
賞　　名 受賞者名 所属 広告主 商品名／メインコピー／題名 媒体名 サイズ／秒 広告会社／制作会社

TCCグランプリ カローラフィルダー／小野伸二 TVCM 60秒

カローラフィルダー／小野伸二・海 TVCM 60秒

カローラフィルダー／小野伸二・明日へ TVCM 60秒

TCC賞 ホットペッパー／すごいやん TV CM 15秒 電通関西支社／リクルート

ホットペッパー／腹立ってきた TV CM 15秒 電通関西支社／春企画

ホットペッパー／たべました TV CM 15秒 電通関西支社／リクルート

ホットペッパー／ダイナー（唄） TV CM 15秒 電通関西支社／春企画

自分史上最高キレイ！ ポスター B?W

自分史上最高キレイ！ ポスター B?W

自分史上最高カレシ！ ポスター B?W

自分史上最高カレシ！ ポスター B?W

自分史上最高キレイ！ 雑誌 見開き

自分史上最高キレイ！ 雑誌 見開き

サントリーウーロン茶／桃白ドレス TV CM 30秒

サントリーウーロン茶／吾と空 TV CM 30秒

サントリーウーロン茶／桃まんの国 TV CM 30秒

サントリーウーロン茶／ハフハフホット TV CM 15秒

企業／コンパクトゴルフ TV CM 30秒

企業／激ウマ　キャッチボール TV CM 30秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／はじめてのバイバイ TV CM 15秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／握る手 TV CM 15秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／はじめての新聞 TV CM 15秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／あの感触 TV CM 15秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／エレベーターに乗る TV CM 15秒

たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこクラブ／眠るタイミング TV CM 15秒

前田知巳 フューチャーテクスト 宝島社 国会議事堂は、解体。 新聞 30段 博報堂／フューチャーテクスト

ファンタ／ドラゴン先生 TV CM 15秒

ファンタ／革ジャン先生 TV CM 15秒

ファンタ／激安先生 TV CM 15秒

ファンタ／ツッパリ先生 TV CM 15秒

高速中国ANA ポスター B?W

高速中国ANA ポスター B3×4

高速中国ANA 雑誌 4P

高速中国ANA 雑誌 2P

高速中国ANA 新聞 15段

高速中国ANA 新聞 15段

いい空は青い。 ポスター B?

いい空は青い。 ポスター B?

いい空は青い。 新聞 15段

いい空は青い。 新聞 15段

いい空は青い。 新聞 15段

NOT 新聞／SP 15段

BAD 新聞／SP 15段

NOT　BAD 新聞／SP 15段

前田知巳 フューチャーテクスト 宝島社 呼び吊を変えれば日本も変わる（かも）。 新聞 15段 博報堂／フューチャーテクスト

福部明浩 博報堂 増進会出版社 高校生は、家に帰って勉強しなさい。 屋外 13m×15m 博報堂／デザインスペース マジック

企業／ペット TV CM 30秒

企業／ペアルック TV CM 30秒

最高新人賞 田舎から、恒例のみかん。でも、おすそわけする人がいないのです。 ポスター A1

お隣りが宅配便を預ってくれたのは、いつの頃までだったろう。 ポスター A1

隣の人のフルネーム。お葬式で知りました。 ポスター A1

さいきんは、犬でも連れていないと誰も話しかけてくれなくなった。 ポスター A1

お隣りがベランダに出てくると　なんとなく、部屋に入ってしまう私。 ポスター A1

新人賞 池田伸一 I＆S　BBDO ライオン プレディクター(2)うらない／タイマン夫婦 ラジオCM 60秒 I＆S　BBDO／ドゥ・コーポレーション

合田英士 フロンテッジ ソニーマーケティング 大人が、いま、始めたら　子どもは、それが普通だと思うはず。 新聞 15段 フロンテッジ／エージー

松熊俊和 花王 花王 四畳半、エアコン無し、フロ無し、トイレ有り。 雑誌 A4変 アマナ

稗田倫広 電通九州 大村文化学園 大村ファッションカレッジ・オープンキャンパス／モザイク TV CM 15秒 電通九州／アプトクリエーション

山田慶太 電通 毎日新聞社 企業／その会社 TV CM 60秒 電通／葵プロモーション

小林智拡 中野直樹広告事務所 特別区競馬組合 「読めません・・・・《 ポスター B1 電通関西支社／中野直樹広告事務所東京支社

青嶋美紀 電通 大塚製薬 ファイブミニ／美しさの秘訣「ジョギング《 TV CM 30秒 電通／ティー・ワイ・オー

西脇淳 大広 東大阪宇宙開発協同組合 出来っこないと笑うやつらを見おろしてやろう、宇宙から。 ポスター B1 大広／大広クリエイティブ＆パートナーズ

明石靖彦 フリーランス いわた歯科医院 スリッパの汚い旅館と歯医者は、なんとなく信じられない。 ポスター B3横 ミスター・ユニバース

斉藤佳津枝 デジタルデザインラボラトリー ジョイセフ 世界のどこかで、1分間に1人の女性が妊娠・出産が原因で死亡しています。 ポスター B1 ×8 デジタルデザインラボラトリー

