
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 企業／最近のケータイは、若い人のことばかり見てはいないか。 ポスター B1

企業／日本って、おじさんとおばさんの国なんだ。 新聞 30段

企業／日本って、おじさんとおばさんの国なんだ。 屋外懸垂幕 10.8x18m

企業／日本って、おじさんとおばさんの国なんだ。 屋外ボード

2060x

14560mm

企業／日本の縮図　基本 TV CM 15秒

企業／日本の縮図　話すためのものだ TV CM 15秒

企業／日本の縮図　ついていけない TV CM 15秒

TCC賞 キユーピーマヨネーズ／ タコ TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／パイナップル TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／黄身酢 TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／ニンジン TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／サラダ油 TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／食酢 TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／マカロン TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／サプリメント TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／カットオフ TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／割卵機 TV CM 15秒

キユーピーマヨネーズ／パッケージ TV CM 15秒

黒缶／黒缶　猫インタビュー・軒の上 TV CM 30秒

黒缶／黒缶　猫インタビュー・木の上 TVCM 30秒

黒缶／黒缶　猫インタビュー・車の下 TVCM 30秒

水性キンチョール／金鳥小説　父子水　第一回 新聞 全2段

水性キンチョール／金鳥小説　父子水　第二回 新聞 全2段

水性キンチョール／金鳥小説　父子水　第三回 新聞 全2段

水性キンチョール／金鳥小説　父子水　第四回 新聞 全2段

水性キンチョール／金鳥小説　父子水　最終回 新聞 全2段

水性キンチョール／金鳥ラジオ小説「父子水《第三回 ラジオCM 260秒

水性キンチョール／金鳥ラジオ小説「父子水《第四回 ラジオCM 281秒

仲畑貴志 仲畑広告制作所 クレディセゾン セゾンカード／おじいさんの大車輪 TV CM 30秒 I&S BBDO／仲畑広告映像所

goo／ひょんなことからの「ひょん《って、 ポスター B0

goo／外国人がよく ポスター B0

goo／高卒で鉄道運転手になれるのでしょうか？ ポスター B0

goo／私達が目を通して普段見る景色 ポスター B0

goo／100円ショップで売っているMDって、どうですか？ ポスター B0

goo／かつらは金属探知器に引っかかりませんか？ ポスター B0

goo／イタコを呼びたいのですが、 ポスター B0

goo／国民年金あきらめる！？ ポスター B0

goo／よくマンガとかで相手の首の後ろ辺りを ポスター B0

goo／2枚目はカッコいい人、 ポスター B0

goo／もし偽札を受け取ってしまったら ポスター B0

goo／おはようございます。gooです。Yahooのライバルのgooです。 新聞 30段

goo／gooの検索ってホントにいいのでしょうか？ 新聞 15段

企業／自分のたばこは、カオルもの。人のたばこは、ニオウもの。 ポスター B?

企業／捨てる人は、拾わない。捨てない人が、拾っている。 ポスター B?

企業／夏。たばことすれちがう腕は、裸だ。 ポスター B?

企業／吸われて。燃えて。捨てられて。たばこじゃなければ泣いている。 ポスター B?

