗 尾形真理⼦
60 全国都道府県及び全指定都市 BINGO5 買い⽅ TVCM 30 栗⽥雅俊 姉川伊織

ポスター

婚活マッチング中。

⼥は思った。つまらない映画ね。
男は思った。おもしろい映画だ。

映画は字幕で⾒たかった。
この吹替がすばらしい。

ホラーも苦⼿なのよね。
しかし彼⼥の表情は暗いな。

もしかして、趣味が合わない？
もしかして、ポップコーンか？

本当にこの⼈でいいのだろうか？
キャラメルではなく、塩が⾷べたかったのか？

ううん。不安になりすぎもよくないわよね。
塩なんだね？

「あの、このつぎ、どうします？」
「塩にしましょう」

理想に迷いが⽣まれたら。
成婚コンシェルジュにご相談を。

成婚率No.1の結婚相談所
パートナーエージェント

企業パートナーエージェント 栗⽥雅俊B3

57

58
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広告主 商品名 作品名／コピー 媒体 秒数／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、最終審査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、受賞作品はこのリストからは抜いています。

61 ⼤阪ブレストクリニック ⼤阪ブレストクリニック 何番⽬の意⾒まで聞きたいか。 ポスター A1 児島令⼦
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第⼀話（トラブルの匂いしかしない）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第⼆話（とりあえずこの家は俺がもらうわ）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第四話（こんなにも借⾦があったのか？）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第五話（誰だよ！）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第六話（遺⾔書がもう⼀通？）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第七話（何たらしこんだ！）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰
南都銀⾏ 遺⾔信託 南都家の⼀族「第⼋話（⾦があるだけまだましよ！）篇」 TVCM 15 佐久間 英彰

63 ⽇本郵便 年賀状 会うを超える 篇 TVCM 90 野澤幸司

64 ポプラ社 絵本「答えのない道徳の問題 どう解く？」
 どうして正義のヒーローは、

悪者を殴っていいんだろう？
ポスター B1/A1 ⼭﨑博司

65 岩⼿⽇報 ３⽉１１⽇広告 ⾵の電話 TVCM 90 河⻄ 智彦
66 ⾼橋書店 ざんねんないきもの事典 ササの葉にはほとんど栄養がない… ポスター B3ワイド 公庄仁
67 琉球放送 歩数計アプリ「歩くーぽん」 道端にお札 TVCM 30 河⻄ 智彦

株式会社ファミリーマート 焼きとり ファミマのあの曲で会話ドケチ 篇 TVCM 30 権⼋ 成裕
株式会社ファミリーマート お⺟さん⾷堂 お⺟さんの秘密 篇 TVCM 30 権⼋ 成裕

69 ⼭⼝県⽴美術館 ⻑州藩主  ⽑利敬親展 SNS篇 TVCM 30 後藤誠⼀

68

62