篠原茂 リクルートメディアコミュニケーションズ 大阪府警察本部 大阪は任せた。ロスは任せろ。 ポスター B1 リクルートメディアコミュニケーションズ

都築徹 電通中部支社 レゴジャパン せめて、想像力くらい豊かな国にしませんか。 新聞 5段見開き 電通中部支社／マザーゲイト

籠島康治 電通 日本労働組合総連合会 残業をつけようとしたら　先輩に「空気を読め！《とすごまれた。 ポスター B3 電通

山阪佳彦 マック東京本部 サントリー 大空を見上げた。人類だけが飛んでいた。 新聞 30段 大広ブランドデザイン／マック

岡田大輔 博報堂 日本興亜?害保険 企業／いつも突然 TV CM 15秒 博報堂／石原プロモーション

川上直人 電通中部支社 ココストア 企業／母と子 TV CM 30秒 電通中部支社／電通テック

難波俊郎 フリーランス テレビ東京 携帯がないと、恋もできないのかよ。 新聞 5段 スポッツ

藤本泰明 電通関西支社 クボタ 結晶で会いましょう。 新聞 30段 電通関西支社／コスモス
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電通／フロンテッジ／ピクトトヨタ自動車フロンテッジ山本高史

大広ブランドデザイン/TOLERANCE

ビーコンコミュニケーションズ／ホリプロ

秋山晶木村亜

希

ライトバブリシテイI＆S　BBDO 月桂冠 I&S BBDO／ライトパブリシテイ／サムライ

一倉宏 一倉広告制作所 全日本空輸 電通／副田デザイン制作所

電通／副田デザイン制作所全日本空輸一倉宏

高田豊造

中野達仁

博報堂東北新社 ベネッセコーポレーション 博報堂／東北新社

井村光明 博報堂クリエイティブ･ヴォックス 日本コカ・コーラ

博報堂／博報堂クリエイティブ･ヴォックス／葵プロモーショ

ン

赤松隆一郎 電通西日本松山支社 松平上動産 電通西日本松山支社／ワンダーランドハウス

安藤隆 サン・アド サントリー サン・アド

山崎隆明 電通関西支社 リクルート

たすけあいグループ　うみお大広ブランドデザイン笹島真祐子

阿部光史 ビーコンコミュニケーションズ アイフル

一倉広告制作所



碓井智 電通関西支社 三起商行 褒められた?のことを子供は案外おぼえている。 新聞 3段 電通関西支社／電通テック大阪支社

佐藤夏生 博報堂 エイベックス・ディストリビューション HARMONY／指揮者 TV CM 90秒 博報堂／葵プロモーション

田中泰延 電通関西支社 エスエスケイ SSK野球用品／交差点 TV CM 30秒 電通関西支社／高映企画

中村直史 電通 大塚製薬

朝食を抜くことは、前の晩からずっと食べないこと。それって、ほとんど断食ですよ

ね

ポスター B3 電通／たき工房

西畑幸一郎 アサツー ディ・ケイ 西日本鉄道 「かしいかえん《春のわんわんショー＆TVキャラクターショー TV CM 15秒 西鉄エージェンシー／ワンダーランドハウス

大杉陽子 大広 朝日新聞社 朝日新聞に聞いてね／デフレスパイラル ラジオCM 60秒 大広／ドゥ・コーポレーション

細川美和子 電通 味の素 パルスイートカロリーゼロ／恐怖体験　新築 ラジオCM 20秒 電通／フットワーク

原　晋 東急エージェンシー 日本メカケミカル ピアノ教室のある町は、きっと幸せだ。 ポスター B1 東急エージェンシー

齋藤美和子 松下電器産業 松下電器産業 ナショナル酸素エアチャージャー／酸欠会議 ラジオCM 40秒 福本ゆみ事務所

山本達也 電通 日本新聞協会 本日より、日本国は民営化されるものとする。 新聞 15段 電通／アドブレーン

審査委員長賞 権八成裕 電通 全日本空輸 PARADISE沖縄／沖縄の歌　～THIS IS BEACH～ TV CM 30秒 電通／東北新社

6つの建築家チーム×公団が始める、新しい「住《の提案。 ポスター B? ×4 博報堂／大貫デザイン

6つの建築家チーム×公団が始める、新しい「住《の提案。 新聞 15段

申し訳ありませんが、全タイプを紙面で紹介するのは無理です。 新聞 15段

横道浩明 博報堂C＆D 都市基盤整備公団

博報堂