企業／雪に埋めると、春に出てくる吸いがらだった。 ポスター B1

HAPPY END POCKERO 携帯用灰皿 -

水性キンチョール／男だけ TV CM 15秒

水性キンチョール／客間 TV CM 15秒

水性キンチョール／庭 TV CM 15秒

伊右衛門／姉たちに TV CM 30秒

伊右衛門／師匠に TV CM 30秒

伊右衛門／帰宅 TV CM 30秒

伊右衛門／年初のあいさつ TV CM 15秒

伊右衛門／桜餅 TV CM 30秒

カローラフィ－ルダー／道のさき、空のふもと ポスター B0×2 電通／フロンテッジ／たき工房

カローラフィ－ルダー／ぼくの好きなうた TV CM 60秒

カローラフィ－ルダー／遠回り TV CM 60秒

カローラフィ－ルダー／KENがいない TV CM 60秒

澤本嘉光

権八成裕

電通シンガタ 全日本空輸 ANA中国／ノックで中国 TV CM 30秒 電通／シンガタ／トレードマーク／電通テック

家庭教師のトライ／晩ごはん TV CM 30秒

家庭教師のトライ／通学路 TV CM 30秒

家庭教師のトライ／答案 TV CM 30秒

圧力ジャー／ふりかけ TV CM 30秒

圧力ジャー／気力炊飯 TV CM 30秒

VE電気まほうびん／ハワイ TV CM 30秒

企業／タクシー TV CM 30秒

企業／道案内 TV CM 30秒

博報堂 トライグループ

電通／ビルド・クリエイティブハウス／電通テックビルド・クリエイティブハウス 大林組

2005年度ＴＣＣ賞受賞一覧

ツーカーセルラー東京 電通／アズライフ

ツーカーセルラー東京・ツーカーセ

ルラー東海・ツーカーホン関西

電通／葵プロモーション

有利英明

福井秀明

電通

永見浩之

小西利行

塩崎秀彦

博報堂イン・プログレス 博報堂イン・プロ

グレス博報堂

博報堂／ニッポンムービー東京

サントリー

博報堂イン・プログレス／博報堂デザイン／博報堂／東

北新社

山本高史 電通 トヨタ自動車

電通／フロンテッジ／ピクト

古田彰一

篠原直樹

大日本除虫菊 電通関西支社／春企画

高松聡

細川直哉

電通 ＮＴＴレゾナント 電通／たき工房

日本たばこ産業 博報堂／文平銀座／岩崎俊一事務所

石井達矢

山崎隆明

電通関西支社

電通関西支社 大日本除虫菊

岡本欣也 岩崎俊一事務所

電通関西支社／ 大阪宣伝研究所

電通関西支社／ビッグフェイス 

秋山晶 ライトパブリシテイ キユ－ピー ライトパブリシテイ

濱田雄史 東急エージェンシー マルハペットフード 東急エージェンシー／CAT

直川隆久

山田慶太

電通関西支社／高映企画象印マホービン電通関西支社

中治信博

田中泰延



薬用養命酒／父の二の腕は、母の一の腕より、細い。 新聞 全3段

薬用養命酒／冷房の普及は、冷え症の普及でもありました。食事が欧米化して

も、胃腸は欧米化してくれません。

新聞 全3段

薬用養命酒／気温24℃は暖かいのに、冷房24℃は寒い。働く8時間は長いの

に、眠る8時間は短い。

新聞 全3段

薬用養命酒／ま、一杯。 新聞 全3段

薬用養命酒／たまには妥協しなきゃと思い、いつも妥協している。残せば後悔す

ると思ったが、残せばよかったと後悔した。

新聞 全3段

薬用養命酒／疲れていると、メールも短い。ふられたのに、やけ食いもできな

い。手袋のまま手をつなぐのは、せつない。

新聞 全3段

薬用養命酒／1年が過ぎるのは早いが、1日はなかなか終わらない。30分半身

浴するくらいなら、30分早く寝たい。

新聞 全3段

薬用養命酒／先入観は 多くの場合 誤解です。 新聞 全3段

薬用養命酒／温泉で疲れをとり、帰り道でまた疲れる。温泉には行きたいが、寒

い所には行きたくない。

新聞 全3段

薬用養命酒／勝負パンツの日以外は、毛糸のパンツをはいている。どんなに疲

れていても、メールの中では笑っている。

新聞 全3段

薬用養命酒／「もう歳だ《と笑っていた人が、「まだ若い《と怒りだしたら、もう歳で

す。体重が気になる人は多いのに、体温が気になる人は少ないのが、気になり

