
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 石井達矢 電通関西支社 大日本除虫菊 水性キンチョール／つまらん TVCM 15秒 電通関西支社／春企画

山崎隆明

TCC賞 ホットペッパー／宴会芸 TV CM 15秒

ホットペッパー／喜んで TV CM 15秒

ホットペッパー／私が払う TV CM 15秒

ホットペッパー／支払い TV CM 15秒

マナーの気づき TV CM 60秒 博報堂／TYO

たばこを持つ手は、子どもの顔の高さだった。他１８コ／あなたが気づけばマナー

は変わる。

新聞 15段

吸いがらを排水溝に捨てた。というか隠した。／あなたが気づけばマナーは変わ

る。

ポスター ワイド

たばこを持つ手は、子どもの顔の高さだった。／あなたが気づけばマナーは変わ

る。

ポスター ワイド

主人公がポイ捨てをした。ふるい映画だった。／あなたが気づけばマナーは変わ

る。

ポスター ワイド

700度の火を持って、私は人とすれちがっている。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

肩がぶつかったら謝るのに、煙がぶつかっても謝らなかった。／あなたが気づけば

マナーは変わる。

ポスター ワイド

犬と散歩すると、いつもより吸いがらが目につく。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

オナラの時の後方確認。たばこの時は忘れてた。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

火の粉が飛んだ。被害者が自分でよかった・・・。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

人が見てたら捨てないわけで、つまりコッソリやってたわけだ。／あなたが気づけば

マナーは変わる。

ポスター ワイド

約半歩遠ざかるのは、すれちがう人の抗議かも。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

走行中にポイ捨てをした。気分は逃走中だった。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター ワイド

吸いがらを排水溝に捨てた。というか隠した。／あなたが気づけばマナーは変わ

る。

ポスター B?

犬と散歩すると、いつもより吸いがらが目につく。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター B?

700度の火を持って、私は人とすれちがっている。／あなたが気づけばマナーは変

わる。

ポスター B?

たばこを持つ手は、子どもの顔の高さだった。／あなたが気づけばマナーは変わ

る。

ポスター B?