ます。

新聞 全3段

薬用養命酒／すべての過労は、倒れるまでただの疲労でした。 新聞 全3段

サントリーウーロン茶／自分をお強く ポスター B?×2

サントリーウーロン茶／自分をお強く ポスター B?×2

サントリーウーロン茶／自分をお強く ポスター B?×2

サントリーウーロン茶／カンフー TV CM 30秒

サントリーウーロン茶／飛び込み TV CM 30秒

ホットペッパー／前髪（教室2） TV CM 15秒

ホットペッパー／創刊（線香） TV CM 15秒

ホットペッパー／パパ（アンモニア5） TV CM 15秒

ホットペッパー／無礼講（線香） TV CM 15秒

ホットペッパー／送別会（線香） TV CM 15秒

ホットペッパー／部分パーマ（体育館） TV CM 15秒

ホットペッパー／泊まり（髪の毛2） TV CM 15秒

NIKE FOOTBALL IMPROVISATION／Play : Win TV CM 60秒

NIKE FOOTBALL IMPROVISATION／Zen TV CM 15秒

最高新人賞 B-ing とらばーゆ 転職イベント／スタンド（渡久山さん＋岡本さん） TV CM 30秒 電通中部支社／シースリーフィルム

とらばーゆ／答えなさい・事務 ラジオ CM 60秒

とらばーゆ／答えなさい・医療 ラジオ CM 60秒

新人賞 本角雄一郎 博報堂 日産自動車 TEANA（試乗促進キャンペーン）／実感！NISSANキャンペーン TEANA TV CM 30秒 博報堂／葵プロモーション

大倉誠一 博報堂 花王

花王アジエンス／レッツ・スピーク・アジアパニーズ！中国語「ゾウさんパ

オー」
ラジオCM 90秒 博報堂／フットワーク

田村昌一 電通 公共広告機構 公共メッセージ（チャイルドシートの着用徹底）／G force WEB -

電通／バスキュール／サイバーコミュニケーションズ／エ

キサイト

土井隆史 博報堂 アドバンスクリエイト 女の幸せって何？／山道 TV CM 30秒 博報堂／博報堂フォトクリエイティブ

玉山貴康 電通 セコム ホームセキュリティ／ショックなのは、盗まれたことより、入られたこと。 雑誌 A4 電通／アドブレーン

平石洋介 電通 東芝 マンモグラフィー／女性を救う検査なのに、女性が嫌う検査でした。 新聞 30段 電通／SAGA

大宮恵里子 電通 H&I 公共広告／屋上の少女 TV CM 90秒 電通／電通テック

渡辺潤平 博報堂 千葉ロッテマリーンズ

開幕シリーズ告知／あなた達があれこれ話題を作っていた頃、ボク達は黙々と

カラダを作っていました。

ポスター B1 博報堂

村田圭誉 マッキャンエリクソン フェローズジャパン P-55C／掃除のおばちゃんが 企業スパイだったら、どうする？ ポスター B3 マッキャンエリクソン

阿部晶人 電通 大正製薬 リアップ／落ちる毛 WEB 30秒 電通

板東英樹 電通西日本松山支社 村田葬儀社 ムラタホール／いちばん悲しいはずの人が、いちばん忙しいお葬式は悲しい。 新聞 15段 電通西日本松山支社／パドルデザイン

矢野貴寿 電通 トクホン トクホン／肩書きは、まだない。肩こりは、もうある。 ポスター

ドア横ステッ

カー

電通／アイドマ

緒方勝彦 CS西広

マリンワールド 海の中道海洋生態

科学館

エビカニ展／吊前 屋外ビジョン 15秒 西広／CS西広／ワンダーランドハウス

小出ななみ 電通関西支社

スタッフサービス・ホールディング

ス

企業／ゆずり合い TV CM 30秒 電通関西支社／ニッテンアルティ

東畑幸多 電通 リクルート フロム・エー／バイトで稼いだお金で、買ったと思われるバイクです。 ポスター B?2連 電通

福田宏幸 電通 イオン 企業／イオンにたこやきを買いに行った。たこやき器を買って帰った。 ポスター B1 電通／ドラフト

渡辺由美 リクルートメディアコミュニケーションズ ピーチャーム 求人募集／慣れればハンカチと大差ありません。 雑誌 A6程度 リクルートメディアコミュニケーションズ