ファンタ／将軍先生 TV CM 15秒

ファンタ／昼メロ先生 TV CM 15秒

ファンタ／DJ先生 TV CM 15秒

Designers KDDI 新聞 15段

Designers KDDI 新聞 15段

「ケータイをデザインしよう《にとらわれず、「みんなの好きなモノをケータイにしよ

う。《と考えてみる/Designers KDDI

新聞 15段

INFOBAR/Designers KDDI 新聞 15段 電通／シンガタ／サムライ／谷山広告

ムリです。絶対上可能。ありえません。・・・/Designers KDDI 新聞 15段

我が家は　スーパー山田　山田英会話教室　山田シネマ　カラオケ山田　山田大学

山田銀行　山田ダンス教室　ペットの山田　家庭教師の山田　山田クリニック　でも

ある　 /Designers KDDI

新聞 15段

世界一小さいマスコミ!?/Designers KDDI 新聞 15段

ぜーんぶをお隣さんに。/Designers KDDI 新聞 15段

あ～しんどかった（笑） 新聞 15段

昨日、球場に来られなかった人たちにも、ありがとう。 新聞 15段

日本経済のために優勝したんやないで（笑） 新聞 15段

勝ち組、負け組。そんなん、ないんや。 新聞 15段

あーおもろかった。 新聞 15段

企業／月 TV CM 15秒

企業／勇気 TV CM 15秒

企業／こども TV CM 15秒

企業／目的-気分 TV CM 15秒

企業／777 TV CM 15秒

企業／ヒソヒソ TV CM 15秒

企業／元気 TV CM 15秒

前田知巳 フューチャーテクスト 宝島社 生年月日を捨てましょう。 新聞 30段 博報堂／フューチャーテクスト／オニオン

権八成裕 シンガタ KDDI 企業／デザインの前と後で TV CM 60秒 シンガタ／電通／東北新社

企業／airなサービス・アドレス TV CM 15秒

企業／airなサービス・ペット TV CM 15秒

企業／airなサービス・快速宅空便（預け） TV CM 15秒

企業／airなサービス・スリッパ（３月中） TV CM 15秒

企業／airなサービス・機内空気 TV CM 15秒

企業／airなサービス・スーパーシート TV CM 15秒

企業／airなサービス・快速宅空便（帰宅） TV CM 15秒

企業／airなサービス・赤ちゃん TV CM 15秒

企業／新しい人。プラズマテレビ TV CM 30秒

企業／新しい人。電子辞書 TV CM 30秒

企業／新しい人。パーソナル・カラオケ TV CM 30秒

企業／新しい人。ビデオカメラ TV CM 30秒

サントリーウーロン茶／大きな氷の河 TV CM 60秒

サントリーウーロン茶／彼女と僕の橋 TV CM 60秒

サントリーウーロン茶／秘密の入江 TV CM 60秒

一、二 ポスター B?

一、二 ポスター B?

一、二 新聞 15段

小澤津久美 ネスカフェブランド／朝のリレー・空 TV CM 60秒

谷川俊太郎 ネスカフェブランド／朝のリレー・寝顔 TV CM 60秒

阿部洋一郎 電通 明治製菓 チェルシー／ぬいぐるみ TV CM 45秒 電通／ファイブエス

谷山雅計 谷山広告 口どけ生茶／菜々子さんの春 TV CM 30秒

手島領 博報堂 氷らせ生茶／菜々子さんの夏 TV CM 30秒

真田敦 フリーランス HOT生茶／菜々子さんの冬 TV CM 30秒

カローラフィールダー／小野伸二・草原の輝き TV CM 60秒

カローラフィールダー／小野伸二・小さな応援団 TV CM 60秒

カローラフィールダー／小野伸二・夢の続き TV CM 60秒

井村光明永井

聡

博報堂クリエイティブ･ヴォックスクラブA

谷山雅計 谷山広告

安藤隆 サン・アド

電通電通

澤本嘉光権八

成裕

電通シンガタ

山本高史

山崎隆明 電通関西支社

2004年度ＴＣＣ賞受賞一覧

岡本欣也 岩崎俊一事務所

リクルート 電通関西支社／春企画

日本たばこ産業

博報堂／文平銀座／岩崎俊一事務所

星野仙一

山本高史 フロンテッジ

キリンビバレッジ

トヨタ自動車

中村禎 電通

澤本嘉光倉成

英俊

フロンテッジ

日本コカ・コーラ 博報堂／博報堂クリエイティブ･ボックス／葵プロモーション

KDDI

電通／シンガタ／谷山広告

電通／シンガタ／谷山広告

フロンテッジ／ピクト

サントリー サン・アド

博報堂／TYO

ジャパネットたかた

マッキャンエリクソン詩人

ネスレジャパンアドミニストレーショ

ン

マッキャンエリクソン／東北新社

電通／フロンテッジ／シンガタ／ピクト

電通

セブン-イレブン・ジャパン 電通／葵プロモーション

全日本空輸 シンガタ／電通／トレードマーク／電通テック



最高新人賞 今日、高橋を失った。 ポスター B?

浮気したこともあったが、やっぱり高橋が一番だ。 ポスター B?

妻は本当の私を知らない。高橋は私のすべてを知っている。 ポスター B?

失礼ですが、あなたは高橋ですか? ポスター B?

佐藤さんは、高橋だった。 ポスター B?

新人賞 嵐田光 博報堂 光文社 あなたを夢中にさせるのは、男の中の男より、本の中の男だったりする。 雑誌 A4変型 博報堂／一番町クリエイティブ

市来健太郎 博報堂 GABAマンツーマン英会話 英会話レッスン／believe GROUP LESSON "La La" TV CM 60秒 博報堂／デマンド／COPPOS FILMS

植田正行 電通中部支社 ツーカーセルラー東海 プリケー／公約！女の子 TV CM 30秒 電通中部支社／TYO

上野達生 BBDO J WEST スペースワールド サンダーバード in スペースワールド／サラリーマン ﾋﾞｼﾞｮﾝCM 30秒 BBDO J WEST／T＆E