後藤エミ 広告研究所 主婦の友社 子ども大学講座 第１学期／今日もまた子どもにウソを教えた気がする。 新聞 半5段 広告研究所

高木大輔 電通関西支社 全国都道府県及び全指定都市 宝くじ NUMBERS／突然訪問 所さん・車 TV CM 30秒 電通関西支社／東映CM

玉川健司 西鉄エージェンシー ソラリアプラザ商店会 クリスマスイメージ／サーモグラフィー TV CM 30秒 西鉄エージェンシー／ビデオステーションキュー

小野仁士 フリーランス 美和ロック 企業／いつからだろう、日本が世界一安全な国だと思えなくなったのは。 ポスター B1 デルフィス／イー

黒澤仁 大広 富士サファリパーク ZOO STOCK／ライオンはアフリカでは恋もできない。 ポスター B2 大広

丸原孝紀 東急エージェンシー インフォバーン サイゾー／他の雑誌だったら、全ページ袋とじ。 ポスター B1 東急エージェンシー

和久田昌裕 電通九州 オーストラリア政府観光局 観光PR／福岡とオーストラリアは意外と近い！

中吊りポス

ター

B3W 電通九州／ホップ

石井克哉 デルフィス 介護情報ほっとライン 介護情報ほっとライン／倒れたのは祖母ではなく、母でした。 新聞 突き出し デルフィス

岡林和也 フロンテッジ

ユナイテッド・インターナショナル・

ピクチャーズ・ファー・イースト

映画「ブラザーフッド」 ／韓国のホントを知らないくせに、韓国ブームとは笑わせ

るじゃないか。

ポスター B0 フロンテッジ／ナッシュ

小宮由美子 サン・アド 紀伊国屋書店 特設コーナー「じんぶんや」 ／おんなって、ときどきオトコね。 短冊 200x700mm 紀伊国屋書店／東京半島

藤井徹 アサツーディ・ケイ 東芝 マイナスイオン発生器／滝くらべ ラジオCM 120秒 アサツーディ・ケイ／ランダムハウス／エフエム東京

大原かな子 電通 サントリー フラバン茶／改・流れ TV CM 30秒 シンガタ／電通／サッソ・フィルムズ

武井慶茂 読売広告社 女子プロレス団体AtoZ 女子プロレス団体AtoZ／お祭りに招待します。血祭りです。 ポスター B1 読売広告社／島田智康グラフィックデザイン

横山慶太 日本経済広告社 ディスカウントショップセキゼン 企業／日本は物価が高いんじゃない！定価が高いんだ！ ポスター B2 日本経済広告社／日経クリエイティブセンター

審査委員長賞 占部邦枝 西鉄エージェンシー フードマン 富士家／牛一頭食べたとしても、999円。 ポスター 257x515mm 西鉄エージェンシー／キャリーアウト

海外旅行促進キャンペーン／近所の国とはいがみあう。遠くの国には憧れる。 ポスター

1120x 500

mm

海外旅行促進キャンペーン／歴史のある国というが、歴史のない国ってあるの

だろうか。

ポスター

1120x 500

mm

朝日新聞／私、一生笑ってごまかすんだろうか。 ポスター B02連

朝日新聞／このままじゃ、私、可愛いだけだ。 ポスター B2

養命酒製造 養命酒広報部／東京ニュース

電通関西支社／春企画

電通中部支社／ミックス

Barton Corley

岩井俊介

ワイデン＋ケネディトウキョウ NIKE JAPAN ワイデン＋ケネディ　トウキョウ／Park Pictures

岡部将彦 電通中部支社

安藤隆

岩田純平

サン・アド サントリー サン・アド

養命酒製造

リクルート

山崎隆明 電通関西支社 リクルート

佐藤司郎 横浜佐藤司郎事務所 ワールドクリエーション 横浜佐藤司郎事務所

吉岡虎太郎 博報堂 朝日新聞 博報堂／アストラカン大阪