岡田文章 博報堂関西支社 丸大食品 丸大夏のギフト／丸大夏のギフト 2003 幼稚園 TV CM 30秒 博報堂関西支社／ハイスクール

加藤大志郎 博報堂 増進会出版社 夏が終わると、賢くなってる人がいる。パーマになってる人もいる。 新聞 表札 博報堂／デザインスペースマジック

川村真司 博報堂 眞露ジャパン JINRO／見上げる男 TV CM 30秒 博報堂／葵プロモーション

川村由貴子 大広C＆P JHP･学校をつくる会

勉強できるのがすべてじゃないっていうけど、学校に行けない僕には確かめようが

ない。

ポスター B2 大広C＆P

木村暁彦 アサツー ディ・ケイ 味の素 Cook Do Korea！／本場の味・コリア ラジオCM 20秒 アサツー ディ・ケイ／エアーサウンド

倉成英俊 電通 セブン-イレブン・ジャパン 企業／肉まん TV CM 15秒 電通／葵プロモーション

小山佳奈 電通 日本テレビ アルセノチノ 新聞 5段 solexx

酒井隆宏 I＆S BBDO 大正製薬 リポビタンD／カリスマ美容師　失敗 ラジオCM 60秒 I＆S BBDO／メガヘルツ

阪本孝史 ピンスポット サントリー

サントリーBOSS「仕事中《「休憩中《／サントリーBOSS「仕事中《と「休憩中《ハンド

ベル

ラジオCM 40秒 大広／ビッグフェイス

進藤瑞博 電通 明治製菓

お兄ちゃんと並んでウガイをすると、だんだん大きな音になっていくから、フシギで

す。

雑誌 A4変型 仲畑広告制作所

鈴木契 電通関西支社 ダスキン ターミニックス／登場 TV CM 30秒 電通関西支社

高木基 電通 カブドットコム証券 企業／カブT TV CM 30秒 電通／エンジンフィルム

高田伸敏 東急エージェンシー ヤクルト本社 タフマン／腕ズモウ TV CM 15秒 東急エージェンシー／ビジョンカンパニー

田中真輝 電通関西支社 江崎グリコ ポッキー／阪神タイガース優勝 TV CM 30秒 電通関西支社／阪神コンテンツリンク

坪井卓 博報堂 ヤクルト化粧品 薬用美容液ビサイクル／姉の怒り ラジオCM 40段 博報堂／エフエムサウンズ

戸部二実 フリーランス 東レ 前世は?物。 ポスター B1 リクルート・メディア・コミュニケーションズ

直川隆久 電通関西支社 大日本除虫菊 金鳥小説　父子水（おやこみず）最終回 新聞 2段 電通関西支社／大阪宣伝研究所

中尾孝年 電通中部支社 愛知県競馬組合（吊古屋けいば） 欲しいモノは全部馬に買ってもらいました。 ポスター B1 電通中部支社

福井秀明 電通 ツーカーセルラー東京 企業／温泉 TV CM 30秒 電通／葵プロモーション

前野岳允 エージー KDDI 子どもは、ナニジンにでもなれる。 新聞 15段 アサツー ディ・ケイ／エージー

松村雅史 東急エージェンシー フレックスオート 今日は３台売れて、さびしかった。 ポスター B2 東急エージェンシー

宮本貴司 電通 NTT番号情報 タウンページ／歯科医 TVCM 30秒 電通／東北新社

安川徹 博報堂 京成電鉄 手を合わせる　ドラ息子の姿に　ほっとしました。 ポスター B3 博報堂

山中貴裕 大広 朝日放送 ラジオは、助手席でイビキをかいたりしない。 ポスター B2 大広

渡辺裕之 アサツー ディ・ケイ セイコーウォッチ 新しいピンセットは使わない。 ポスター B2 アサツー ディ・ケイ／ネクステック

審査委員長賞 児島令子 フリーランス 日本ペットフード 死ぬのが恐いから飼わないなんて、言わないで欲しい。 新聞 15段 アサツーディ・ケイ／副田デザイン制作所

杉谷有二 電通 電通／ワークアップたき高橋書店


